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～ＮＰＯ法人ならチャレンジド設立１０周年！～ 

２０２０年度 第１１回通常総会 
 

●２０２０年６月６日（土）１３時３０分 

●ならチャレンジド事務所 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ＮＰＯ法人 ならチャレンジド 

 

 

〈 総  会 〉 

１．開 会 

 

２．ＮＰＯ法人ならチャレンジド理念 朗読 

 

３．ＮＰＯ法人ならチャレンジド理事長 挨拶 

 

４．総会 

  （１）議長選出 

 

  （２）出席者報告 

 

  （３）議事録記名人選出 

 

  （４）議案審議 

       第１号議案 2019年度事業報告および収支決算承認の件 

       第２号議案 2020度事業計画案および収支予算案承認の件 

      第３号議案 定款変更承認の件 

 

５．閉  会 
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理     念 

 

 私たちは、特別支援学校生徒たちと出会い、そのやさしさ、純朴さ、力強

さに共感し、勇気づけられてきました。突出した力、一途なこだわりにもふ

れあい、生徒たちの人間的魅力に感激しました。 

 変わるべきは、生徒たちの魅力をキャッチできる私たちの感性です。 

 私たちは、特別支援学校生徒たちと一緒に地域社会で様々な体験をしなが

ら、可能性を探り、共に幸せの道を歩みたいと思います。 

 

１．キラリと輝く社会の主役 

特別支援学校生徒が就労・文化芸術・地域活動へ 

                   挑戦することを応援します。 

 

２．豊かな成長 

   特別支援学校生徒の小さな成功体験から豊かな成長を願います。 

 

３．新しい価値観の創造！ 

   特別支援学校生徒と企業、地域社会のつながりから、 

   既成概念を超える新しい価値観を創造します. 

     

