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設立当初の事業年度の事業計画書

法人設立の日から 2020年 8月 31日まで

1 事業実施の方針

・設立当初の事業年度は、以下の事業を確実に実施することを目標とする。

・本法人の事業内容をより多くの市民に知っていただくため、ホームページの開設準備

委員会を発足させる。

2 事業実施に関する事項

（1）特定非営利活動に係る事業

事業名 具体的な事業内容 （Ａ）当該事業 （Ｄ）受益対 事業費の予算額

の実施日時 象者の範囲

（Ｂ）当該事業 （Ｅ）予定人

の実施予定場所 数

（Ｃ）従事者の

予定人数

ＳＤＧｓ啓発 ①県民・児童生徒 （Ａ）年に数回 （Ｄ）県民 ＿

事業 ・企業・行政・各 （Ｂ）学校・各 （Ｅ）不特定

種団体等に対しＳ 種組織 多数

ＤＧｓの理解と啓 （Ｃ）5人

発の事業を行う。

②ＥＳＤの推進

ＳＤＧｓに関 ①ＳＤＧｓの目標 （Ａ）随時 （Ｄ）県民

連する活動を行 に沿った活動をし （Ｂ）企業・各 （Ｅ）不特定 ＿

っている組織の ている組織・団体 種組織 多数

ネットワーク化 等を洗い出す。 （Ｃ）3人

を図る事業 ②各組織で行って

いる活動をＳＤＧ

ｓの視点でとらえ

直し、その活動が

ＳＤＧｓの目標と

つながっているこ

とを確認し、持続

可能な社会の構築

のために貢献して

いるという自負を
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持ってもらうと同

時にお互い協力す

る関係を作る。

ＳＤＧｓ活動を 各組織・団体・個 （Ａ）随時 （Ｄ）県民 10万円

紹介する 人で行っているＳ （Ｂ）ホームペ （Ｅ）不特定

ＤＧｓ活動を紹介 ージ等 多数

する。パンフレッ （Ｃ）3人

ト、ＳＤＧｓアイ

ディアブック、ホ

ームページ等

ＳＤＧｓネット ＳＤＧｓネットワ （Ａ）年 1回 （Ｄ）県民 10万円

ワークやまなし ークやまなしフォ （Ｂ）市民会館 （Ｅ）100人

の提言や各組織 ーラムや学習会・ 等

の活動報告や提 講演会の開催 （Ｃ）10人

言などを行う事

業

ＳＤＧｓネット ①「海の美しさは （Ａ）年に 1回 （Ｄ）県民 3万円

ワークやまなし 陸の美しさから」 （Ｂ）各地域 （Ｅ）

が呼びかける事 クリーンキャンペ （Ｃ）10人 10000人

業 ーン。各組織の環

境活動を結びつけ

る。

②Ｃ＆Ｇ運動推進 （Ａ）月～金 （Ｄ）県民

クリーン＆グリー ａｍ 7～ 8時 （Ｅ）

トの推進 （Ｂ）全県下 100,000人

（Ｃ）10人
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2021年度の事業年度の事業計画書

2020年 9月 1日から 2021年 8月 31まで

1 事業実施の方針

・設立当初の事業年度は、以下の事業を確実に実施することを目標とする。

・前年度事業に発足させたホームページの開設準備委員会の検討については、検討結果

を通常総会に付議できるよう議論を進める。事業年度内の開設を目標とする。

2 事業実施に関する事項

（1）特定非営利活動に係る事業

事業名 具体的な事業内容 （Ａ）当該事業 （Ｄ）受益対 事業費の予算額

の実施日時 象者の範囲

（Ｂ）当該事業 （Ｅ）予定人

の実施予定場所 数

（Ｃ）従事者の

予定人数

ＳＤＧｓ啓発 市民・児童生徒・ （Ａ）年に数回 （Ｄ）県民 5万円

事業 企業・行政・各種 （Ｂ）学校・各 （Ｅ）不特定

団体等に対しＳＤ 種組織 多数

Ｇｓの理解と啓発 （Ｃ）5人

の事業を行う。ま

た、そのための資

料を作成する。

②ＥＳＤの推進

ＳＤＧｓに関 ①ＳＤＧｓの目標 （Ａ）随時 （Ｄ）県民

連する活動を行 に沿った活動をし （Ｂ）企業・各 （Ｅ）不特定 ＿

っている組織の ている組織・団体 種組織 多数

ネットワーク化 等を洗い出す。 （Ｃ）3人

を図る事業 ②各組織で行って

いる活動をＳＤＧ

ｓの視点でとらえ

直し、その活動が

ＳＤＧｓの目標と

つながっているこ

とを確認し、持続

可能な社会の構築
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のために貢献して

いるという自負を

持ってもらうと同

時にお互い協力す

る関係を作る。

ＳＤＧｓ活動を 各組織・団体・個 （Ａ）随時 （Ｄ）県民 10万円

紹介する 人で行っているＳ （Ｂ）ホームペ （Ｅ）不特定

ＤＧｓ活動を紹介 ージ等 多数

する。パンフレッ （Ｃ）3人

ト、ＳＤＧｓネッ

トアイディアブッ

ク、ホームページ

等

ＳＤＧｓネット ＳＤＧｓネットワ （Ａ）年 1回 （Ｄ）県民 10万円

ワークやまなし ークやまなしフォ （Ｂ）市民会館 （Ｅ）100人

の提言や各組織 ーラムや学習会・ 等

の活動報告や提 講演会の開催 （Ｃ）10人

言などを行う事

業

ＳＤＧｓネット ①「海の美しさは （Ａ）年に 1回 （Ｄ）県民 8万円

ワークやまなし 陸の美しさから」 （Ｂ）各地域 （Ｅ）

が呼びかける事 クリーンキャンペ （Ｃ）10人 10000人

業 ーン。各組織の環

境活動を結びつけ

る。

②Ｃ＆Ｇ運動推進 （Ａ）月～金 （Ｄ）県民

クリーン＆グリー ａｍ 7～ 8時 （Ｅ） ＿

トの推進 （Ｂ）全県下 100,000人

（Ｃ）10人

③ＳＤＧｓの目標 （Ａ）随時 （Ｄ）県民 10万円

を達成するための （Ｂ）各地域 （Ｅ）

活動 （Ｃ）10人 10000人


