
 

初 年 度 事 業 計 画 書 

成立の日から平成３０年３月３１日まで 

特定非営利活動法人ＭＳＩＳＫ 

 

 

Ⅰ 事業の実施方針 

設立初年度にあたり、法人としての組織基盤を確立するため、法人の活動内容について積極的な広報

活動を行い、会員の拡大を目指す。 

事業内容については、「地域における環境美化活動の企画・運営及び支援に関する事業」「環境教育

に関する調査研究及び実践普及事業」を重点的に実施し、法人化後開始する事業を安定的に運営する

ためにその分野の専門家などに助言を依頼するとともに協力を要請する。 

「自然環境の保全及び回復に関する調査研究と実践普及事業」「動物愛護と適正飼育に関する市民の

資質向上のための事業」は初年度の実施はしない。 

 

Ⅱ 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) 地域における環境美化活動の企画・運営及び支援に関する事業 

  【内  容】 交流を深めながらのごみ拾い・美化啓発など 

  【実施場所】 大阪・JR天王寺駅周辺と東住吉区、神戸・三ノ宮駅・中央区役所前交差点周辺 

  【実施日時】 (大阪)毎月第２水曜日・第４日曜日 (神戸) 毎月第３金曜日（OICP）１０月ごろ

に１回 

  【事業の対象者】 一般市民 

【収  入】 ２３０００円（受取寄附金＠７５０円×３回×８か月＋受取寄附金＠５０００

円×１回） 

【支  出】 ６０００円（備品購入費６０００円） 

 

  (2) 各種団体・家庭のごみ減量化とリサイクル推進事業 

【内  容】 ペットボトルキャップ・アルミ缶の回収・売却・他リサイクル団体への寄付など 

【実施場所】 主たる事務所 

  【実施日時】 通年 

  【事業の対象者】 一般市民・リサイクル関連団体 

  【収  入】２４０００円（アルミ缶売却益＠３０００円×１回×８か月） 

  【支  出】    ０円 

 

(3) 地域活性化を目的としたフリーマーケットの企画・運営・出店事業 

【内  容】 フリーマーケットへの出店 

【実施場所】 JR南田辺駅前など 

  【実施日時】 南田辺にんやか祭り実施日 

  【事業の対象者】 一般市民 

  【収  入】 ２００００円（フリーマーケット売却益＠５０００円×４回） 

  【支  出】  ５０００円（出店料４０００円、備品購入費１０００円） 

 

(4) 環境教育に関する調査研究及び実践普及事業 



 

【内  容】 自然観察会と自然を活かしたワークショップなどの開催企画・実施など 

【実施場所】 大阪近郊 

  【実施日時】 隔月に１回 

  【事業の対象者】 参加希望者 

  【収  入】 ４００００円（参加費＠５００円×２０人×４か月） 

  【支  出】 １３０００円（旅費交通費＠５００円×５人×４か月、備品購入費３０００

円） 

 

(5) 自然環境の保全及び回復に関する調査研究と実践普及事業 

【内  容】 当該年度は実施予定なし。 

【実施場所】  

  【実施日時】  

  【事業の対象者】  

  【収  入】       

  【支  出】       

 

(6) 子ども、高齢者に農業を通じて生命に対する理解及び社会参加を促進する事業 

【内  容】 野菜などを育て、自ら食べることにより命の大切さを理解してもらい参加者同士

の交流を深めて社会参加を進めるミニ福祉農園の企画・運営 

【実施場所】 主たる事務所 

  【実施日時】 通年 

  【事業の対象者】 希望する子ども、引きこもりがちな高齢者など 

  【収  入】 ６０００円（参加会費＠５００円×１０人、受取寄附金＠１０００円） 

  【支  出】 ５０００円（備品購入費５０００円） 

 

(7) 動物愛護と適正飼育に関する市民の資質向上のための事業 

【内  容】 当該年度は実施予定なし。 

【実施場所】  

  【実施日時】 

  【事業の対象者】  

  【収  入】   

  【支  出】   

 

