
2020年度事業報告書  
 
 

特定非営利活動法人トイボックス 

 

 

Ⅰ 事業期間 
 
 2020年4月1日～2021年3月31日 

 
Ⅱ 事業の成果 
 
【事業方針による成果】 
 
本団体の活動の中心テーマである「こどもとちいき」をより効果的に追求するため、事業部単位での事業推進
体制の整備をより進めました。特に自治体や地域との連携の中心となるエリアマネージャー、プロジェクトマ
ネージャーについては、研修・登用・異動により体制を強化しました。代表理事が２名から１名になったた
め、地域によっては自治体との連携体制の継続に懸念が持たれましたが、年度初めからの自治体・地域の活動
団体等との対話の強化により、特段の悪影響もなく、逆に本団体の多様な活動について知ってもらう良い機会
とすることができました。 
プロジェクトマネージャーの体制強化により、南相馬事業部では既存事業の整理と2021年度からの新規事業
の立ち上げに向けての準備が進み、門真事業部では新規の指定管理事業の獲得をすることができました。 
 
 
【新型コロナウィルス感染症による事業への影響】 
 
 
１）教育や子育て関連の事業においては、学校の休校や緊急事態宣言等の発令にあわせ、オンライン学習を

取り入れるなどの工夫をしながら事業を実施しました。こどものいる現場では感染予防を徹底するとと
もに、宿題カフェなどの一部の事業では、緊急事態宣言中は事業を中止しました。 

２）指定管理者の事業においては、自治体の方針でホールや文化施設が休館となることがありました。イベ
ントも多くが中止になり、そのため、貸館利用料収入や事業収入などが大幅に減少しました。 

３）飲食事業においては、新型コロナウィルス感染症の影響が最も大きく、大幅な減収となりました。 
４）４月より新規に開始したす農福連携の就労継続支援B型作業所では、利用者の募集に影響があり、当初

の事業計画より事業の立ち上げが遅くなりました。また、箕面のこどもの居場所づくりでは、３階建て
の施設の建設予定が大幅に遅れています。 

 
 
 【事業の種類】 
 

 こども達・若者達が一人ひとりの特性を活かして活躍できる社会の実現を目指した事業。 
 １）多様な特性を持つこどもや若者等への直接的支援に関する事業を実施します。 

 （定款第５条(1),(2),(3),(6),(7),(10),(11)に規定する事業） 
 
２）社会的課題の解決や地域の活性化に取組む人たちの支援につながる、活動の機会や場づくりに関する

   事業。 
 （定款第５条(3),(4),(5),(7),(8),(9),(10),(11),(12)に規定する事業） 

 
 
Ⅲ 事業の実施状況 
 
 1 特定非営利活動に係る事業 
 
 （1） （事業名） 本部事業部（企画開発部および就労支援部） 
  （内 容） 地域ごとの事業部の活動を支援するとともに、市民活動のプラットフォームとなる 
     「場所づくり」の提案と実現、中学校学区などのコミュニティ単位での活動の支援、人



     材活用の事業、障がい者就労支援に関わる事業などを実施しました。 
 
①人口減少に直面する都市部のコミュニティ再生事業（池田市 他） 
②コミュニティカフェ併設型の子育て支援スペースの展開（大阪市浪速区 他） 
③こども達への学習支援事業「宿題カフェ」の実施 
④親水空間を中心としたコミュニティ活性化事業（大阪市西区トコトコダンダン） 
 

（実施場所） 大阪府 
（実施日時） 通年 
（事業の対象者）各地域の近隣コミュニティの市民 エリア合計 約30万人 
（収 入）  7,813千円 
       (内訳 会費 54 寄付金1,530 助成金500 受託事業 1,800 事業3,045 他 884） 
（支 出） 29,932千円(内訳 人件費 9,646その他経費 20,285)  

 
 
 （2） （事業名） 南相馬事業部 

（内 容） １．被災地のこども達への支援活動。発達障がいや災害・原発事故を要因とする心理的
課題、コミュニケーション力に課題を抱えるこども達に対し居場所の提供等の事業を実
施しました。 

 
 ①こどもたちの居場所づくりおよび相談活動 
 ②南相馬市内の放課後児童クラブの運営支援 
 ③支援員の育成活動 
 ④継続的な支援の仕組みの構築のための活動 
 ⑤放課後児童クラブの運営 
 ⑥調査研究および研修会の実施 
 
 ２．被災地の子育て環境の向上を図るために「小規模保育所原町にこにこ保育園」の運

営を通じ、以下の事業を行いました。 
 
 ①小規模保育所（原町にこにこ保育園）の運営 
 ②乳幼児の支援、乳幼児の家族の支援 
 ③保育士の養成 
 

（実施場所） 福島県南相馬市 
（実施日時） 毎週月～土 
（事業の対象者）小中学生とその家族、乳幼児とその家族。南相馬市民約55,000人。 
（収 入） 76,932千円 

     (内訳 寄付金 34 助成金 13,590 受託事業 12,782 事業 49,132 その他1,394) 
（支 出） 62,656千円(内訳 人件費 39,091その他経費 23,564) 

 
 
 （3） （事業名） 池田事業部 

（内 容） 不登校や発達障がいのあるこども達の自立をサポートし、多様な学びの場を提供しま
す。また池田市と連携し、「教育のまち池田」ブランドを構築することで地域の活性化を
図りました。新たに農福連携型就労継続支援B型作業所を開設し、農業・園芸・管理の
事業を行うとともに、市の総合計画策定や細河地域の再開発プロジェクトなどのまちづ
くり事業に取り組みました。 

