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第４回通常総会次第 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 理事長挨拶 

 

 

３ 議長選出 

 

 

４ 議 事 

議案第１号 平成２４年度活動報告書及び活動計算書の承認について 

議案第２号 平成２４年度第３回通常総会後の定款の修正について 

議案第３号 平成２５年度活動計画書（案）及び活動予算書（案）の決定につ

いて 

議案第４号 役員の改選について 

 

５ 閉 会 

 

 

◇平成２４年度活動資料添付 



議案第１号 

 

 

平成２４年度（２０１２年度） 

特定非営利活動法人 いいざかサポーターズクラブ 

活動報告 

 

 

 

 

平成２４年度活動報告書 

平成２４年度活動計算書 

貸借対照表・財産目録 

計算書類の注記 



平成２４年度活動報告書 

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日） 

 

■平成２４年度事業の総括 

 

 東日本大震災並びに津波被害、そして東京電力が引き起こした福島第一原発事故より２

年が経過しました。今なお避難生活を余儀なくされている皆様へ、心よりお見舞い申し上

げます。 

 昨年度は、福島市及び周辺地域の子どもたちの健康と成長、家族との絆、そして地域コ

ミュニティの再生を目的とした事業「大好きふくしま『絆』プロジェクト」に取組み、約

４０名の子どもと父母がカヤックや陶芸、料理などの交流・学習・体験プログラムに参加

するとともに、地域の活性化に寄与しました。 

 また温 café においては、低迷する売上状況を鑑み、抜本的な改善策を導入するため、昨

年末に営業権を譲渡し、あらたに「oncafé（オンカフェ）」へ名称の変更、内外装の改築、

メニューの充実化及びスタッフの意識改革を図り営業をしております。今後は、様々な企

画等で oncafeとのコラボレーションが実現し、今まで以上に交流が図られる空間となるこ

とを望みます。 

今年度は、飯坂町の魅力の発信とまちづくりの推進に向け、着地型観光プログラムの造

成・販売を強化するとともに、飯坂温泉復興に思いを寄せる町内外からのご支援を、まち

づくりの活力とする事業に取組み、会員の増強に努めて参ります。 

また、広域的な連携も昨年度と同様に行なってまいりますが、特に茂庭地区においては、

子ども達の支援、グリーンツーリズムの推進、首都圏との交流事業など拠点整備を行い、

事業化とシステムの構築を図ります。 

 未だ飯坂温泉、ひいては福島の復興に向けては、長い道程と弛みない努力が必要に感じ

ます。当法人もおいても復興の一翼を担えるよう活動を続けて参ります。会員の皆様にお

かれましては、今後とも、変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

特定非営利活動法人 

いいざかサポーターズクラブ 

理事長  藤 原  純 

 

〈定款 第 3 条〉 

この法人は、飯坂地区の住民・個人事業者と飯坂温泉を訪れる多くの人々に感動を与えるため、市

民・企業・行政等との情報の共有化を通し、歴史・文化・自然・景観・芸術・スポーツ等の保全や

育成を図り、まちづくりにかかわる情報の収集・提供、調査・研究、企画・運営、普及・啓発事業

を行い、観光資源を後世に守り伝え、地域の特性を生かした観光とまちづくりによるコミュニティ

空間の形成を行い地域活性化に寄与することを目的とする。 



■運営に関する事項 

１．総会等の開催 

  ・平成２４年５月２２日(火) 1４：30～15：30／飯坂町商工会 ２階研修室 

 

２．理事会の開催（会場：福島市飯坂町字湯沢２６番地） 

 ・平成２４年４月９日 

主な議題：①平成２３年度事業報告について 

②平成２４年度活動計画について 

③温カフェの運営について 

④総会の開催日程について 

 ・平成２４年５月１７日 

  主な議題：第３回通常総会について 

 ・平成２４年１１月９日 

  主な議題：①福島県県北地方振興局からの委託事業について 

（福島県緊急雇用創出基金事業） 

②JT NPO助成事業「大好きふくしま絆プロジェクト」の進捗について 

③その他（ホームページでの寄付募集の為、PAYPALアカウント登録） 

 ・平成２４年１２月７日 

  主な議題：①温 café の改装及び管理・運営の移譲について 

②福島県県北振興局からの委託事業について 

③平成 25 年度助成金／補助金事業の申請について 

④その他（JT NPO 助成事業の進捗について／ホームページの移行について） 

 
３．研修・セミナーなど 

①カヤック講習会 平成２４年６月３日・・・摺上川ダム 

平成２４年８月３０日・・・猪苗代湖 

 