 ＮＰＯ法人 ならチャレンジド 
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【第 1号議案】 

２０１９年度  事業報告  
2019年 4月 1日～2020年 3月 31日 

１．事業の成果 

   県市町村、企業、事業所、地域のみなさまのお陰で、特別支援学校生徒や卒業生は

各方面で活躍できるようになりました。みなさまに感謝いたします。 

（１）「キラリと輝く！特別支援学校アート展」は８回目、「特別支援学校と病院を結ぶ！

奈良県立医科大学附属病院アート展」は４回目の開催を迎えました。 

障害のある生徒、卒業生の魅力が海外の方、患者さん等多くの人たちの心へ届き、

“共感の輪”が着実に拡がっています。 

（２）アート展がご縁となり交流を深めてこられた奈良中央信用金庫（高田知彦理事長） 

は岸本亜矢子さんデザインのキャシュカードを発行されました。（12/9） 

企業において障害のある人のアートが活用され、うれしい限りです。 

（３）ムジークフェストなら、市町村民集会、バンビシャス奈良、きんてつ鉄道まつり、 

   赤い羽根歳末たすけあい新作カレンダーチャリティバザー等の社会参加活動は恒例 

行事になっています。生徒、卒業生は、“達成感”を感じています。 

（４）野田聖子衆議院議員が奈良医大病院の障害者就労現場を視察され、障害のある係員

をはじめ病院長、看護部長、担当者と交流されました。（12/2） 

    「奈良医大病院は看護部と障害者の関係がウィンーウィンの関係で成り立っており、 

全国の病院や企業の障害者雇用のモデルです」「是非、国会議員をはじめ多くのみな 

さんに見学に来てもらえるようにします」と野田議員は話され、全国へ発信する機 

会となりました。 

（５）南都銀行特例子会社・なんとチャレンジド株式会社は昨年に引き続き採用されまし 

た。奈良市和楽園も今後継続して採用される意向です。今春の就労は次の通り。 

① なんとチャレンジド株式会社：高等養護学校１人、高等技術専門校１人（事務） 

② 社会福祉法人奈良市和楽園 ：高等養護学校２人（清掃） 

③ 社会福祉法人万葉福祉会  ：高等養護学校 1人（清掃） 

（６）初めて「節分会」を開催しました。（2/2） 

   生徒卒業生たちが主体となり準備、買い出し、受付、司会を行ないました。一人ひ 

とりが自己紹介、仕事、将来の夢などをみんなの前で語り、その後、手品、自前の 

動物のビンゴゲーム、豆まきなどをして楽しく過ごしました。 

   生徒卒業生主体の取り組みはとても意義深いです。 
 

２．事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動 

定款の事業名 事業内容 
実施 

日時 
実施場所 

従事者 

の人数 

受益対象者の 

範囲及び人数 

支出額 

（千円） 

社会参加事業 
アート展開催 

行事の受付係 
年間 県内一円 ５人 

特別支援学校 

生徒多数 
1,290 

就労支援事業 
職場実習 

就労講習 
年間 県内一円 ２人 

特別支援学校 

生徒多数 
482 
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生活相談事業 生活相談 年間 県内一円 ２人 
特別支援学校 

生徒多数 
0 

 

（２）その他の事業 

定款の事業名 事業内容 
実施 

日時 
実施場所 

従事者 

の人数 

受益対象者の 

範囲及び人数 

支出額 

（千円） 

物品販売事業 実績なし     0 

受託事業 実績なし     0 

 

◎特定非営利活動 

（１）社会参加活動・・・年間１１７回  主な取り組みは下記のとおりです。 

① キラリと輝く！特別支援学校アート展 8/5～14 バスターミナル、2400人 

② 特別支援学校と病院を結ぶ！県立医大病院アート展 8/19～24、1300人 

③ 奈良中央信用金庫アート展（第 7回） 10/28～11/15 

④ ムジークフェストなら 5/18～6/9 30会場で 69人の生徒、卒業生が受付スタッフ 

         《奈良公園にて高等養護学校ダンス部出演》 

⑤ ７月差別をなくす市町村民集会 25市町村で 44人の生徒が受付スタッフ 

⑥ わたぼうし音楽祭 8/4 奈良東、奈良西、明日香、高等養護学校、卒業生 15人 

⑦ 第 25回ならヒューマンフェスティバル 10/5 西和、高等養護学校、卒業生 11人 

⑧ きんてつ鉄道まつり 10/19～20、生徒卒業生 17人 

⑨ バンビシャス奈良 4回参加、生徒卒業生 27人 

⑩ 奈良中央信用金庫クリーンキャンペーン 11/３、高等養護学校卒業生 

⑪ 全国アビリンピックで堂々の銅賞！ 吉田弘明香芝市長表敬訪問 11/29 

安達芽衣選手（なんとチャレンジド株式会社） 種目：ワードプロセッサ 

⑫ 赤い羽根歳末たすけあい新作カレンダーチャリティバザー 12/10～21 

奈良東、西和、大淀、高等養護学校 28人 

⑬ 大淀町人権フェスティバル 12/7 大淀養護学校 3人が募金活動他 

⑭ 奈良県識字合同学習会 12/14、司会・受付：高等養護学校生徒 3人 

⑮ 香芝冬彩 12/14 高等養護学校、卒業生 7人 

⑯ 県教育委員会人権教育研修講座の表紙絵 3回掲載 7/30、8/1、5 

 奈良西、大淀養護学校生徒作品 

⑰ 県高等学校人権教育研究会の人権作文表紙絵 3/31 奈良西養護学校生徒作品 

（２）職場実習 ・・・ 年間２２回  主な取り組みは下記のとおりです 

① なんとチャレンジド（株）   高等養護学校 5人（事務） 

② 南奈良総合医療センター   高等養護学校 2人（看護補助） 

③ 奈良交通（株）・サンマルク 奈良西養護学校２人（パンづくり等） 

④ 奈良市和楽園        高等養護学校 6人（清掃） 

⑤ 万葉福祉会         高等養護学校 1人（清掃） 

（３）就労講習 ・・・ アビリンピック奈良大会、全国大会への講習 

  高等養護学校２年生ビルクリーニング講習会（5/21、6/18、25、9/24、10/8、11/13） 
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２０１９年度 活動計算書 

