
初 年 度 事 業 報 告 書（ 平 成 ２ ９ 年 度 ） 

特定非営利活動法人ＭＳＩＳＫ 

Ⅰ 事業期間 

平成２９年７月３１日から平成３０年３月３１日まで 

 

Ⅱ 事業の成果 

初年度は、運営スタッフが少なく予定していたほどの事業を行うことが出来なかった。 

任意団体当時から行われている「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」に関しては、

ある程度参加者が集まり、安定的な活動が出来つつある。 

来年度の目標は、運営スタッフを上手く集めて主たる事務所周辺地域の基盤を確立して行きたい。 

 

Ⅲ 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) 【事業名】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 OICP・大阪市住吉区浅香 大和川河川敷 

  【実施日時】 (大阪)毎月第２水曜日・第４日曜日（OICP）平成29年11月4日 

【実施回数】 （大阪）13回※雨天等中止3回除く（OICP）1回 合計14回 

【延べ人数】 （大阪）一般参加239名・運営スタッフ49名（OICP）一般参加55名・運営スタッフ8名 

合計351名 

  【事業の対象者】 一般市民 

【収  益】 １８９８３円（受取寄附金） 

【費  用】 ７８５１円（旅費交通費、備品購入費） 

 

(2) 【事業名】 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 

【実施回数】東住吉区社会福祉協議会へ1回寄付(約3万個) 

【延べ人数】運搬スタッフ5名 

  【事業の対象者】 一般市民・リサイクル関連団体 

  【収  益】    ０円 

  【費  用】    ０円 

 

(3) 【事業名】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】 東住吉区ボランティア・市民活動センター さわやか祭りへの出店 

【実施場所】 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目10番18号 さわやかセンター3階 



  【実施日時】 11月5日 

【実施回数】 1回 

【延べ人数】 来客約5名 運営スタッフ3名 

  【事業の対象者】 一般市民 

  【収  益】 ９００円（バザー売上金） 

  【費  用】  ０円 

 

(4) 【事業名】環境教育に関する調査研究及び実践普及事業 

【内  容】 自然の中のフィールドアスレチックで運動するイベント、出張流木アートワークショップ 

【実施場所】 大阪府高槻市成合北の町 242 番地 高槻フィールドアスレチック、大阪府大阪市平野区喜連

西6丁目2番33号 クレオ大阪南 

  【実施日時】 12月17日、1月14日 

【実施回数】 2回 

【延べ人数】(アスレチック)一般1名 運営スタッフ4名(流木アート)講師1名 参加者10名 

  【事業の対象者】 参加者 

  【収  益】    ０円 

  【費  用】 １０８０円（備品購入費） 

 

(5) 【事業名】 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】 今年度は実施せず。 

【実施場所】  

  【実施日時】  

【実施回数】 

【延べ人数】 

  【事業の対象者】  

  【収  益】       

  【費  用】       

 

(6) 【事業名】 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】 今年度は実施せず。 

【実施場所】  

  【実施日時】  

【実施回数】 

【延べ人数】 

  【事業の対象者】 

  【収  益】 

  【費  用】  

 



(7) 【事業名】 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】 今年度は実施せず。 

【実施場所】  

  【実施日時】 

【実施回数】 

【延べ人数】 

  【事業の対象者】  

  【収  益】   

  【費  用】   

 

(8) 【事業名】移住定住に関する情報収集及び発信、相談事業 

【内  容】 今年度は実施せず。 

【実施場所】  

  【実施日時】  

【実施回数】 

【延べ人数】 

  【事業の対象者】  

  【収  益】      

  【費  用】     

 

(9) 【事業名】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】 今年度は実施せず。 

【実施場所】  

  【実施日時】  

【実施回数】 

【延べ人数】 

  【事業の対象者】  

  【収  益】   

  【費  用】   

 

(10)【事業名】 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】 平成29年台風第21号の影響で大和川が増水した際の避難所運営サポート 

【実施場所】 大阪府大阪市東住吉区矢田3丁目4番27号 やたなか小中一貫校 避難所 

  【実施日時】 10月23日 

【実施回数】 1回 

【延べ人数】 当法人より1名 

  【事業の対象者】 避難所に自主避難していた住民 

  【収  益】     ０円 



  【費  用】     ０円 

 

(11)【事業名】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)発行せず (チラシ)1000部発行 

【実施回数】 チラシ発行 1回 

【延べ人数】(ホームページ)訪問者 4132名 管理スタッフ2名(チラシ)制作スタッフ2名 

  【事業の対象者】 一般市民 

  【収  益】     ０円 

  【費  用】  ５３５６円（通信運搬費、印刷費） 

 

(12)【事業名】その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

【内  容】 餅つき大会 

【実施場所】 主たる事務所 

  【実施日時】 1月7日 

【実施回数】1回 

【延べ人数】参加者25名(運営スタッフ含む) 

  【事業の対象者】参加者 

  【収  益】   ４６６０円 (受取寄付金) 

  【費  用】   ２７６０円（備品購入費、保険料） 

 

Ⅳ 社員総会の開催状況 

今年度は実施せず(初年度で1期が短いため) 

 

Ⅴ 理事会その他役員会の開催状況 

第1回理事会  

【実施日時】平成29年10月14日（土）午前11時30分～午後2時 

【実施場所】主たる事務所 

【理事総数】3名 

【出席者数】3名（オブザーバー3名） 

【内  容】第１号議案 事務局人事案の承認の件 

     審議の結果、全会一致で可決承認 

第２号議案 次期定時総会に付議する事項（定款改正案等の原案協議）の件 

審議の結果、全会一致で可決承認 

第３号議案 事務局規則、会員規約案の承認の件 

審議の結果、全会一致で可決承認 



第４号議案 災害時対応基本計画の策定の件 

審議の結果、全会一致で可決承認 

第５号議案 法人運営、事業運営状況の報告及び今後の方針についての件 

審議の結果、全会一致で可決承認 

第2回理事会  

【実施日時】平成30年3月11日（日）午前9時00分～午後1時 

【実施場所】主たる事務所 

【理事総数】3名 

【出席者数】3名 

【内  容】第１号議案 事務局人事案の承認の件 

審議の結果、全会一致で可決承認 

第２号議案 次期定時総会に付議する事項（定款改正案等の最終協議）の件 

審議の結果、全会一致で可決承認 

第３号議案 法人運営、事業運営状況の報告及び今後の方針についての件 

審議の結果、全会一致で可決承認 

 

 