４．職員・ボランティアの活動（人員体制など） 

①法人事務局・・・理事１名がほぼ常勤体制のほか、平成２４年５月まで前年度の事業引継及び

JT NPO助成事業に２名が従事のほか、同事業における補助スタッフとして理事

及び会員４名が従事 

②温 café・・・パートタイム職員４名 

③ボランティア 

・JT NPO助成事業「大好きふくしま絆プロジェクト」･･･１１名（福島大学災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ） 

・ふくしまスカイパークりんご祭り･･･１名（同上）  ・福島学院大学「第４６回のぎく祭」･･･１名 

・第５回湯のまち飯坂・茂庭っ湖マラソン･･･３名（福島大学災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ） 



 

■会員に関する事項 

１．会員数について 

 平成２５年３月末：正会員３１名 ・ 準会員１３名 ・ 賛助会員１団体  計４５名（団体） 

 

２．会員へのサービスについて 

Webサイト「飯坂温泉ファンサイト」の廃止と、新しいホームページの作成 

新しいホームページアドレス http://iizakasupporters.com/ 

 

■活動に関する事項 

１．まちづくりに関する、情報発信・収集・企画・運営・案内人（ガイド）による交流を促進させる事業 

①「温 café」の運営（空店舗対策補助金活用） 

平成２４年１２月末をもって、藤原純（万来）に委譲 

②Webサイトの運営と SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の活用 

定期的な情報更新やブログなどのコンテンツの充実、フェイスブックやツイッターなど SNSサ

イトとの連携 

③ＪＴ ＮＰＯ助成事業「大好きふくしま絆プロジェクト」 

「親子の絆づくり」「地域コミュニティの再生」「着地型観光による地域づくり」を目的に、主に

飯坂町及び飯坂町茂庭地区での体験プログラムの実施 

 

２．着地型観光のプログラム造成及び地域づくりを促進させる事業 

①まち歩きプログラム・・・「いいざか まち歩きマップ」の作成、配布 

平成２４年５月２２日 まち歩きプログラム実施（参加者２９名） 

平成２４年９月１６日 ナイトウォーク実施（参加者１４名） 

②「湯のまち飯坂・ノルディックウォーク」の開催･･･平成２４年９月１６日 開催 参加者：２０名 

平成２５年１月２０日 開催 参加者：２０名 

 

３．まちづくりに関する、講演会・講習会・調査・研究・提言事業 

①福島北地区暴力排除推進協議会、及び防犯被害防止アドバイザー 

②福島県立北高等学校評議員 

 

４．地域の歴史、伝統、文化、芸能、芸術、スポーツ等、及び地域の名物の保存、育成を図り地域

活性化のためのイベント、お祭りの企画運営事業 

①「選奨土木遺産“西根堰”巡り 健康ウォーク」への出店及び協力 

・平成２４年６月２日 

・平成２４年１０月２７日 



②「第１回国際スカイスポーツフェスティバル・りんご祭り」への出店（ふくしまスカイパーク） 

・平成２４年１０月１３日・１４日 飯坂温泉物産ブース出店 

③福島学院大学「第４６回のぎく祭」への出店 

・平成２４年１０月１４日 飯坂温泉物産ブース出店 

④第５回湯のまち飯坂・茂庭っ湖マラソンへの企画・運営協力並びに出店 

・平成２４年１１月４日 ボランティアスタッフの手配、物産ブース出展、運営スタッフ 

・幹事会における会議スペース提供 

５．線量低減化地域活動支援事業及び生活環境の活動支援事業 

 

６．地域の特産品の普及拡大を図る為に、地域の生産者と事業連携を図り、地域の特産品を開

発・宣伝し地域の活性化を図る事業 

 

７．地域住民と観光客の交流を育むコミュニティ空間の形成及びコミュニティレストラン（カフェ）の事

業 

・コミュニティカフェ「温café」の運営 ※平成２４年１２月末をもって営業権を藤原純理事長へ委譲 

 

８．目的を満たすためのその他の事業 

 （２）その他の事業 

①着地型観光プログラム販売事業 

 ・カヤック体験 ・まち歩き体験 ・ノルディック・ウォーキング体験 ・シーサー絵付け体験 

 ・そば打ち体験 ・料理教室 ・陶芸教室 ・民話体験 



(単位 ： 円)

