
令和 2（2020）年度 

認定特定非営利活動法人 自然再生センター  
第 14回 通常総会 

 

日時：令和 2（2020）年 5月 23日（土曜日）13：30～ 

場所：認定特定非営利活動法人自然再生センター事務局 

  （島根県松江市天神町 127） 

電子媒体による開催 

 

議事次第 

1. 開会 理事長挨拶  

2．議事 

（1）議長選任および議事録署名人選任の件 

（2）定足数の確認 

（3）審議事項 

  議案 役員任期満了につき改選の件【資料 1】 

（4）報告事項 

1）令和 1（2019）年度事業報告【資料 2】  

2）令和 1（2019）年度決算報告【資料 3】          

3）令和 1（2019）年度監査報告【資料 4】 

4）令和 2（2020）年度事業計画【資料 5】 

5）令和 2（2020）年度予算計画【資料 6】 

（5）議長解任 

3.閉会  



資料 1 

議案 役員任期満了につき改選の件 

理事の渡部敏樹氏は任期満了で退任 

理事の桑谷 猛氏は任期満了で退任 

監事の松本一郎氏は任期満了で退任 

理事に松本一郎氏が新任予定 

監事に澤 アツ子氏が新任予定

 

役員改選（案） 

＊各理事・監事五十音順、敬称略

【理事】 

   （継続）小倉加代子（認定特定非営利活動法人自然再生センター事務局長兼務） 

   （継続）國井秀伸（島根大学名誉教授） 

   （継続）熊谷昌彦（米子工業高等専門学校名誉教授） 

   （継続）田中秀典（（公財）島根県環境保健公社） 

   （継続）原田 守（有限会社ポイントアンドライン取締役社長） 

   （新任）松本一郎 

（島根大学大学院教育学研究科教授・博士（理学）・学長特別補佐（SDGs担当）） 

   （継続）毛利 葉（（公財）とっとり県民活動活性化センター常務理事・事務局長） 

 

【監事】 

   （継続）河野 美江（島根大学保健管理センター教授 

・学長特別補佐（男女共同参画担当） 

   （新任）澤 アツ子（（公財）21世紀職業財団 島根県・鳥取県駐在代表）

 

【澤 アツ子氏プロフィール】 

■職 歴 

島根県職員に採用後、人事課、自治研修所、 県教委生 

涯学習課長、女性政策室長等を経て 2006年 3月 31日県職員定年退職。 

2006年 4月～2009.3.31財団法人 21世紀職業財団島根事務所長 

2008.10.1～2009.6. 30 国立大学法人島根大学客員教授 

2009. 7.1～2012.3.31 国立大学法人島根大学男女共同参画推進室 教授・室長 

2012.4.1～2016.3.31  (公財) 21世紀職業財団島根県駐在代表 

2016.4.1～現在  (公財) 21世紀職業財団島根県・鳥取県駐在代表   

 

■委員等活動歴 

・島根選挙管理委員会委員(委員長職務代理者) 

島根県明るい選挙推進協議会幹事           2012(H24).12～現在 

・島根県男女共同参画アクティブサポーター  令和 2,1,30～令和 3.3.31 

・しまね働く女性きらめき応援会議委員       2017(H29).12.5 ～現在 

・松江市男女共同参画審議会 会長   2019（R元）7.1 ～2021（R3）.8.1               

・Working Woman の集い 会員       2015(H27).10 ～ 現在 

第 3～4期代表 2017(H29).10.29～2019(R1).10.27 
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令和 1（2019）年度の事業報告書 

（令和 1（2019）年 4月 1日～令和 2（2020）年 3月 31日） 

認定特定非営利活動法人 自然再生センター 

1 事業実施の成果 
 令和 1（2019）年度は、中海自然再生協議会の支援事業、中海・宍道湖及びその流域の自然再生及び環境保全に関わる

事業、汽水域の自然再生及び環境保全に関わる事業、自然再生に関わるアドバイザー事業及び人材育成事業、自然再生及

び環境保全に関わる広報及び情報交流事業等を行った。 

２ 事業実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業  

 
  

