
	 

平成２７年度事業報告書	 

	 
特定非営利活動法人	 くらしと生活環境を守る会	 	 

	 
Ⅰ	 事業期間	 
	 平成27年4月１日～平成28年3月31日	 
	 
Ⅱ	 事業の成果	 
定例会１2回（4/23・5/14・6/12・7/9・9/10・9/25・10/8・11/6・12/91・/13・2/10・3/31）	 
事業の方向性確認及び成果の報告	 

① 定款変更、平成27年12月1日登記	 
② 助成金申請	 
大阪コミュニティ財団助成金申請―＞不採択	 
大阪市市民活動推進事業補助金交付申請―＞不採択	 

③ 大阪ボランティア協会、NPOレベルアップ講座受講参加（６講座）	 
NPO運営質的向上へのトレーニング（大阪市受託事業）	 
	 

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）	 保育所の防災減災を応援する	 
	 
	 	 	 	 （内	 容）１、下記の防災減災イベントにて活動。	 

① 8/4日	 中之島知っとこ探検隊	 
② 8/23日	 防災INふくしま	 
③ 9/26日	 防災INはちけんや	 
④ 11/23日	 ポジティブ長居公園	 
⑤ 2/28日	 浜寺４校区防災津波訓練	 
⑥ 3/19日ハルカス近鉄本店防災スゴロク	 
	 
２、事業協働ネットワークづくり参画、意見交換及び交流で人との繋がり作り。	 
① 関西そなえ隊幹事会・・・11/5・1/7・3/3	 
② 関西そなえ隊定例会・・・6/22・8/25・10/28・12/16・2/23	 
③ おおさか災害支援センター定例会・・・10/8・2/16	 
	 

（成	 果）	 防災関連団体、行政・福祉協議会などネットワーク交流ができた。	 
イベント情報など活動推進する環境が整った。	 

	 
Ⅳ	 社員総会の開催状況	 	 	 第一回通常総会	 
	 
１．日	 	 	 	 時：	 	 	 	 平成28年3月31日	 	 18時00分から	 18時30分まで	 

２．場	 	 	 	 所：	 	 	 	 安田不動産４階会議室	 

３．出席正会員数：	 	 	 	 14名（うち委任状出席者数	 3名）	 正会員総数	 	 17名	 

４．議長の選任	 

特定非営利活動法人くらしと生活環境を守る会の総会において、上記のとおりの者が出席した。	 

理事長	 濱本泉は、本日の総会は正会員総数の２分の１以上の出席があったので有効に成立した

旨を告げ、開会を宣言した。	 

議長を選出すべく、全員で互選したところ濱本泉が選ばれ、本人はこれを承諾し、議長席に着き、

１８時１０分	 特定非営利活動法人くらしと生活環境を守る会の総会の開会を宣言し、議事に入

った。	 

５．議	 	 事	 

第1号議案	 平成27年度事業報告及び28年度の事業計画承認の件	 

	 議長は、平成27年度事業報告と平成28年度事業計画の内容説明した上で、	 

この件に関する承認を全員に諮ったところ、全員異議なく承認し本件は可決された。	 

	 

第2号議案	 平成27年度報告及び平成28年度の収支予算書承認の件	 

	 議長は、平成27年度報告及び平成28年度の収支予算書の案を示し、	 



	 

その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。	 

	 

第3号議案	 役員の選任	 

議長は役員改選に当たり定款１２条、１４条の説明を行い、監事篠原和彦の退任と堀部武司の新

任、理事の堀部武司退任について理事会案を提示し、この件に関して承認を求めたところ全員異

議なく承認し可決された。	 

	 

第４号議案	 円滑な組織と運営を実行するための役割分担	 

	 
６	 理事会その他の役員会の開催状況	 
（日	 時）	 	 平成27年3月31日	 18時30分から19時00分	 
（場	 所）	 	 安田不動産４階会議室	 
	 第11回理事会	 	 

諸事業と年間計画について検討がなされ、委員会の再編及び選任がなされた。	 
 

平成２７年3月31日	 

	 



平成27年度　活動計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人くらしと生活環境を守る会
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益
１．受取会費
正会員受取会費 60,000
賛助会員受取会費 0
･････････････ 60,000 60,000

２．受取寄附金
受取寄附金　　 150,000
施設等受入評価益 0
･････････････ 150,000 150,000

３．受取助成金等
受取民間助成金 0
･････････････ 0 0

４．事業収益
○○事業収益 0

５．その他収益
受取利息
雑収益 6,760
･････････････ 6,760 6,760

経常収益計 216,760
Ⅱ 経常費用
１．事業費

人件費
給料手当 0
法定福利費 0
退職給付費用 0
福利厚生費 0
･････････････ 0
人件費計 0
その他経費
会議費 19,616
旅費交通費 9,850
施設等評価費用 0
減価償却費 0
支払利息 0
諸謝金 1,846
消耗品費 47,952
租税公課 2,400
その他経費計 81,664

事業費計 81,664
２．管理費

人件費
役員報酬 0
給料手当 0
法定福利費 0
退職給付費用 0
福利厚生費 0
･････････････ 0
人件費計 0
その他経費
会議費 19,980
旅費交通費
減価償却費 0
支払利息 0
消耗品費 6,000
通信費 26,892
その他経費計 52,872

管理費計 52,872
経常費用計 134,536
当期経常増減額 82,224

Ⅲ 経常外収益
１．事業費固定資産売却益 0
･････････････ 0

経常外収益計 0
Ⅳ 経常外費用
１．事業費過年度損益修正損 0
･････････････ 0

経常外費用計 0
税引前当期正味財産増減額 0
法人税、住民税及び事業税 0
当期正味財産増減額 82,224
前期繰越正味財産額 133,423
次期繰越正味財産額 215,647

金額

（２）

（１）

（２）

（１）



平成２7年度　財産目録
平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人くらしと生活環境を守る会
（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
手元現金 0
三井住友銀行普通預金 215,647

未収金
××事業未収金 0

･････････････ 215,647
流動資産合計 215,647

２．固定資産
有形固定資産
什器備品
パソコン1台 0
応接セット 0
･････････････ 0
歴史的資料 評価せず

･････････････ 0
有形固定資産計 0
無形固定資産
ソフトウェア
財務ソフト 0

･････････････ 0
無形固定資産計 0
投資その他の資産
敷金 0
○○特定資産
××銀行定期預金 0
･････････････ 0
投資その他の資産計 0

固定資産合計 0
資産合計 215,647

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
事務用品購入代 0
･････････････ 0

預り金
源泉所得税預り金 0
･････････････ 0

･････････････ 0
流動負債合計 0

２．固定負債
長期借入金 0
××銀行借入金 0
･････････････ 0

･････････････ 0
固定負債合計 0

負債合計 0
正味財産 215,647

金額

（１）

（２）

（３）