備　　　　　考

Ⅰ　経常収益 1.　受取会費

　　正会員受取会費 310,000   　31名×10.000

　　準会員受取会費 65,000    　13名×5.000

　　賛助会員受取会費 40,000    415,000   　1名×40.000

2.　受取寄付金

    受取寄付金 87,000    87,000    　1名×32,000円　2名×15,000円

　2名×10,000円　1名×5,000円

3.　受取助成金等

　　受取民間助成金 1,499,200 　JT　NPO助成事業

45,000    1,544,200 　空き店舗事業助成金

4.　事業収益

　　温カフェ事業収益 3,201,650 　温カフェ売上

　　その他の事業収益 783,327   3,984,977 　カヤック体験　98,900円

　イベント出店　187,597円

　ノルディック・まち歩き　28,300円

　飯坂マラソン　320,130円

　その他　148,400円

5.　受託事業収益

　　受託販売収益 10,000    10,000    　NPO法人市民公益活動ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

6.  賦課金収益

　　事業参加賦課金 316,600   316,600   　JT　NPO助成事業　参加料

7.  その他収益

　　受取利息 68          

　　雑収益 115,914   115,982   

6,473,759  

Ⅱ　経常費用 1.　事業費

    温カフェ事業 4,659,752 

　　JT　NPO助成事業 1,981,376 

　　その他の事業 720,441   7,361,569 

7,361,569 

2.　管理費

　　租税公課 64,400    　福島市法人市民税　50,000円

　　通信費 87,343    　電話料　プロバイダ料

　　広告宣伝費 58,800    　ホームページ管理費

　　貸借料 3,100      　総会・理事会（会場費）

　　事務用消耗品費 27,682    

　　水道光熱費 39,595    

　　印刷製本費 5,094      

　　地代家賃 60,000    　2013年1月～3月

　　雑費 77,765    　ネットDE記帳手数料　26,250円

423,779

7,785,348  

-1,311,589 

Ⅲ　経常外収益 1.　補償金収益

　　原発賠償金収入 420489 420,489   　2012年5月・10月

420,489     

-891,100   

50,000      　法人市民税

-941,100   

56,417      

-884,683   

科　　　　　目 金　　　　　額

平成24年度  活動計算書
平成24年4月1日～平成25年3月31日

特定非営利活動法人　いいざかサポーターズクラブ

税引前当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

経常外収益計

法人住民税

当期正味財産増減額

　　　　経常収益計

事業費計

管理費計

経常費用計

当期経常増減額



Ⅰ　資産の部 1.　流動資産

　現金 75,984

　普通預金　福島信用金庫 396

　普通預金　東邦銀行 289

　普通預金　東邦銀行 66

　普通預金　東邦銀行 980

　普通預金　東邦銀行 748

流動資産合計 78,463

2.　固定資産

固定資産合計 0

78,463

Ⅱ　負債の部 1.　流動負債

　短期借入金（理事1名） 472,840

　未払金（法人市民税） 50,000

流動負債合計 522,840

2.　固定負債

　長期借入金 440,306

固定負債合計 440,306

963,146

Ⅲ　正味財産の部

　前期繰越正味財産 56,417

　当期正味財産増減額 -941,100

-884,683

78,463

正味財産合計

負債及び正味財産合計

金　　　　　　　額科　　　　　　　　　目

平成24年度　貸借対照表
平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人いいざかサポーターズクラブ

(単位 : 円)

資産合計

負債合計



科　　　目

Ⅰ　資産の部

　　1.　流動資産

　　　　現金 75,984

　　　　普通預金　福島信用金庫 396

　　　　普通預金　東邦銀行 289

　　　　普通預金　東邦銀行 66

　　　　普通預金　東邦銀行 980

　　　　普通預金　東邦銀行 748

78,463

流動資産合計 78,463

　　2.　固定資産

固定資産合計 0

78,463

Ⅱ　負債の部

　　1.　流動負債

　　　　短期借入金（理事1名） 472,840

　　　　未払金（法人市民税） 50,000

流動負債合計 522,840

　　2.　固定負債

　　　　長期借入金(一般会計)　国民政策金融公庫 440,306

固定負債合計 440,306

963,146

-884,683正味財産

金　　　　　　　　　額

平成24年度　財産目録
平成25年3月31日現在

資産合計

負債合計

特定非営利活動法人いいざかサポーターズクラブ

(単位 : 円)