【主に委託・補助金・助成金による事業】

事業名

（定款記載）
事業内容 責任者 実施日時 実施場所

従事者

の人数

 受益対象の範

囲及び人数

収支決算書の

事業費の金額

（千円）

「オゴノリング大作戦」

（2018年度NPO自立強化助成　第2期）

【（一財）セブンイレブン記念財団】

小倉

中浜
通年 中海周辺 15人 不特定多数 4,723

松江堀川水系カメ類生息状況調査

【(公財）ホシザキグリーン財団】
小林 通年 松江堀川水系 6人 不特定多数 1,568

「中海の再生に向けてSDGsの視点から

次世代と共に考える」事業

【令和元年度しまね社会貢献基金

寄附者設定テーマ事業　株式会社伊藤園

お～いお茶『お茶で島根を美しく。』】

事務局 7~1月

主たる事務所

くにびきメッ

セ

15人 不特定多数 311

令和元年度　中海における藻場生物調査

【鳥取県】
事務局 10~3月 中海 4人 不特定多数 240

③汽水域の自然再生及び環境保

全に関わる事業

中海浚渫窪地の環境修復事業に係る

環境調査業務（2019年度）

【中国電力株式会社】

桑原(智） 4~2月 中海 5人 不特定多数 6,469

小計 13,311

【主に寄付・会費などで行う事業】

①中海・宍道湖及びその流域の

自然再生及び環境保全に関わる

事業

水草刈り

天神川水草刈りと生き物調査
田中 7月 天神川 20人

宍道湖周辺住

民
0

②中海自然再生協議会の

支援事業
中海自然再生協議会の運営 國井 通年 中海周辺 5人

中海周辺

住民
0

④自然再生に関わるアドバイ

ザー事業及び人材育成事業

松江市内小中学校での環境教育

・ゴズ釣りと赤貝調理、食べ比べ（意東小学校）

・中海藻刈り（八束学園）

・宍道湖でゴズ釣り（高浜コミュニティセンター）

桑原(弘)

小倉
通年 中海周辺 10人

中海周辺

児童
196

中海・宍道湖の食を広めよう会
柏木

小倉(綾)

4,6,10,2

月
主たる事務所 5人 不特定多数 281

広報

・なかうみちゃんの着ぐるみを使った活動

・HP,Facebook,ブログでの情報発信

・YEAR BOOK（事業報告書）の作成

事務局 通年

中海・宍道湖

周辺、主たる

事務所

5人 不特定多数 186

米子高専（共同研究）

中海湖岸域の利・活用プロジェクト

~サイクリングロード拠点整備計画と

ゴズ釣りマップ作成～

熊谷

前原
通年 中海周辺 16人 不特定多数 120

視察受け入れ、講演

・島大附属中での講演

・松江南高での「生き方ガイダンス」出展

小倉

田中
通年 主たる事務所 5人 不特定多数 20

小計 803

合計 14,114

※　事業名の番号は定款に記載している番号です

⑥自然再生及び環境保全に

関わる広報及び情報交流事

業

①中海・宍道湖及びその流

域の自然再生及び環境保全

に関わる事業
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３．事業実施体制 

（１）会議に関する事項 

①通常総会 

開催日  令和 1（2019）年 5月 19日（日曜日） 

開催場所 認定特定非営利活動法人自然再生センター（松江市天神町 114） 

出席者  23名 表決委任者 47名（正会員総数 96名※開催当時） 

報告事項 平成 30（2018）年度事業・会計・会計監査報告、平成 31（2019）年度事業計画・予算計画 

決議事項 監事改選 

 

②理事会 

第 1回 平成 31（2019）年 4月 19日 18：30～21：15 認定特定非営利活動法人自然再生センター事務所 

    審議事項：平成 30（2018）年度会計・事業報告、平成 31（2019）年度予算・事業計画、総会議事次第  

協議事項：令和 1（2019）年度の方針、私有車の業務利用、MiT講演者の取り扱い、ファンドレイジ

ング報告事項検討 

※総会を第 2回とカウント 

 

第 3回 令和 1（2019）年 6月 14日 15：00～15：45 認定特定非営利活動法人自然再生センター事務所 

協議事項：中電窪地事業の公共事業化、ファンドレイジング施策、土日の事務所開放、 

補助金申請各種  

 

第 4回 令和 1（2019）年 8月 9日 18：30～20：30 認定特定非営利活動法人自然再生センター事務所 

協議事項：マイクロプラフリー社会の提案（バードライフ協会）、倉田先生オゴノリ刈り研究（JST）、

環境活動の「見える化」ツール、会計士への記帳業務委託  

 

