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特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち 

 
 
 １ 事業の成果 
 
 前年度から継続して、（１）「芸術家と小学生プロジェクト」（略称エイジアス・ASIAS=Artist’s Studio 
In A School）と、（２）「ぞうしがや こどもステーション」等（地域親子向けプログラム）、（３）「パフォ
ーマンスキッズ・トーキョー」の3つの事業を実施した。 
（１）では、対象を公立小中学校（特別支援学級を含む）、公立特別支援学校、公立幼稚園、公私立保育
園、児童養護施設等で実施、その受益対象者（小中学生、園児等）は当年度約2260人に達した。実施校・園
等は豊島区立小学校・保育園のほか都内を中心に78か所。芸術家は、音楽、美術、ダンス、演劇など各分野
のプロ（計41人/組）に参加協力を依頼し、個性的で実り多い授業・ワークショップが実現した。 
（２）では、豊島区の千登世橋教育文化センター内にある「ぞうしがや こどもステーション」及び豊島区
区民ひろばで、ダンス、演劇、音楽、絵本など各分野のプロのアーティスト（計12人/組）に協力を依頼
し、土日休日などに親子・家族向けにワークショップや演劇公演等を実施。親子、家族、参加者同士がアー
トを通じて触れ合う場を創出した。豊島区内「区民ひろば」10か所への出張ワークショップも開催した。 
（３）では、都内、12校の公立小中学校・特別支援学校、5つの文化施設、2校の島しょ部小学校、及び、3
つの児童養護施設等で、ダンス・演劇・音楽分野のアーティスト（計20人/組）に協力を依頼しワークショ
ップを実施し、子どもたちが主役のオリジナルの舞台作品を創作、発表した。都内の幼児～高校3年生約680
人が参加し、一般観客約3570名が鑑賞。舞台創作へ向かう一連の活動の中で、子どもたちの身体によるプレ
ゼンテーション能力、自主性や創造性、コミュニケーション能力の向上がみられた。 
 
 
 ２ 事業の実施に関する事項 
 （１）特定非営利活動に係る事業 
 
  （１）特定非営利活動に係る事業 

 

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 

事業費の 

金額 
（千円） 

 

 
芸術家と小学生 

プロジェクト 

（ASIAS） 

小学校等における 

芸術家による授業 

実施他 

4～3月まで 

断続的に 

のべ191日間 

池袋小学校 

ほか 

計78校・園 

延べ 

約 

300人 

小中学生、 

保育園児等 

約2260人 

 

56,917 

ぞうしがや  こ
どもステーショ
ン等 

（地域親子向け 

プログラム） 

 芸術家による、 

親子のための 

ワークショップ他 

 5～2月まで 

断続的に 

のべ38日間 

豊島区 

ぞうしがや 
こどもステー
ションほか 

延べ 

約 

150人 

乳幼児～ 

小学生、 

親、家族他 

約1260人 

 
パフォーマンス 
キッズ・トー 
キョー 

 
芸術家と子どもに 
よるワークショップ 
を通じた舞台作品 
等の創作、発表 

 
5～2月まで 
断続的に 
のべ181日間 

 
昌平小学校
ほか 
計 
22校・施設 

 
延べ 
約 
300人 

 
小中学生、 
一般等 
約4250人 

 
 



特定非営利活動法人　芸術家と子どもたち
（単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  経常収益
   1. 受取寄附金
      受取寄附金 840,060 840,060
   2. 受取助成金等
      受取助成金 3,506,000
      受取負担金 44,030,996 47,536,996
   3. 事業収益
      事業収益 20,930,366 20,930,366
   4. その他収益
      受取利息 114
      雑収益 533,584 533,698
    経常収益計 69,841,120

