
特定非営利活動法人まちづくり学校
令和3年度（2021.7.1～2022.6.30）事業報告　《実施事業一覧》
区分 事業名 分類 概要 実施場所 受益対象者の範囲 受益者数 実施期間 従事者の数 支出額

グラレコ講座（オンライン） 自主
会議等の記録を文字、絵、
図で可視化する手法を学ぶ
講座の企画・運営

オンライン 全国の参加希望者 6名 2021.10.20 1名 ¥654

第8期起業ゼミ（オンライン併用） 自主
まちづくりを仕事にするスキ
ルを学ぶ講座の企画・運営

オンラインおよびまち
づくり学校事務局

全国の参加希望者 4名
2022.2.19〜
2022.313

2名 ¥71,674

階層別研修主任研修企画運営業務 委託
政策形成に必要な基礎知識
と課題発見・解決能力の向
上を図る

新発田市、新潟市東
区・南区、見附市

新たに係長級に昇級し
た新潟県職員

120名
2021.5.27〜
2022/2.15

8名 ¥1,639,408

「第8期地域づくりコーディネーター養成
講座」企画運営業務

委託
まちづくりコーディネーター
の育成を行う講座の企画運
営

新潟市中央区、西蒲
区

全国の参加希望者 20名
2021.9.25〜
2021.11.6

7名 ¥839,393

秋田市まちづくりラボ講座業務 委託

多様な主体が長所を生かし
てまちづくりを推進できる人
材を育成する講座の企画運
営

秋田県秋田市 秋田市の参加希望者 13名
2021/7/9〜
2022.2.28

2名 ¥919,612

新発田地域づくりコーディネーター育成
事業マチヅクリスト

委託
まちづくりコーディネーター
の育成を行う講座の企画運
営

新発田市 下越地域の参加希望者 中止 中止 2名 ¥248,164

市民が主役のまちづくり推進事業業務 委託
市民が主体となってまちづく
りを推進するために基本から
実践を学ぶ講座を実施

福島県本宮市 本宮市の参加希望者 18名
2021.8.13〜
2022.3.28

2名 ¥1,937,386

村上地域健康なまちづくり事業運営業務 委託
福祉医療の視点からまちづ
くりを考える講座の企画運営

村上市
村上地域の医療従事者
および参加希望者

20名
2021.9.14〜
2022.3.18

2名 ¥333,458

令和３年度観光ボランティアガイドスキル
アップ動画制作支援

委託
まちあるきガイドを育成する
講座の動画制作

新潟市中央区
新潟市内の観光ボラン
ティアスキルの向上を希
望する者

200名
2022.2.14〜
2022.3.25

1名 ¥344,145

区分 事業名 分類 概要 実施場所 受益対象者の範囲 受益者数 実施期間 従事者の数 支出額

ブラニイガタ2021新潟ろうきんシニア倶楽
部開催　企画運営業務

委託
会員相互の親睦を図るととも
に県内の地域の魅⼒を体感し
⽂化教養を⾝につける

南⿂沼市、弥彦村、新潟
市

新潟ろうきんシニア倶楽部 57名
2021.9.9〜
2022.5.12

4名 ¥322,106

相川上町防災ワークショップ企画運営業
務

委託
佐渡市相川の上町地域での
防災ま資源を磨き地域財と
して活用するワークショップ

佐渡市相川
佐渡市相川上町地域の
住民

42名
2021.7.21〜
2022.3.17

1名 ¥328,364

県央地域運動習慣定着パッケージ事業 委託
県央地域の住民が日常的に
ウォーキング等運動習慣を
身につけるための企画運営

加茂市、三条市 県央地域の住民 20名
2021.8.1〜
2022.2.28

2名 ¥206,018

地域づくり活動スタートアップ支援事業業
務＠見附市

委託
見附市初のコミュニティ組織
「葛巻地区まちづくり協議
会」のまちづくり計画

見附市 見附市葛巻地区の住民 20名
2021.6.17〜
2022.3.31

2名 ¥352,030

地域づくり活動スタートアップ支援事業＠
佐渡市

委託
住民主体の地域づくりと合
意形成に向けた話し合いの
場の企画運営

佐渡市小木 佐渡市小木の住民 34名
2021.6.23〜
2022.3.18

1名 ¥426,917

秋葉区文化遺産情報発信事業　区民
ワークショップ企画運営業務

委託
文化遺産等を再発見、理解
し、魅力を発信できる人材を
育成する

新潟市秋葉区
秋葉区在住の参加希望
者

20名
2021.7.14〜
2022.3.31

1名 ¥450,105

新潟市地域コミュニティ協議会育成モデ
ル事業企画運営業務

委託
持続可能な地域づくりのた
めコミ協の活動・体制の見直
し作業のコーディネート

新潟市の全区 新潟市民 80名
2021.7.1〜
2022.3.31

6名 ¥1,526,774

次期総合計画策定に伴うワークショップ企
画運営事業

委託

新潟市の「にいがら未来ビ
ジョン」に続く計画策定のた
め対象別ワークショップの運
営

新潟市の全区
全世代の新潟市民、学
生、自治協委員、市職
員

390名
2021.8.24〜
2022.1.21

22名 ¥2,721,428

旧新潟駅前通り社会実験支援事業 委託
居心地が良く歩きたくなる旧
新潟駅前を目指した道路の
利活用実験

新潟市中央区 新潟市民 300名
2021.9.6〜
2021.12.7

2名 ¥925,582

富山県中山間地域『話し合い』促進事業 委託
地域の課題解決など地域活
性化に向けた話し合いを促
すための企画と運営

富山県富山市、砺波
市、南砺市、氷見市、
黒部市ほか

各地の協議会、自治振
興会委員および住民

150名
2021.5.28〜
2021.12.17

2名 ¥2,001,945

区分 事業名 分類 概要 実施場所 受益対象者の範囲 受益者数 実施期間 従事者の数 支出額

調
査
研
究

秋葉区幸福度調査データ入力基礎集計
業務

委託
秋葉区の暮らしやすさに関
する意識調査のデータ集計

新潟市秋葉区 秋葉区の住民 770名
2021.10.1〜
2021.10.31

2名 ¥81,624
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区分 事業名 分類 概要 実施場所 受益対象者の範囲 受益者数 実施期間 従事者の数 支出額