(8) 移住定住に関する情報収集及び発信、相談事業 

【内  容】 北海道、沖縄県などの移住情報を集めインターネット等で発信、相談窓口の運営 

【実施場所】 主たる事務所 

  【実施日時】 (配信)通年 (相談窓口)隔週１回 

  【事業の対象者】 地方への移住希望者 

  【収  入】     ０円 

  【支  出】     ０円 

 

(9) 芸術・文化及びそれに関連する情報収集及び発信とイベント企画・運営事業 

【内  容】 graffiti(グラフィティー)アートの展示会とライター交流会の企画・実施 

【実施場所】 主たる事務所 



 

  【実施日時】 隔月に１回 

  【事業の対象者】 創作活動に興味のある一般市民、グラフィティーライター 

  【収  入】  ４０００円（受取寄附金＠１０００円×４か月） 

  【支  出】  ４０００円（備品購入費４０００円） 

 

(10) 災害に関する各種情報収集及び発信、人材の調達など後方支援事業 

【内  容】 大阪府内で大規模な地震等の災害が発生した場合にネット等を通じて情報収集と

発信を行い、状況に応じて寄付の呼びかけや人材の調達などを行う。 

【実施場所】 主たる事務所など 

  【実施日時】 大規模災害発生時 

  【事業の対象者】 被災者 

  【収  入】     ０円 

  【支  出】     ０円 

 

(11) 活動目的を達成するための会報の発行、ホームページの開設・運営ならびに関連出版物に

よる普及啓発事業 

【内  容】 公式ホームページの企画・運営、会報の発行など 

【実施場所】 主たる事務所など 

  【実施日時】 (ホームページ)通年 (会報)隔月１回 

  【事業の対象者】 一般市民 

  【収  入】     ０円 

  【支  出】  １８５００円（通信運搬費＠７５００円、印刷費＠１１０００円） 

 



 

翌 年 度 事 業 計 画 書 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

特定非営利活動法人ＭＳＩＳＫ 

 

 

Ⅰ 事業の実施方針 

前年度に引き続き、法人としての組織基盤を確立するため、法人の活動内容について積極的な広報活

動を行い、活動の周知、拡大を目指し、更なる寄付金の拠出を目指す。 

事業内容については、当年度から実施の「自然環境の保全及び回復に関する調査研究と実践普及事

業」「動物愛護と適正飼育に関する市民の資質向上のための事業」を重点的に行い、前年度から実施

している事業のレベルまで追いつくことを目指す。 

 

Ⅱ 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) 地域における環境美化活動の企画・運営及び支援に関する事業 

  【内  容】 交流を深めながらのごみ拾い・美化啓発など 

  【実施場所】 大阪・JR 天王寺駅周辺と東住吉区、神戸・三ノ宮駅・中央区役所前交差点周辺 

京都・JR京都駅周辺 

  【実施日時】 (大阪)毎月第２水曜日・第４日曜日 (神戸) 毎月第３金曜日（OICP）１０月ごろ

に１回（京都）毎月1回 

  【事業の対象者】 一般市民 

【収  入】 ４６０００円（受取寄附金＠７５０円×４回×１２か月＋受取寄附金＠１００

００円×１回） 

【支  出】 ３４０００円（旅費交通費「京都」１０００円×２人×１２か月＋備品購入費

１００００円） 

 

  (2) 各種団体・家庭のごみ減量化とリサイクル推進事業 

【内  容】 ペットボトルキャップ・アルミ缶の回収・売却・他リサイクル団体への寄付など 

【実施場所】 主たる事務所 

  【実施日時】 通年 

  【事業の対象者】 一般市民・リサイクル関連団体 

  【収  入】３６０００円（アルミ缶売却益＠３０００円×１回×１２か月） 

  【支  出】    ０円 

 

(3) 地域活性化を目的としたフリーマーケットの企画・運営・出店事業 

【内  容】 テーマを決めたフリーマーケットの主催及び出店 

【実施場所】 東住吉区内など 

  【実施日時】 年４回 

  【事業の対象者】 一般市民 

  【収  入】 ８００００円（出店料＠１０００円×１５店舗×４回＋フリーマーケット売却

益＠５０００円×４回） 

  【支  出】  ５５０００円（賃借料１００００円×４回、備品購入費１５０００円） 

 