Ⅱ  経常費用
   1. 事業費
    (1) 人件費
        給料手当 17,892,000
        臨時雇賃金 4,160
        法定福利費 2,723,660
        通勤費 1,054,209
        人件費計 21,674,029
    (2) その他経費
        諸謝金 19,102,700
        印刷製本費 1,613,480
        会議費 477,916
        旅費交通費 1,904,546
        通信費 286,545
        消耗品費 454,431
        音楽費 104,900
        賃借料 47,432
        運搬費 913,704
        保険料 120,600
        租税公課 16,600
        研修費 12,000
        宣伝費 1,613,508
        支払手数料 169,584
        記録費 256,689
        舞台費 481,768
        舞台制作運営費 153,890
        文芸費 7,512,364
        その他経費計 35,242,657
      事業費計 56,916,686
   2. 管理費
    (1) 人件費
        役員報酬 5,400,000
        給料手当 3,330,000
        法定福利費 1,400,598
        退職給付費用 450,000
        通勤費 381,114
        福利厚生費 20,700
        人件費計 10,982,412
    (2) その他経費
        印刷製本費 258,695
        会議費 25,441
        旅費交通費 210,544
        通信運搬費 413,648
        消耗品費 401,761
        業務委託費 19,440
        諸謝金 814,680
        図書新聞費 46,083

活動計算書

平成 31年  4月  1日 から令和  2年  3月 31日 まで

金　　　　額



        保険料 76,800
        諸会費 20,000
        租税公課 923,050
        支払手数料 19,846
        支払利息 29,860
        研修費 6,000
        賃借料 25,740
        雑費 1,029
        その他経費計 3,292,617
      管理費計 14,275,029
    経常費用計 71,191,715
      当期経常増減額 △ 1,350,595

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 △ 1,350,595
      法人税、住民税及び事業税 70,017
      当期正味財産増減額 △ 1,420,612
      前期繰越正味財産額 11,570,057

      次期繰越正味財産額 10,149,445



法人名：

　 　 年 3 月 31 　 　 　

1.

2.

1.

2.

特定非営利活動法人　芸術家と子どもたち

財産目録
　 令和2 日現在 　

流動資産
現金預金 (10,239,997)

(単位：円)

科　　目　 金　　額

Ⅰ 資産の部

豊島区教育指導課 1,650,000
東京海上日動火災保険株式会社 3,000

みずほ銀行渋谷中央支店 10,227,951

未収金 (3,519,240)
豊島区文化デザイン課 1,866,240

流動資産合計 14,073,975
固定資産

前払金 (314,738)
従業員　通勤費 288,600
サイボウズ株式会社 10,890

（3）投資その他の資産
(12,320)

固定資産合計 12,320

（1）有形固定資産 0
（2）無形固定資産 0

未払金 (507,187)

資産合計 14,086,295
Ⅱ 負債の部

日本年金機構年金事務所 293,135
株式会社スティール 87,954
ヤマト運輸 株式会社 62,622

流動負債

未払消費税等 (606,300)
未払法人税等 (70,000)
前受金 (2,241,922)

アスクル 株式会社 35,770
NTTファイナンス株式会社 9,075
その他 18,631

報酬　源泉所得税 314,595
住民税 138,200
給与・賞与　源泉所得税 35,755

公益財団法人東京都福祉保健財団 900,000

預り金 (511,441)
文化庁
豊島区文化デザイン課

1,036,262

145,418
160,242

固定負債合計 0

流動負債合計 3,936,850

厚生年金
介護保険

10,065
1,969

健康保険 10,857

ゆうちょ銀行 12,046

日本GE株式会社
さくらインターネット株式会社

9,680
5,568

   ウイルスバスター使用料 12,320

AC東京　東京都歴史文化財団

負債合計 3,936,850
正味財産 10,149,445

固定負債

　　長期前払費用



特定非営利活動法人　芸術家と子どもたち
（単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  資産の部
   1. 流動資産
      現金預金 10,239,997
      未収金 3,519,240
      前払金 314,738
      流動資産合計 14,073,975
   2. 固定資産
    (1) 有形固定資産
        有形固定資産計 0
    (2) 無形固定資産
        無形固定資産計 0
    (3) 投資その他の資産
        長期前払費用 12,320
        投資その他の資産計 12,320
      固定資産合計 12,320

    資産合計 14,086,295

Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
      未払金 507,187
      未払消費税等 606,300
      未払法人税等 70,000
      前受金 2,241,922
      預り金 511,441
      流動負債合計 3,936,850
   2. 固定負債
      固定負債合計 0
    負債合計 3,936,850

Ⅲ  正味財産の部
      前期繰越正味財産 11,570,057
      当期正味財産増減額 △ 1,420,612
    正味財産合計 10,149,445

    負債及び正味財産合計 14,086,295

貸借対照表

令和  2年  3月 31日 現在

金　　　　額