ブラニイガタ2021 自主 県内各地のまちあるき開催
新潟市秋葉区、西区
（内野、青山）、西蒲
区、十日町市

新潟県内の参加希望者 90名
2021.5.8〜
2021.10.10

4名 ¥72,430

現場に効く！まちづくりスクールオンライ
ン

自主 コーディネート事例紹介 オンライン 全国の参加希望者 20名 2021.8.21 1名 ¥27,335

年末まちづくりわいわい談議2021 自主 対談と事例紹介 新潟市中央区 全国の参加希望者 14名 2021.12.11 1名 ¥13,600

区分 事業名 分類 概要 実施場所 受益対象者の範囲 受益者数 実施期間 従事者の数 支出額

新潟大学視察受け入れ 自主
2000年頃の県内のまちづく
り・市民活動の調査

まちづくり学校事務
局

新潟大学教育学部前田
ゼミ学生

10名 随時 3名 ¥0

書籍販売（マチダス） 自主
まちづくりの現場で使えるノ
ウハウを詰め込んだテキスト

オンライン 全国の購入希望者 117冊 随時 適宜 ¥119,740

書籍販売（スタイルブック） 自主
まちづくりの種を見つける目
を育てるまちあるき本

オンライン 全国の購入希望者 47冊 随時 適宜 ¥45,500

デジタル読本（マチダス ぷらす！） 自主
メディアプラットホームnote上
での配信方テキスト

オンライン 全国の購入希望者 29冊
2021.11.15〜
2022.3.31

5名 ¥1,084

ウェブサイト・facebook等による情報発信 自主 活動報告やお知らせを掲載 オンライン 全国の閲覧者 適宜 随時 適宜 ¥0

区分 事業名 分類 概要 実施場所 受益対象者の範囲 受益者数 実施期間 従事者の数 支出額

富山県地域づくりコーディネーター
研修

講師
派遣

富山県職員のためのコー
ディネーター講座

新潟市西区
富山県中山間地域対策
課の職員

3名 2021.5.14 1名 ¥86,075

県民参加型企画力レベルアップ研修
講師
派遣

参加型事業の企画づくりや
ワークショップを学ぶ講座講
師

新潟市西区 新潟県農地部の職員 13名
2021.10.28〜
2021.10.29

2名 ¥144,619

旧新潟駅前通リーダー会議　ファシリテー
ター派遣（2回）

講師
派遣

居心地が良く歩きたくなる旧
新潟駅前を目指した道路の
利活用実験にむけた会議

新潟市中央区 新潟市まちづくり推進課 30名 2021.7.9 4名 ¥167,662

HOBBYおおがた（2回）
講師
派遣

設立から20年以上経過した
会の運営コンサルティングと
総会での講演

上越市 当該団体の会員 20名
2021.7.8〜
2022.3.16

1名 ¥75,519

活動強化のためのワークショップ企画運
営業務

講師
派遣

黒川地区民生委員の活動
強化のためのワークショップ
の企画運営および講師

胎内市 黒川地区民生委員 15名 2021.12.7 1名 ¥63,295

牧野みらい会議
講師
派遣

地域組織における小規模多
機能自治を学ぶ研修会講師

富山県高岡市
高岡市牧野校下連合自
治会

30名 2021.12.12 1名 ¥82,157

秋田市基礎から学ぶ市民協働研修
講師
派遣

秋田市職員のための市民協
働の動画研修講師

秋田県秋田市 秋田市職員 57名
2022.1.11〜
