
 
 

特定非営利活動法人マイフェイス・マイスタイル 

２０１３年度 通常総会議案書 

 
 

日時 ２０１３年６月２日（日）１５：００～ 
場所 NPO 法人マイフェイス・マイスタイル事務所 

 
 

総会次第 
 （司会 外川浩子：NPO 法人マイフェイス・マイスタイル代表） 
 
１．開会 

 
２．議長選出 
 
３．資格審査報告（定足数の報告） 
 
４．議事録署名人選出 
 
５．議案審議 

    第１号議案 ２０１２年度事業報告 
    第２号議案 ２０１２年度決算報告 
    第３号議案 ２０１３年度事業計画（案） 
    第４号議案 ２０１３年度予算（案） 
    第５号議案 役員改選の件 
 
６．閉会 



【第１号議案】２０１２年度事業報告 

 
１．会員に関する事項 

会員数 ２６名（２０１３年３月３１日現在） 
 正会員    １５名 
 賛助会員   １１名 

 
２．事業に関する事項 
（１）情報の収集およびその公開と発信並びに社会への啓発のためのイベント開催等に 

関する事業 
・企画展『「見た目問題」ってどんな問題？ In 富山』 （２０１２年４月７日開催） 
・企画展『「見た目問題」を考える ～外見による差別と向き合う人々～』 
 （２０１２年６月２５日～７月２７日開催） 
・『「見た目問題」オープンミーティング in 東京』at 人権ライブラリー 
 （２０１２年７月２１日開催） 
・トークイベント＆写真展 ＜昼の部＞『What is “自分らしい顔”？』 
（２０１２年１１月７日開催） 
・トークイベント ＜夜の部＞ 『How is “自分らしい生き方”？』 
（２０１２年１１月７日開催） 
・【展示会】ヒューマンライブラリーと「見た目問題」写真展 
（２０１２年１１月１４日（水）～１２月１３日開催） 
・公式☆忘年会２０１２（２０１２年１２月１日開催） 
・公式☆新年会２０１３（２０１３年１月２６日開催） 
・MFMS・エプソン写真展『ただ、自分らしく』（２０１３年２月８日～１３日開催） 

 
（２）国内外の関連する組織とのネットワークの推進のための事業 
   ・Web サイト、情報誌等で随時情報を公開 
   ・メール、Ustream 配信等による情報交換 
 
（３）調査研究および政策提言とその実現のための事業 
 
（４）情報誌および書籍等の制作・販売に関する事業 
 
（５）セミナー等の実施および講師の派遣に関する事業 

 ・セミナー：「見た目問題」×国連～世界視点から日本の「見た目問題」を考える～ 
（２０１２年５月１４日） 



・講演：人権講座『「見た目問題」ってどんな問題？ ～顔の差別と向き合う人々～』 
（２０１２年７月６日） 
・講演：哲学の会『「見た目問題」ってどんな問題？ ～顔の差別と向き合う人々～』 
（２０１２年７月２４日） 
・講演：第４３回部落解放・人権夏期講座『「見た目問題」ってどんな問題？』 
（２０１２年８月２３日） 
・講演：人権啓発リーダースキルアップ講座『「見た目問題」ってどんな問題？』 
（２０１２年１１月６日） 
・講演：大阪府立豊島高校（２０１２年１０月３１日） 
・講演：大阪府高槻市人権講演会（２０１２年１１月２６日） 
・講演：早稲田大学法学部（２０１２年１２月２１日） 
・講演：大阪府立大手前高校（２０１３年１月３１日） 
・講演：島根県邑南町（２０１３年２月１７日） 
・講演：島根県立大学総合政策学部（２０１３年２月１８日） 



【第２号議案】２０１２年度決算報告

　　

特定非営利活動法人マイフェイス・マイスタイル

（単位：円）

Ⅰ　経常収入の部
１　会費収入

会費収入 170,000 170,000

２　事業収入
(1)情報の収集およびその公開と発信並び

に社会への啓発のためのイベント開催
等に関する事業

158,600

(2)国内外の関連する組織とのネットワー
クの推進のための事業

0

(3)調査研究および政策提言とその実現の
ための事業

0

(4)情報誌および書籍等の制作・販売に関
する事業

496,530

(5)セミナー等の実施および講師の派遣に
704 628 1 359 758

平成２４年度　特定非営利活動に係る事業　　会計収支計算書

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで

（経常収支の部）

科 目 金 額

関する事業
704,628 1,359,758

３　補助金等収入
地方公共団体補助金収入 0
民間助成金収入 0 0

４　寄付金収入 1,453,967 1,453,967

５　その他収入
利息収入 3 3

　　経常収入合計 2,983,728

Ⅱ　経常支出の部
１　事業費

(1)情報の収集およびその公開と発信並び
に社会への啓発のためのイベント開催
等に関する事業

567,909

(2)国内外の関連する組織とのネットワー
クの推進のための事業

629,366

(3)調査研究および政策提言とその実現の
ための事業

27,268

(4)情報誌および書籍等の制作・販売に関
する事業

179,973

(5)セミナー等の実施および講師の派遣に
関する事業

588,634 1,993,150

２　管理費
役員報酬 0
給料手当 0
什器備品費 235,858



光熱水費 266,967
消耗品費 239,511
通信運搬費 20,480
福利厚生費 119,854
交際費 66,158
租税公課 0
雑費 5,600 954,428