1.　重要な会計方針
　　計算書類の作成は、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法により、評価方法は先入先出法によっています。
　　(2) 消費税等の会計処理
　　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.　施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

内　　容 金　　　額

複写機の有償利用 1,520

プロジェクターの有償利用 1,000

合計 2,520

3.　借入金の増減内訳

科　　　　目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

長期借入金 875,000 0 434,694 440,306

役員借入金 0 539,840 67,000 472,840

合  計 875,000 539,840 501,694 913,146

4.　役員及びその近親者との取引の内容

　　役員及びその近親者との取引は以下のとおりです。

　(活動計算書)

　受取寄付金 87,000 52,000

活動計算書計 87,000 52,000

　（貸借対照表）

　役員借入金 539,840 539,840

貸借対照表計 539,840 539,840

5. 事業別損益の状況
　　別紙のとおりです。

科　　　　目
 計算書類に計上

 された金額
内役員及び近親者

との取引

計算書類の注記

算定方法

複写機及びプロジェクター使用料
規程によっています



(別紙)

事業別損益の状況

(単位 : 円)

科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額

Ⅰ経常収益 Ⅰ経常収益

　　1.事業収益 3,184,390       　　1.助成金 1,499,200                 

　　2.受託販売収益 17,260           　　2.参加料収入 311,660                    

　　3.一般会計繰入金 170,516                    

経常収益計 3,201,650       経常収益計 1,981,376                 

Ⅱ経常費用 Ⅱ経常費用

1.人件費 1.人件費 830,800                    

　給与 1,629,051       

　法定福利費 66,068           2.その他経費

2.その他経費 　物品購入費 327,535                    

　仕入原価 1,386,876       　貸借料 214,360                    

　地代家賃 850,000         　旅費交通費 72,880                     

  通信費 33,725           　講師謝金 286,800                    

　水道光熱費 407,624         　印刷製本費 102,530                    

　備品消耗品費 136,886         　通信費 64,900                     

　事務用消耗品費 3,693             　保険料 62,330                     

　保険料 38,240           　消耗品費 19,241                     

　その他経費 107,589         

経常費用計 4,659,752       経常費用計 1,981,376                 

当期経常増減額 1,458,102-       当期経常増減額 -                            

温カフェ事業 JT　NPO助成事業





議案第２号 

 

平成２４年度 第３回通常総会後の定款の修正について 

 

第４８条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書

類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議

決を経なければならない。 

 

 

この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書

類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議

決を経なければならない。 

 

以上の変更に伴い、所轄庁（福島県）の認証を受ける際に以下の修正をしました。 

 

第５章 第２３条 （４）事業計画及び収支予算    ⇒ （４）事業計画及び活動予算 

（５）事業報告及び収支決算   ⇒ （５）事業報告及び活動計算 

 

第６章 第３２条 （３）事業計画及び収支予算の変更  ⇒ （３）事業計画及び活動予算の変更 

 

第７章 第４４条 （３）この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の

議決を経なければならない。 

⇒ （３）この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総

会の議決を経なければならない。 

 



議案第３号 

 

 

平成２５年度（２０１３年度） 

 

特定非営利活動法人いいざかサポーターズクラブ 

活動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動計画書（案） 

活動予算書（案） 



活動計画書 

 

■運営に関する事項 

１．総会の開催（平成２５年５月２８日） 

２．理事会の開催 

３．組織基盤の整備 

①NPO活動パンフレットの作成 

②準会員、賛助会員の募集 

③ボランティアの募集・運用 

 

■会員に関する事項 

１．ニュースレターの発行、会員に向けた情報提供 

①パンフレット（総合及び事業別）の作成及び配布 

②ニュースレターの発行及び会員への配布並びに公共施設への設置 

③ホームページ並びに SNSでの情報発信 

２．運営や活動に関する諸々の記録の徹底化 

理事会や事務局会議の開催記録や議事録、職員の研修参加、会員数の増減、各事業に関す

るマスコミ掲載など、あらゆる動きに関する情報の共有とストックを行うこと 

 

■活動に関する事項 

１．まちづくりに関する、情報発信・収集・企画・運営・案内人（ガイド）による交流を促進させる事業 

①まち歩きプログラムの実施 

 

２．着地型観光のプログラム造成及び地域づくりを促進させる事業 

①（２）その他の事業の販売事業に掲げる各プログラムのブラッシュアップ及び新たなプログラム

の検討・研究 

 