第 5回 令和 1（2019）年 10月 11日 18：35～20：30 認定特定非営利活動法人自然再生センター事務所 

    審議事項：日本自然保護協会日本自然保護大賞への応募  

    協議事項：見える化ツールとドネーション、次年度理事改選と担当理事・事務局体制  

 

第 6回 令和 1（2019）年 12月 6日 18：30～20：30 認定特定非営利活動法人自然再生センター事務所 

    協議事項：半期決算・次年度予算、寄付強化月間（企業訪問・ドネーション）、次年度理事改選と担

当理事・事務局体制  

 

第 7回 令和 2（2020）年 2月 7日 18:30～20：30 認定特定非営利活動法人自然再生センター事務所 

審議事項：事務所移転 

協議事項：理事改選・事務局体制、令和 2（2020）年度予算案、シンポジウム振り返り、YEARBOOK

について  

 

（2）会員（令和 2（2020）年 4月現在） 

①正 会 員 91名 

②賛助会員（団体・法人）19団体 

③賛助会員（個人）79名 

④中海浚渫窪地環境修復研究会 7団体 

（3）寄付数 

 ・717,214円（延べ 199件） 

 活動に共感し、ご寄付いただきました皆様にお礼申し上げます。 

 皆様からいただいたご寄付は、子ども達との環境学習活動、普及イベント、自然再生センターのパンフレッ
トを作成するなど、中海を好きになっていただく活動に活用させていただきました。 

 共感から納得していただける活動を展開していきたいと思っております。これからも、活動へのご支援・ご
協力をお願い申し上げます。 
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【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 421,000 
    賛助会員費（個人） 204,000 
    賛助会員費（団体） 420,000 
    窪地会員費 160,000 1,205,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 717,214 
  【受取助成金等】
    受取助成金 4,567,000 
    受取補助金 300,000 4,867,000 
  【事業収益】
    自主事業収益 1,184,502 
    受託事業収益 13,255,200 14,439,702 
  【その他収益】
    受取  利息 188 
    雑  収  益 96,183 96,371 
        経常収益  計 21,325,287 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当 4,586,157 
      雑給 20,000 
        人件費計 4,606,157 
    （その他経費）
      売上　原価 79,554 
      印刷製本費 186,300 
      外　注　費 907,120 
      広告宣伝費 324,000 
      交　際　費 2,390 
      会  議  費 8,670 
      旅費交通費 581,277 
      通信運搬費 8,752 
      消耗品  費 579,623 
      諸  会  費 3,000 
      支払手数料 41,007 
      地代  家賃 360,000 
      賃  借  料 605,980 
      保  険  料 3,864 
      租税  公課 689,600 
      支払報　酬 50,000 
      減価償却費 259,199 
      研　究　費 4,815,392 
      雑      費 2,730 
        その他経費計 9,508,458 
          事業費  計 14,114,615 
  【管理費】
    （人件費）
      役員  報酬 720,000 
      給料  手当 1,014,000 
      法定福利費 918,488 
      福利厚生費 42,209 
        人件費計 2,694,697 
    （その他経費）
      印刷製本費 232,151 
      会  議  費 24,941 
      旅費交通費 66,240 
      通信運搬費 193,453 
      消耗品  費 279,613 
      修  繕  費 551,504 
      水道光熱費 134,932 
      新聞図書費 500 
      諸  会  費 30,600 
      支払手数料 80,105 
      燃　料　費 15,430 
      地代  家賃 835,000 
      租税  公課 60,600 
      支払報酬料 817,076 
      支払寄付金 8,000 
      雑      費 13,644 
        その他経費計 3,343,789 
          管理費  計 6,038,486 
            経常費用  計 20,153,101 
              当期経常増減額 1,172,186 
【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 1,172,186 
          当期正味財産増減額 1,172,186 
          前期繰越正味財産額 25,746,039 

          次期繰越正味財産額 26,918,225 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2019年 4月 1日  至 2020年 3月31日認定特定非営利活動法人自然再生センター