2022.2.10

1名 ¥120,550

にいがた2kmのあり方を考えるクリエイショ
ンイベント・ファシリテーター派遣業務

講師
派遣

にいがた2kmのあり方を考え
るオンラインイベントの記録
FG派遣業務

新潟市中央区 全国の閲覧者 100名 2022.2.4 1名 ¥18,564

佐渡地域みんなで支える地域医療推進
事業連続講座

講師
派遣

福祉医療の視点からまちづ
くりを考える講座の企画運営

佐渡市
佐渡地域の医療従事者
および参加希望者

20名 2022.2.17 1名 ¥112,297

（2）その他の事業：なし
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特定非営利活動法人　まちづくり学校

Ⅰ　経常収益
1．受取会費 正会員年会費 473,000

情報会員会費 0 473,000
2．受取寄付金 42,000 42,000
3．事業収益 (1)人材育成 9,755,800

(2)企画・開発事業 14,668,544
(3)調査事業 99,000
(4)ネットワーク事業 103,100
(5)情報発信・出版事業 387,500
(6)講師派遣事業 1,096,693
(7)その他事業 0 26,110,637

4．その他収益 受取利息 37
雑収益 611,979 612,016

経常収益計 27,237,653

Ⅱ　経常費用
1．事業費
（１）人件費 給料手当 0

法定福利費 0
人件費計 0

（２）その他経費 仕入 162,500
支払報酬 12,950,272
印刷製本費 261,650
会議費 61,994
旅費交通費 1,899,455
通信運搬費 64,102
消耗品費 293,509
賃借料 50,738
広告宣伝費 4,400
接待交際費 3,916
保険料 7,590
租税公課 8,600
支払手数料 45,488
外注費 827,850
雑費 185,150

その他経費計 16,827,214
事業費計 16,827,214

2．管理費
（１）人件費 給料手当 3,909,350

法定福利費 308,070
福利厚生費 14,218

人件費計 4,231,638
（２）その他経費 支払寄付金 0

支払報酬 275,274
印刷製本費 35,373
会議費 15,342
旅費交通費 251,732
通信運搬具 213,177
消耗品費 130,891
修繕費 652,300
水道光熱費 224,806
地代家賃 426,000
賃借料 316,224
広告宣伝費 10,480
接待交際費 21,000
新聞図書費 15,840
減価償却費 204,080
保険料 86,621
研修費 3,220
諸会費 17,500
リース料 9,625
租税公課 2,200
支払手数料 15,705
雑費 435,836
消費税 1,177,600

その他経費計 4,540,826
管理費計 8,772,464
経常費用計 25,599,678
当期経常増減額 1,637,975

Ⅲ　経常外収益
経常外収益計 0

Ⅳ　経常外費用
経常外費用計 0
税引前当期正味財産増減額 1,637,975
法人税、住民税及び事業税 79,400
当期正味財産増減額 1,558,575
前期繰越正味財産額 6,054,194
次期繰越正味財産額 7,612,769