３．まちづくりに関する、講演会・講習会・調査・研究・提言事業 

①「西根の郷ふるさとづくり推進協議会」への加盟と協働 

②飯坂温泉における「まちづくり」に関する協議体設立に向けた活動 

③飯坂町茂庭での地域資源の有効活用と都市との交流・共生を目的とした協議体設立 

 

４．地域の歴史、伝統、文化、芸能、芸術、スポーツ等、及び地域の名物の保存、育成を図り地域

活性化のためのイベント、お祭りの企画運営事業 

①「選奨土木遺産“西根堰”巡り 健康ウォーク（西根の郷ふるさとづくり推進協議会）」実施協力 

②イベントへの出店（ふくしまスカイパーク、福島学院大学のぎく祭等） 



③「福島シネマフェスティバル（NPO法人福島ライフエイド）」企画・運営協力 

④「第６回湯のまち飯坂・茂庭っ湖マラソン」への企画・運営協力 

 

５．線量低減化地域活動支援事業及び生活環境の活動支援事業 

①NPO法人日本冒険遊び場づくり協会との協働による、茂庭地区での子どもの遊び場づくり 

②福島市及び周辺エリアに居住する子どもと親を対象とした飯坂町及び飯坂町茂庭地区での体

験プログラムの実施 

 

６．地域の特産品の普及拡大を図る為に、地域の生産者と事業連携を図り、地域の特産品を開

発・宣伝し地域の活性化を図る事業 

①福島県が公募する「ふくしま・地域産業６次化復興支援事業」への応募（内容未定） 

 

７．地域住民と観光客の交流を育むコミュニティ空間の形成及びコミュニティレストラン（カフェ）の事

業 

８．目的を満たすためのその他の事業 

（２）その他の事業 

①着地型観光プログラム販売事業 

・カヤック体験 ・まち歩き体験 ・ノルディックウォーキング体験 ・シーサー絵付け体験 

・そば打ち体験 ・料理教室 ・陶芸教室 ・民話体験 



(単位 ： 円)

備　　　　　考

Ⅰ　経常収益 1.　受取会費

　　正会員受取会費 300,000    　30名×10.000

　　準会員受取会費 250,000    　50名×5.000

　　賛助会員受取会費 40,000      590,000    　１口20,000×2口

2.　受取寄付金

    受取寄付金 100,000    100,000    　1口20,000×5口

3.　受取助成金等

　　受取補助金等 200,000    

　　受取民間助成金 200,000    400,000    

4.　事業収益

　　その他の事業収益 1,000,000   着地型観光プログラム販売事業

1,000,000  

5.　受託事業収益

200,000    200,000     イベント出店等

6.  賦課金収益

　　事業参加賦課金 100,000    100,000    

7.  その他収益  

　　雑収益 10,000      10,000      

2,400,000    

Ⅱ　経常費用 1.　事業費

　その他の事業

　　　人件費     400,000 　スタッフ1名　アルバイトスタッフ2名

　　　講師謝金       80,000

　　　貸借料     160,000 　カヤック@1,000×１０回×１6艇

　　　旅費交通費       50,000

　　　消耗品費       20,000

　　　印刷製本費       20,000

　　　通信費 20,000

　　　保険料 60,000

810,000    

平成２５年度  活動予算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

特定非営利活動法人　いいざかサポーターズクラブ

事業費計

科　　　　　目 金　　　　　額

　　　　経常収益計



2.　管理費

　　租税公課 30,000      　諸会費・印紙代他 

　　広告宣伝費 60,000      　会報誌

　　会議費 34,500      　諸団体会議出席負担金

　　旅費交通費 30,000      　職員ガソリン代

　　通信費 108,000    　電話・プロバイダ料

　　消耗品費 30,000      　複合機消耗品 　消耗備品 

　　水道光熱費 40,000      

　　賃借料 5,000        

　　印刷製本費 10,000      　総会資料

　　雑費 20,000      　

　　地代家賃 240,000    

607500

1,417,500    

982,500      

Ⅲ　経常外収益

10,000        

992,500      

50,000        　法人市民税

942,500      

-884,683     

57,817        

補足資料

借入金の増減予定表

科　　　　目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

長期借入金 440,306 0 425,664 14,642

役員借入金 472,840 0 472,840 0

合  計 913,146 0 898,504 14,642

法人住民税

当期正味財産増減額

管理費計

経常費用計

当期経常増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

経常外収益計

税引前当期正味財産増減額