 

(4) 環境教育に関する調査研究及び実践普及事業 

【内  容】 自然観察会と自然を活かしたワークショップなどの開催企画・実施など 

【実施場所】 大阪近郊 

  【実施日時】 月１回 

  【事業の対象者】 参加希望者 

  【収  入】 １２００００円（参加費＠５００円×２０人×１２か月） 

  【支  出】 ５００００円（旅費交通費＠５００円×５人×１２か月、備品購入費２０００

０円） 

 

(5) 自然環境の保全及び回復に関する調査研究と実践普及事業 

【内  容】 大和川の生態調査及び研究報告会の開催 

【実施場所】 主たる事務所と大和川（大阪市内流域） 

  【実施日時】 年２回（夏・冬） 

  【事業の対象者】 大和川流域の住民 

  【収  入】     ０円 

  【支  出】  １００００円（備品購入費＠５０００円×２回） 

 

(6) 子ども、高齢者に農業を通じて生命に対する理解及び社会参加を促進する事業 

【内  容】 野菜などを育て、自ら食べることにより命の大切さを理解してもらい参加者同士

の交流を深めて社会参加を進める福祉農園の企画・運営 

【実施場所】 大阪市内 

  【実施日時】 通年 

  【事業の対象者】 希望する子ども、引きこもりがちな高齢者など 

  【収  入】 ２２０００円（参加会費＠１０００円×２０人、受取寄附金＠２０００円） 

  【支  出】 ５００００円（備品購入費５００００円） 

 

(7) 動物愛護と適正飼育に関する市民の資質向上のための事業 

【内  容】 適正飼育イベントの企画・実施、犬猫の殺処分の実情調査及び公表 

【実施場所】 主たる事務所など 

  【実施日時】 (適正飼育イベント)３か月に１回 (実情調査)通年 

  【事業の対象者】 動物を飼育している又は飼育予定の一般市民 

  【収  入】  ４０００円（受取寄附金＠１０００円×４回） 

  【支  出】  ２０００円（備品購入費２０００円） 

 

(8) 移住定住に関する情報収集及び発信、相談事業 

【内  容】 北海道、沖縄県などの移住情報を集めインターネット等で発信、相談窓口の運営 

【実施場所】 主たる事務所 

  【実施日時】 (配信)通年 (相談窓口)隔週１回 

  【事業の対象者】 地方への移住希望者 

  【収  入】     ０円 

  【支  出】     ０円 

 

(9) 芸術・文化及びそれに関連する情報収集及び発信とイベント企画・運営事業 

【内  容】 graffiti(グラフィティー)アートの展示会とライター交流会の企画・実施 



 

【実施場所】 主たる事務所 

  【実施日時】 隔月に１回 

  【事業の対象者】 創作活動に興味のある一般市民、グラフィティーライター 

  【収  入】  ６０００円（受取寄附金＠１０００円×６か月） 

  【支  出】  ５０００円（備品購入費５０００円） 

 

(10) 災害に関する各種情報収集及び発信、人材の調達など後方支援事業 

【内  容】 大阪府内で大規模な地震等の災害が発生した場合にネット等を通じて情報収集と

発信し、状況に応じて寄付の呼びかけや人材の調達などを行う。 

【実施場所】 主たる事務所など 

  【実施日時】 大規模災害発生時 

  【事業の対象者】 被災者 

  【収  入】     ０円 

  【支  出】     ０円 

 

(11) 活動目的を達成するための会報の発行、ホームページの開設・運営ならびに関連出版物に

よる普及啓発事業 

【内  容】 公式ホームページの企画・運営、会報の発行など 

【実施場所】 主たる事務所など 

  【実施日時】 (ホームページ)通年 (会報)隔月１回 

  【事業の対象者】 一般市民 

  【収  入】     ０円 

  【支  出】 ４７０００円（通信運搬費＠１８０００円、印刷費＠２９０００円） 

 