User
タイプライターテキスト
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  【流動資産】
    （現金・預金）
      小口  現金 29,872 
      普通預金
        山陰合同銀行／島大前／3677682 563,479 
        山陰合同銀行／本店営業部(特非) 23,657,049 
        郵便貯金 1,978,872 
          普通預金 合計 26,199,400 
            現金・預金 計 26,229,272 
    （売上債権）
      未  収  金 2,000,000 
        ホシザキグリーン財団業務委託料 (2,000,000)
        売上債権 計 2,000,000 
    （その他流動資産）
      前払  費用 55,000 
        その他流動資産  計 55,000 
          流動資産合計 28,284,272 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      什器  備品 14 
        水質測定機器3台 (4)
        流速測定機器2台 (2)
        水質塩分溶存酸素ﾃﾚﾒｰﾀ (1)
        多項目水質計3台 (5)
        3次元流速ﾌﾟﾛﾌｧｲﾗｰ (1)
        なかうみちゃん着ぐるみ製作費用 (1)
        有形固定資産  計 14 
          固定資産合計 14 
            資産合計 28,284,286 

  【流動負債】
    未払費用 467,501 
      未払給与等 (450,000)
      ミック、メディアワールド印刷費 (17,501)
    前  受  金 125,000 
      次年度会費前受金 (125,000)
    預り金（所得税） 23,960 
    未払法人税等 81,000 
      島根県東部県民センター、松江市 (21,000)
      松江市役所 (60,000)
    未払消費税等 668,600 
      松江税務署 (668,600)
      流動負債合計 1,366,061 
        負債合計 1,366,061 

  前期繰越正味財産 25,746,039 
  当期正味財産増減額 1,172,186 
    正味財産合計 26,918,225 
      負債及び正味財産合計 28,284,286 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

認定特定非営利活動法人自然再生センター
貸　借　対　照　表

[税込]（単位：円）

2020年 3月31日 現在全事業所
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  【流動資産】
    （現金・預金）
      小口  現金 29,872 
      普通預金
        山陰合同銀行／島大前／3677682 563,479 
        山陰合同銀行／本店営業部(特非) 23,657,049 
        郵便貯金 1,978,872 
          普通預金 合計 26,199,400 
            現金・預金 計 26,229,272 
    （売上債権）
      未  収  金 2,000,000 
        ホシザキグリーン財団業務委託料 (2,000,000)
        売上債権 計 2,000,000 
    （その他流動資産）
      前払  費用 55,000 
        その他流動資産  計 55,000 
          流動資産合計 28,284,272 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      什器  備品 14 
        水質測定機器3台 (4)
        流速測定機器2台 (2)
        水質塩分溶存酸素ﾃﾚﾒｰﾀ (1)
        多項目水質計3台 (5)
        3次元流速ﾌﾟﾛﾌｧｲﾗｰ (1)
        なかうみちゃん着ぐるみ製作費用 (1)
        有形固定資産  計 14 
          固定資産合計 14 
            資産合計 28,284,286 

  【流動負債】
    未払費用 467,501 
      未払給与等 (450,000)
      ミック、メディアワールド印刷費 (17,501)
    前  受  金 125,000 
      次年度会費前受金 (125,000)
    預り金（所得税） 23,960 
    未払法人税等 81,000 
      島根県東部県民センター、松江市 (21,000)
      松江市役所 (60,000)
    未払消費税等 668,600 
      松江税務署 (668,600)
      流動負債合計 1,366,061 
        負債合計 1,366,061 

        正味財産 26,918,225 

《資産の部》

《負債の部》

認定特定非営利活動法人自然再生センター
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2020年 3月31日 現在全事業所
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資料5