　　　　自　令和3年7月1日　　至　令和4年6月30日

科　　目　・　摘　　要 金　　　額　　　（円）

　　　≪第22期≫　令和3年度　　　活 動 計 算 書



特定非営利活動法人　まちづくり学校

Ⅰ 資産の部

1． 流動資産
現金 28,429
普通預金 7,017,386
未収金 3,120
棚卸資産 1,545,500
前払費用 334,676
立替金 30,729

流動資産合計 8,959,840

2． 固定資産
什器備品 1

固定資産合計 1

資産の部 合計 8,959,841

Ⅱ 負債の部

1． 流動負債
未払金 322,082
前受金 114,000
預り金 35,490
未払法人税等 79,400
未払消費税等 796,100

流動負債合計 1,347,072

2． 固定負債

固定負債合計 0

負債の部 合計 1,347,072

Ⅲ 正味財産の部
　前期繰越正味財産額 6,054,194
　当期正味財産増減額 1,558,575

正味財産の部 合計 7,612,769

　負債・正味財産の部　合計 8,959,841

 　≪第22期≫　 令和3年度  　貸 借 対 照 表
令和4年6月30日現在

科　　目　・　摘　　要 金　　　　　額　　(円)



　 財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日　 2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人会計基準
協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却方法
有形固定資産は、定率法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準
該当する引当金はありません。

(4) 消費税等の会計処理

２．事業別損益の状況

(別紙)

３．固定資産の増減内訳
（単位：円）

科    目 期首取得価額 当期取得 当期減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

 有形固定資産
　　什器備品 148,800 204,080 204,080 148,800 148,799 1

合　計 148,800 204,080 204,080 148,800 148,799 1

４．借入金の増減内訳
（単位：円）

科    目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

 流動負債
　　短期借入金 0 0 0 0
 固定負債
　　長期借入金 0 0 0 0

合　計 0 0 0 0

５．役員及びその近親者との取引の内容

 該当する取引はありません。

財務諸表の注記

１．重要な会計方針

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。



 

 



特定非営利活動法人　まちづくり学校

Ⅰ 資産の部
1． 流動資産

現金預金 現金 28,429
普通預金：第四北越銀行／出来島支店 6,237,847
普通預金：第四北越銀行／県庁支店 32,383
普通預金：郵便振替 0
普通預金：新潟県労働金庫／新潟南支店 11,014
普通預金：第四北越銀行／関屋中央支店 736,141
普通預金：第四北越銀行／出来島支店 1
当座預金：新潟県労働金庫／新潟南支店 0

7,045,815
未収金 書籍代金、送料 3,120

3,120
棚卸資産 書籍（新マチダス) 800,000

書籍（スタイルブック) 745,500
1,545,500

前払費用 R4 県階層別研修 165,645
R4 西蒲区ＷＳ 72,400
R4 ブラニイガタ 37,800
R4 Ｃｏ養成講座 16,950
R4 まちスクール 3,133
R4 西区農業ＷＳ 2,894
R4 北区ＷＳ 260
R4 東区ＷＳ 94
R4.7月分 家賃 30,000
R4.7月分 駐車場料金 5,500

334,676
立替金 保険料、他 30,729

30,729
流動資産合計 8,959,840

2． 固定資産

什器備品 パソコン 1
1

固定資産合計 1

資産の部　合計 8,959,841

Ⅱ 負債の部
1． 流動負債

未払金 サッシ工事代 220,000
社会保険料 71,780
電話料、水道料、他 30,302

322,082
前受金 R4 ブラニイガタ 90,000

R4 まちスクール 18,000
R4 会費 6,000

114,000
預り金 源泉税 23,920

住民税、他 11,570
35,490

未払法人税等 79,400
未払消費税等 796,100

875,500
流動負債合計 1,347,072

2． 固定負債
固定負債合計 0

負債の部　合計 1,347,072

Ⅲ 正味財産の部
正味財産 7,612,769

≪第22期≫　令和3年度    特定非営利活動に係る事業会計　財産目録
令和4年6月30日現在

科　　目　・　摘　　要 金　　　　　額　　(円)