2019年 4月 1日～2020年 3月 31日                     

特定非営利活動法人ならチャレンジド 

【特定非営利活動】 

項  目 金  額 小  計 合  計 

Ⅰ．経常収益    

  １．正会員受取会費 191,000 191,000  

  ２．受取助成金等    

    奈良県共同募金会 500,000   

奈良中央信用金庫 300,000   

    アート展協賛金  360,000   

    アート展応援団 137,984   

    寄付金 405,610 1,703,594  

  ３．その他収入（受取利息） 16 16  

 経常収入計   1,894,610 

Ⅱ．経常費用    

  １．事業費    

    （１）人件費   0   

    （２）その他経費     

       印刷製本費 1,148,060   

       通信運搬費（発送費等） 281,982   

       業務委託費（発送作業費） 150,000   

       看板費（アート展） 88,560   

       謝金（ワークショップ） 90,000   

       賃借料（節分会） 4,000   

       保険料（ボランティア保険） 6,650   

       雑費（振り込み手数料等） 3,168 1,772,420  

  ２．管理費    

 （１）人件費 0   

    （２）その他の経費    

       家賃（水光熱費含む） 60,000   

       通信運搬費（電話） 49,382   

       会議費（理事会） 9,800 119,182  

 経常費用計     1,891,602 

       当期正味財産額増減額   3,008 

       前期繰越正味財産額   13,329 

       次期繰越正味財産額   16,337 

 

【その他の事業】・・・実施していません。 
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奈良県共同募金会（赤い羽根）助成金 
～チャレンジドニュース発行費～ 

 

収   入 支  出 

項  目 金 額 項  目 金 額 備  考 

奈良県共同募金会 500,000 印刷費 534,960 ニュース 3回 

ならチャレンジド 337,650 発送費 210,394  

  発送作業費 90,000 きららの木、ほどらいこ 

  支払い手数料 2,296  

合 計 837,650 合 計 837,650  

 ＊総額の 2分の 1を社会参加事業費（418,825円）、就労支援事業費（418,825円）とする。 

 

 

キラリと輝く！特別支援学校アート展 2019 

特別支援学校と病院を結ぶ！奈良県立医科大学附属病院アート展 
 

収   入 支  出 

項  目 金 額 項  目 金 額 備  考 

奈良中央信用金庫 300,000 印刷費 487,400 
チラシ、ポスタ 

ニュース 

企業団体協賛金 360,000 看板費 88,560  

個人寄付金 137,984 講師謝金 90,000 ワークショップ 

  発送費 71,588  

  発送作業費 60,000 
きららの木、ほどらいこ 

ワークラボ 

  支払い手数料  436  

合 計 797,984 合 計 797,984  

 ＊総額（797,984円）を社会参加事業費とする。 

  

＊上記と別途 

県立医科大学は医大アート展経費（チラシ、ポスタ印刷費、看板費、発送費、手話通訳費） 

329,860円を負担してくださいました。ありがとうございます。 
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２０１９年度 会計貸借対照表 
2020年 3月 31日 現在 

                    特定非営利活動法人ならチャレンジド 

 

項  目 金  額 小  計 合  計 

Ⅰ．資産の部    

  １．流動資産    

      現金預金                            

       現金、現金手許有高 33,985   

       郵便預金 1,182,050   

             南都銀行預金 1,250,301   

       近畿労働金庫預金 1   

           流動資産小計  2,466,337  

  ２．固定資産    

      固定資産小計  0  

資産合計   2,466,337 

Ⅱ．負債の部    

  １．流動負債    

      未払い費用 0   

        流動負債小計  0  

  ２．固定負債    

     役員借入金 2,450,000   

       負債小計  2,450,000  

負債合計   2,450,000 

Ⅲ．正味財産の部    

       前期繰越正味財産額 13,329   

       当期正味財産額 3,008   

        正味財産合計  16,337  

        負債および正味財産合計   2,466,337 

（計算書類の注記） 

  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。 

  消費税の会計処理は、税込み方式によっています。 

 

（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 

役員借入 2,300,000 150,000 0 2,450,000 
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２０１９年度 会計財産目録 
2020年 3月 31日 現在 

