
1.事業の概要

2.事業の実施に関する事項

（1）特定非営利活動に係る事業

事業名 事業内容 実施日時 実施場所
受益対象者の

範囲及び人数

従事者の

人数

支出額

(千円）

年間6回 3960人 8人 4,485

プレーパーク事業
年間132日開催予定。

※開催日は計画中です。
132日

松山市コミュニティーセンター「子

ども館」、正念寺、畑寺児童館前グ

ラウンド

3960人 8人 4,485

年間70回 1280人 10人 2,784

森のようちえんみきゃんっ子 毎週火曜日 36回 愛媛県総合運動公園キャンプ場
600組

1200人
従事者3人 864

森のようちえんたんぽぽの根っこ 毎週水曜日と金曜日 80回 松山市祝谷 子ども80人 従事者7人 1,920

■その他子どもの諸活動に関する企画運営及び支援事業 8,740

フリースクールたんぽぽの綿毛
不登校の小学生と中学生を対象

毎週火・水・木
144回 松山市祝谷 子ども30人 従事者5人 4000

由良野の森親子自然体験活動 乳幼児～小学生とその保護者 7回
久万高原町二名乙787-13

由良野の森
140組 従事者8人 1,200

「森のがっこう」学校以外に居場所を

探している親子の自然体験活動

不登校の小学生と中学生と

その保護者
4回

久万高原町二名乙787-13

由良野の森
40組 従事者7人 675

わくわくチャレンジキャンプin中島

中島サマーキャンプ ビギナーコース

小学3年～中学3年までを対象

2泊3日のキャンプを開催
7/27～7/29

松山市中島

ゆうきの里
子ども20人 17人 860

中島サマーキャンプ
小学3年～中学3年まで対象

3泊4日のキャンプを開催
8/26～8/29

松山市中島

ゆうきの里
子ども20人 17人 980

鹿島子ども自然体験活動

（釣りと海遊び）
小学1年～中学3年まで対象 7回 鹿島 子ども140人 8人 1,025

■防災及び被災地支援に関する事業 0

■子どもに関する団体の支援及びネットワークづくり 0

NPO法人日本冒険遊び場づくり協会

四国地域運営委員

総会及び地域運営委員としてzoomで交

流を図る。
zoom 0

NPO法人森のようちえん全国ネット

ワーク連盟

静岡で開催される全国フォーラムに参

加する。
0

■広報事業 350

広報発行
遊び場通信28号「とも★たく」

テーマ：自然体験と子育て

2022月6月

完成予定

イベント参加者、児童館、

教育関係者等に配布
8000部 従事者4人 350

■子どもの育ちに関わる調査・研究・計画・提言事業 0

■森のようちえん及び保育に関する事業

2022年度事業計画書
2022年4月1日から2023年3月31日

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

今年度はこれまでの事業にプラスしてプレーパーク事業を開始します。活動方法としては専用のプレーカー（軽ボックス）を用意し、車の中に

子どもが遊ぶためのプレーキットを搭載し、各居場所へ毎回移動して事業を行います。プレーカーは購入済でプレーキットも制作中です。クラ

ウドファンディングによりご寄付いただいた資金と福祉医療機構からの助成金を使い年間132回実施予定です。

また、不登校の子どもたちの支援として「「森のがっこう」学校以外に居場所を探している親子の自然体験活動」を由良野の森で4回実施しま

す。学校以外にのびのびと自分らしく過ごせる場所を子どもたちに作っていきたいと思っています。

■冒険遊び場(プレーパーク）に関する事業



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 50,000 
    賛助会員受取会費 30,000 80,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 1,500,000 
  【受取助成金等】
    受取助成金 8,356,000 
　　　子どもゆめ基金（ビギナーキャンプ）389,000
　　　子どもゆめ基金（中島サマーキャンプ）481,000
　　　子どもゆめ基金（由良野の森）970,000
　　　三浦保愛基金（不登校）506,000
　　　福祉医療機構（プレーパーク）5,510,000
　　　愛媛県教育委員会（フリースクール）500,000

  【事業収益】
    自主事業収益 7,373,500 
      森のようちえん (2,688,000)
      プレーパーク (630,000)
      キャンプ・自然体験 (1,427,500)
      フリースクール (2,628,000)
      写真販売 (0)
    受託事業収益 0 
      その他補助 (0) 7,373,500 
  【その他収益】
    受取  利息 5 
    雑  収  益 0 5 
        経常収益  計 17,309,505 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当(事業) 1,560,000 
      臨時雇賃金 6,680,000 
　　　法定福利費 720,000 
        人件費計 8,960,000 
    （その他経費）
      業務委託費 0 
      諸  謝  金 50,000 
      印刷製本費(事業) 439,755 
      旅費交通費(事業) 2,526,000 
      通信運搬費(事業) 100,000 
      消耗品  費(事業) 1,390,528 
      修  繕  費(事業) 0 
　　　車両運搬具（事業） 480,000 
      食材費（事業） 620,000 
      施設使用料(事業) 400,000 
      水道光熱費(事業) 72,000 
      地代  家賃(事業) 620,000 
      保  険  料(事業) 421,350 
      租税  公課(事業) 10,000 
      接待交際費（事業） 50,000 
      研  修  費 10,000 
      支払手数料(事業) 200,000 
      雑      費(事業) 10,000 
        その他経費計 7,399,633 
          事業費  計 16,359,633 
  【管理費】

活　動　予　算　書
[税込]（単位：円）

自 2022年 4月 1日  至 2023年 3月31日NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場



活　動　予　算　書
[税込]（単位：円）

自 2022年 4月 1日  至 2023年 3月31日NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      WEB管理費 82,000 
      接待交際費 0 
      諸  会  費 48,600 
      雑      費 3,840 
        その他経費計 134,440 
          管理費  計 134,440 
            経常費用  計 16,494,073 
              当期経常増減額 815,432 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 815,432 
        経理区分振替額 0 
          当期正味財産増減額 815,432 
          前期繰越正味財産額 303,645 

          次期繰越正味財産額 1,119,077 