【主に委託・補助金・助成金による事業】

事業名

（定款記載）
事業内容 責任者

実施日

時
実施場所

従事者

の人数

 受益対象の

範囲及び人

数

収支決算書の

事業費の金額

（千円）

「オゴノリング大作戦」

（2018年度NPO自立強化助成　第3期）

【（一財）セブンイレブン記念財団】

小倉

中浜
通年 中海周辺 15人

中海周辺

住民
4,000

令和2年度　中海における藻場生物調査

【鳥取県】
事務局 通年 中海 4人 不特定多数 100

③汽水域の自然再生及び

環境保全に関わる事業

中海浚渫窪地の環境修復実証事業に係る

環境調査業務（2020年度）【中国電力株式会社】
桑原(智) 通年 中海 15人

漁師・中海

周辺住民
7,750

小計 11,850

【主に寄付・会費などで行う事業】

①中海・宍道湖及びその流域

の自然再生及び環境保全に関

わる事業

水草刈り

天神川の水草刈りと生き物調査
田中 7月 天神川 20人

宍道湖周辺

住民
0

②中海自然再生協議会の

支援事業
中海自然再生協議会の運営 國井 通年 中海周辺 5人

中海周辺

住民
12

④自然再生に関わるアドバイ

ザー事業及び人材育成事業

松江市内小中学校での環境学習

・ゴズ釣りと赤貝調理、食べ比べ（意東小学校）

・中海藻刈りと芋掘り（八束学園）

桑原（弘）

小倉

松本

通年 中海周辺 10人
中海周辺

児童
180

中海・宍道湖の食を広めよう会
柏木

小倉(綾)

6,10,12,

2月
主たる事務所 5人 不特定多数 310

普及啓発

・HP,SNS,ブログでの情報発信

・パンフレットの作成

田中 通年

中海・宍道

湖周辺、主

たる事務所

5人 不特定多数 171

視察、講演受け入れ

・島大附属中での講演

・松江南高「生き方ガイダンス」出展

小倉 通年 主たる事務所 3人 不特定多数 0

小計 673

合計 12,523

令和2（2020）年度　事業計画書
（令和2（2020）年4月1日～令和3（2021）年3月31日）

認定特定非営利活動法人　自然再生センター

１　事業実施の方針

　令和2（2020）年度は、中海・宍道湖及びその流域の自然再生及び環境保全に関わる事業、中海自然再生協議会の支援事業、汽水域の

自然再生及び環境保全に関わる事業、自然再生に関わるアドバイザー事業及び人材育成事業、自然再生及び環境保全に関わる広報及び情

報交流事業等を予定している。

※　事業名の番号は定款に記載している番号です

２　事業実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業

⑥自然再生及び環境保全に関

わる広報及び情報交流事業

①中海・宍道湖及びその

流域の自然再生及び環境

保全に関わる事業



 令和2（2020）年度　活動予算書
 令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）年3月31日まで 認定特定非営利活動法人自然再生センター

（単位：円）

Ⅰ 経常収益

正会員費　　　　　　　 500,000
賛助会費（個人）　　　 240,000
賛助会費（団体） 510,000
　　　　（窪地）　　　 140,000 1,390,000

2.受取寄付金
受取寄付金 820,000 820,000

2,210,000
3.受取補助金・助成金

①中海・宍道湖及びその流域の自然再生及び環境保全に係る事業 4,000,000
③汽水域の自然再生及び環境保全に関わる事業 200,000 4,200,000

4.事業収益
①中海・宍道湖及びその流域の自然再生及び環境保全に係る事業 300,000
③汽水域の自然再生及び環境保全に係る事業 10,000,000
④自然再生に関わるアドバイザー事業及び人材育成事業 90,000
⑥自然再生及び環境保全にかかわる広報及び情報交流事業 560,000 10,950,000

15,150,000
5.その他収益

その他収益 100 100 100
経常収益　計

17,360,100

Ⅱ 経常費用

1.事業費
①中海・宍道湖及びその流域の自然再生及び環境保全に係る事業 4,000,000
②中海自然再生協議会の支援事業 12,000
③汽水域の自然再生及び環境保全に係る事業 7,850,000
④自然再生に関わるアドバイザー事業及び人材育成事業 180,000
⑥自然再生及び環境保全にかかわる広報及び情報交流事業 481,000

　　　事業費計 12,523,000 12,523,000
2.管理費

(1) 人件費
役員報酬 540,000
給料手当 840,000
賞与 800,000
法定福利費 720,000
福利厚生費 30,000
人件費　計 2,930,000 2,930,000

(2) その他経費
印刷費 200,000
外注費 0
広告宣伝費 0
交際費 900
会議費 30,000
旅費交通費 60,000
通信費 100,000
消耗品 40,000
修繕費 100,000
水道光熱費 100,000
新聞図書費 0
諸会費 13,000
支払手数料 17,800
燃料費 45,000
地代家賃等 480,000
租税公課 1,800
支払報酬料 688,600
雑費 30,000
支払利息 0
その他経費　計 1,907,100 1,907,100

管理費計 4,837,100
経常費用　計

17,360,100

当期経常増減額 0

　　受取補助金・助成金・事業収益計

科目 金額

1.受取会費

　　受取会費・寄付金計
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