                    特定非営利活動法人ならチャレンジド 

 

項  目 金  額 小  計 合  計 

Ⅰ．資産の部    

  １．流動資産    

      現金預金                            

       現金、現金手許有高 33,985   

       郵便預金 1,182,050   

             南都銀行預金 1,250,301   

       近畿労働金庫預金 1   

           流動資産計  2,466,337  

  ２．固定資産    

       固定資産小計  0  

              資産合計   2,466,337 

Ⅱ．負債の部    

  １．流動負債    

      未払い費用 0   

        流動負債小計  0  

  ２．固定負債    

     役員借入金 2,450,000   

       負債小計  2,450,000  

負債合計   2,450,000 

Ⅲ．正味財産合計   16,337 

 

 

 

 

 

監 査 報 告 
 

  去る 2020年 5月 15日、2019年度会計帳簿および活動報告を監査したところ、 

  適正に執行および記載されていることを報告します。 

 

    2020年 6月 6日 

 

                      特定非営利活動法人ならチャレンジド                            

                               監事 市場 三喜 

                               監事 村上 弘美 
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【第２号議案】 

２０２０年度 事業方針（案） 
2020年 4月 1日～2021年 3月 31日 

 

～ＮＰＯ法人ならチャレンジド設立１０周年！～ 
 

◎新型コロナウィルス感染症をうけて 

 全世界的に新型コロナウィルスの感染が拡大し、すべてが中止となっています。 

「命」を最優先にした行動をとり、「命」「医療」「暮らし」「人のつながり」を見つめ直

す機会です。医療現場で奮闘される医療従事者へ敬意を表するとともに、多くを学びます。

新型コロナウィルスとは長期的な付き合いになる覚悟をもち、私たちの暮らし、行動パタ

ーンを変えていくことになります。 

ほぼ 1年間、活動ができないかもしれません。 

 

【基本方針】 

  障害のある子どもたちがアート、就労等あらゆる場面において、持てる才能を発揮し、

主役で活躍できることをめざします。この活動から“共感”の輪を拡げていきます。 

（１）生徒を主役とします。 

 「支援」という名の自己満足を排除します。 

（２）社会参加、職場実習先の開拓に特化します。 

 生徒たちの希望する社会参加、実習先を開拓します。 

（３）会員さんへ情報を提供します。  

 

【ならチャレンジドの役割】 

（１）特別支援学校生徒、卒業生の活躍する機会の創出 

 （２）学校と行政、企業、地域社会等の“橋渡し役” 

 （３）全体のコーディネート役 

     当法人は全体が前へ進められるようにコーディネートさせていただきます。 

 

１．社会参加事業 

（１）社会参加活動 

【中止事業】  

① キラリと輝く！特別支援学校アート展 2020  

  ・8/5～14  〈奈良公園バスターミナル〉 

② 特別支援学校と病院を結ぶ！奈良県立医科大学附属病院アート展  

  ・８/21～27  〈医大病院〉 

③ ムジークフェストなら 2020  ・5/16～６/7 〈県内各地〉 

④ 7月差別をなくす市町村民集会        〈県内各地〉 

⑤ わたぼうし音楽祭 ・8/2（日）〈県文化会館から変更、インターネット放送で開催〉 

 

【秋以降の取り組み予定】 ＊中止になる場合あり 

① バンビシャス奈良 試合受付係 10月～4月 
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② ならヒューマンフェスティバル（ゆるキャラ） 10/17（土） 〈五條市〉 

③ 奈良中央信用金庫アート展  ・10/26（月）～11/13（金） 

④ 大淀町人権フェスティバル  ・12/5（土） 〈大淀町文化会館〉 

⑤ 香芝冬彩  ・12月 

⑥ 大相撲「錣山部屋（しころやま）」ボランティア ・2月 〈大和ガス内〉 

⑦ 節分会（2月） 

 

（２）広報活動 

    ・チャレンジドニュースの発行 年３回（６月、１２月、２月） 

    ・ホームページで活動を紹介・・・年間を通じて随時 

 