　　経常支出合計 2,947,578
　　経常収支差額 36,150

Ⅲ　その他資金収入の部
１　固定資産売却収入 0
　
　　その他の資金収入合計 0

Ⅳ　その他資金支出の部
１　固定資産取得支出 0
　
　　その他の資金支出合計 0

当期収支差額 36,150

前期繰越収支差額 3,726,615

次期繰越収支差額 3,762,765

（正味財産増減の部）
Ⅴ　正味財産増加の部

１　資産増加額
当期収支差額（再掲） 36,150期 差 ,

２　負債減少額 0

増加額合計 36,150

Ⅵ　正味財産減少の部
１　資産減少額

当期収支差額(再掲)（マイナスの場合）

２　負債増加額
　　
　　減少額合計 0

　　当期正味財産増加額（又は減少額） 36,150

　　前期繰越正味財産額 3,726,615

　　当期正味財産合計 3,762,765



【第３号議案】２０１３年度事業計画（案） 

 
１．情報の収集およびその公開と発信並びに社会への啓発のためのイベント開催等に 

関する事業 
・「見た目問題」写真展『ただ、自分らしく』 
・トークイベント（写真展と同時開催） 
・オープンミーティング（地方にて開催） 

 
２．国内外の関連する組織とのネットワークの推進のための事業 
  ・Web サイト、情報誌等で随時情報を公開・更新 
  ・メール、Ustream 配信等による情報交換 
  ・Facebook や mixi などの SNS や Twitter を活用 
  ・Web 版サポートセンター開設へむけた基盤づくり 
 
３．調査研究および政策提言とその実現のための事業 
  ・「見た目問題」に関する調査協力 
 
４．情報誌および書籍等の制作・販売に関する事業 
  ・「見た目問題」総合情報誌『マイ・フェイス』 

Vol.007 以降を、絶対に発行！ 
 
５．セミナー等の実施および講師の派遣に関する事業 
  ・組織強化セミナー開催（助成：ゴールドマン・サックス証券株式会社） 
  ・講演（教職員むけ、人権講座、小中高校、大学など） 



【第４号議案】２０１３年度予算（案）

特定非営利活動法人マイフェイス・マイスタイル

（単位：円）

Ⅰ　経常収入の部
１　会費収入

会費収入 300,000 300,000

２　事業収入
(1)情報の収集およびその公開と発信並び

に社会への啓発のためのイベント開催
等に関する事業

200,000

(2)国内外の関連する組織とのネットワー
クの推進のための事業

50,000

(3)調査研究および政策提言とその実現の
ための事業

50,000

(4)情報誌および書籍等の制作・販売に関
する事業

6,000,000

(5)セミナー等の実施および講師の派遣に

平成２５年度　特定非営利活動に係る事業　　会計収支予算書

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで

（経常収支の部）

科 目 金 額

( )セミナ 等の実施および講師の派遣に
関する事業

1,000,000 7,300,000

３　補助金等収入
地方公共団体補助金収入
民間助成金収入 1,000,000 1,000,000

４　寄付金収入 1,000,000 1,000,000

５　その他収入
利息収入 1,000 1,000

　　経常収入合計 9,601,000

Ⅱ　経常支出の部
１　事業費

(1)情報の収集およびその公開と発信並び
に社会への啓発のためのイベント開催
等に関する事業

500,000

(2)国内外の関連する組織とのネットワー
クの推進のための事業

500,000

(3)調査研究および政策提言とその実現の
ための事業

500,000

(4)情報誌および書籍等の制作・販売に関
する事業

4,000,000

(5)セミナー等の実施および講師の派遣に
関する事業

500,000 6,000,000

２　管理費
役員報酬 0
給料手当 2,400,000



什器備品費 100,000
光熱水費 200,000
消耗品費 100,000
通信運搬費 200,000
福利厚生費 200,000
交際費 50,000
租税公課 100,000
雑費 50,000 3,400,000

　　経常支出合計 9,400,000
　　経常収支差額 201,000

Ⅲ　その他資金収入の部
１　固定資産売却収入 0
　
　　その他の資金収入合計 0

Ⅳ　その他資金支出の部
１　固定資産取得支出 0
　
　　その他の資金支出合計 0

当期収支差額 201,000

前期収支差額 3,762,765

次期繰越収支差額 3,963,765



【第５号議案】役員改選の件 

 
２０１３年度の役員は、以下のとおりである。 
 
代表理事  外川浩子 
理事    粕谷幸司 
理事    豊田文子 
理事    冨樫東正 
監事    山口まゆみ 
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