 
 ①フリースクール運営および技能連携校（ハイスクール）運営事業 
 ②教育相談事業 
 ③児童発達支援事業および放課後等デイサービス事業 
 ④フリースクールと自治体の連携に関する研究業 
 ⑤農福連携型就労継続支援B型事業 
       ⑥まちづくり事業 
  

  （実施場所）池田市、周辺地域 
  （実施日時）スクール・居場所事業（毎週水～土）まちづくり事業・就労支援事業（月～金） 
  （事業の対象者）小中学生、15歳～39歳の課題を抱える青少年、地域住民 
  （収 入） 52,064千円(内訳 寄付金330  助成金4,540  受託事業 24,038 事業 22,403その他 753) 
    （支 出） 69,653千円(内訳 人件費 49,740その他経費 19,913) 
 
 



（4) （事業名） 箕面事業部 
 
(内 容） こども達の貧困の連鎖を防止するための放課後の居場所となる施設を運営。箕面市、日

本財団と連携し、夜９時までの学童保育を実施し、生活支援、学習支援を実施。今年度
は箕面市で２番目となる拠点の立ち上げ準備（施設の建設）も実施。 

 
 ①放課後の居場所となる施設の運営 
 ②学習支援、SSTの提供 
 ③食事の提供事業 
 ④家庭に対する相談支援事業 
 ⑤第２拠点施設の開設準備事業 

 
    （実施場所）箕面市 
    （実施日時）毎週月～金 
    （事業の対象者）箕面市の小学校低学年で相対的貧困状態にあるこども20人およびその家族 
    （収 入） 39,715千円(内訳 助成金 31,250事業 8,465) 
    （支 出） 40,852千円(内訳 人件費 21,513その他の経費 19,339) 
 
 
   (5) （事業名） 門真事業部 

 （内 容） 指定管理者として管理運営する「ルミエールホール」「中塚荘」の２施設を拠点に、市民
の文化活動の支援と独自の活動を通じ、市民文化の担い手づくりや将来の担い手となる
こども達の育成支援を行い、文化振興と地域の活性化につなげました。新型コロナウィ
ルス感染症の影響で、休館や時短営業を実施したため、利用者数、イベント数、収入と
もに大幅に減少しました。 

 
 ①公共施設の管理運営（指定管理者） 
 ②人材育成やまちの活性化を目的としたイベントの開催 
 ③こども達への学習支援事業「宿題カフェ」の実施 
 ④市民活動の支援 
 ⑤市内小学校と連携した文化振興、アウトリーチ事業 
 ⑥カルチャースクールの運営 
 ⑦アーティストの活動支援 
 ⑧自治体主催の文化事業の企画運営 
 ⑨地域の事業所、経済団体と連携してのまちづくりの事業 
 ⑩市民協働のプラットフォーム開発事業 
 ⑪障がい者の就労の場づくりや障がい者の創作活動の発表の場づくりの活動 
 ⑫その他自治体と連携してのキャンペーン、社会啓発活動 
 ⑬飲食サービス事業「TSUMIKI COFFEE」 

 
  （実施場所）門真市 
  （実施日時）火曜日、年末年始以外の毎日 
  （事業の対象者）両施設の利用者年間のべ約300,000人、門真市民約130,000人 
  （収 入） 278,693千円(内訳 受託事業 137,946 事業 139,998 その他 749) 
  （支 出） 247,557千円(内訳 人件費 83,823その他経費 163,734) 
 
 
 （６）（事業名） 東大阪事業部 

（内 容） 指定管理者として管理運営する「市民多目的センター」を拠点に、市民の 
   生涯学習の支援とこども達の学習の機会づくりの活動を実施。 
 
   ①公共施設の管理運営（指定管理者） 
   ②市民活動の支援 
   ③小中学生を対象とした学習サポート事業「宿題カフェ」の実施 
   ④地域の事業所、経済団体と連携してのまちづくりの事業 
   ⑤市民協働のプラットフォーム開発事業 
 

 
    （実施場所）東大阪市 
    （実施日時）毎週木曜日と年末年始を除く毎日 
    （事業の対象者）施設利用者および東大阪市西部地域の市民約50,000人 
    （収 入） 31,167千円(内訳 受託事業 31,029 事業  138） 
    （支 出） 24,857千円(内訳 人件費 17,680その他の経費 7,176) 



 
 
Ⅳ 総会の開催状況 

 2020年度（定例）総会 

    （日 時） 2020年7月20日（月）10:30～12:00 

    （場 所） 門真市民文化会館3階会議室１ 

    （出席者数）17名 正会員総数18名 

    （内 容） 主な議案 

１. 2019年度決算報告・2020年度事業計画 

２. 組織体制の変更について 

３. 事業運営方針・予算 

審議の結果、満場一致で可決承認された 

 
 
Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 
 

 2020年度（定例）理事会 

    （日 時）  2020年7月1日（水）17:30～19:00  

    （場 所） オンライン Zoom（ミーティング ID: 589 983 2627）  

    （出席者数）5名(うち委任状１名)  

    （内 容） 主な議案 

１. 2019年度事業・決算報告 

２. 新型コロナウィルス感染症の影響と対応について 

３. 2020年度事業計画・予算 

審議の結果、満場一致で可決承認された 

 

 2020年度（定例）理事会 

    （日 時） 2020年12月17日（水）17:00～18:30  

    （場 所） オンライン Zoom（ミーティング ID: 589 983 2627）  

    （出席者数）5名(うち委任状１名)   

    （内 容） 主な議案 

１. 事業報告 

２. 諸規定制定・改定（コンプライアンス規定等） 

３. 監事の変更について 

４. 次年度計画・予算 

審議の結果、満場一致で可決承認された 

 