２．就労支援事業 

   新型コロナウィルス感染症により、実施の見通しがたちません。 

（１）職場実習  

① なんとチャレンジド株式会社、奈良市和楽園、南奈良総合医療センター 

 この間の実績を踏まえ、重点的に取り組みます。 

② 生徒が希望する実習先を探します。 

 

（２）就労講習 

 アビリンピック奈良大会（6/27）は中止です。 

 高等養護学校 2年生授業のビルクリーニング講習は未定です 

  

３．生活相談事業 

 随時、実施します。 

 

◆事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動 

定款の事業名 事業内容 
実施 

日時 
実施場所 

従事者 

の人数 

受益対象者の 

範囲及び人数 

支出額 

（千円） 

社会参加事業 行事の受付係 通年 県内一円 5人 
特別支援学校 

生徒多数 
460 

就労支援事業 
職場実習 

就労講習 
通年 県内一円 ２人 

特別支援学校 

生徒多数 
460 

生活相談事業 生活相談 随時 
事務所 

就労先等 
2人 不特定多数 0 

 

（２）その他の事業 

定款の事業名 事業内容 
実施 

日時 
実施場所 

従事者 

の人数 

受益対象者の 

範囲及び人数 

支出額 

（千円） 

物品販売事業 予定なし     0 

受託事業 予定なし     0 
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２０２０年度 活動予算書（案） 
2020年 4月 1日～2021年 3月 31日                     

特定非営利活動法人ならチャレンジド 

【特定非営利活動】 

項  目 金  額 小  計 合  計 

Ⅰ．経常収益    

  １．正会員受取会費 200,000   

  ２．受取助成金等    

    奈良県共同募金会/広報誌発行 500,000   

    協賛金・寄付金 350,000   

 経常収入計   1,050,000 

    

Ⅱ．経常費用    

  １．事業費    

    （１）人件費 0   

    （２）その他経費     

       印刷製本費 600,000   

       通信運搬費（発送費等） 210,000   

       業務委託費（発送作業費） 90,000   

       ボランティア保険 10,000   

       雑費 10,000 920,000  

  ２．管理費    

    （１）人件費 0   

    （２）その他の経費    

       家賃（水光熱費含む） 60,000   

       通信運搬費（電話） 60,000   

       会議費 10,000 130,000  

 経常費用計     1,050,000 

       当期正味財産額増減額   0 

       前期繰越正味財産額   16,337 

       次期繰越正味財産額   16,337 

 

【その他の事業】・・・実施しません。 
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【第３号議案】 

定款変更について 

 

現定款を下記のとおり変更します。 

 

１．新旧対照表 

                      ＊変更箇所は下線部分 

 

２．定款変更の理由 

   役員は総会で選任し任期は 2年ですが、２年を過ぎた総会で選任できるように 

  するため、 第２項を追加します。 

      また、任期満了前の総会において役員を選任し、同日に就任できるようにする 

  ため、第３項を追加します。 

  ＊今後、役員の任期は総会から 2年後の総会までとなります。 

 

 

変更前の定款の条文 変更後の定款の条文 

 

（任期等） 

第 16条 役員の任期は、２年とする。ただし、 

 再任を妨げない。 

 ２ 補欠のため、又は増員によって就任した 

  役員の任期は、それぞれの前任者又は現任  

  者の任期の残存期間とする。 

 ３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、 

  後任者が就任するまでは、その職務を行わ 

  なければならない。 

 

 

（任期等） 

第 16条 役員の任期は、２年とする。ただし、 

 再任を妨げない。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が 

  選任されていない場合には、任期の末日後 

  最初の総会が終結するまでその任期を伸長 

  する。 

 ３ 第 1項の規定にかかわらず、任期満了前 

  に、就任後 2事業年度が終了した後の総会 

  において後任の役員が選任された場合には 

  、当該総会が終結するまでを任期とする。 

 ４ 補欠のため、又は増員によって就任した 

  役員の任期は、それぞれの前任者又は現任 

  者の任期の残存期間とする。 

 ５ 役員は、辞任又は任期満了後においても、 

  後任者が就任するまでは、その職務を行わ 

  なければならない。 

 


