
令和 3（2021）年度 

認定特定非営利活動法人 自然再生センター  
第 15回 通常総会 

 

日時：令和 3（2021）年 5月 16日（日曜日）13：30～ 

会場：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） 

オンライン会議システム（Zoom）による開催 

議事次第 

第Ⅰ部 話題提供 13：30～14：20 

「自然再生センターと SDGｓ～持続可能を地域と共に～」 

松本一郎 氏（島根大学 大学院教育学研究科（教職大学院） 教授・博士（理学）） 

 

第Ⅱ部 総会 14：30～16：00 

1. 開会 新理事長挨拶  

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 役員辞任につき改選の件【資料 1】 

（4）報告事項 

1）令和 2（2020）年度事業報告【資料 2】  

2）令和 2（2020）年度決算報告【資料 3】          

3）令和 2（2020）年度監査報告【資料 4】 

4）令和 3（2021）年度事業計画【資料 5】 

5）令和 3（2021）年度予算計画【資料 6】 

（5）議長解任 

3.閉会  



 

議案 役員辞任につき改選の件 

理事の熊谷昌彦氏が辞任          理事に坪倉菜水氏が新任予定 

    理事の原田守氏が辞任 

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） 

  （継続）國井秀伸（島根大学名誉教授） 

  （継続）田中秀典（（公財）島根県環境保健公社） 

（新任）坪倉菜水（株式会社天神 Products代表取締役・コクーン設計舎代表 

（継続）松本一郎（島根大学大学院教育学研究科教授・博士（理学）） 

  （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） 

  （継続）澤 アツ子（（公財）21世紀職業財団 島根県・鳥取県駐在代表）

 

【坪倉 菜水氏プロフィール】 

■職 歴 

永沢設計事務所役員 

2014年 8月 コクーン設計舎設立 代表 

2017年 7月 19日～現在 Ten-jin株式会社天神 Products代表取締役 

2020年 8月 3日 天神キッチン開店 店主 

中古住宅のインスペクションや歴史的建造物調査、活用に尽力 

2021 年予定の第 71 回全国植樹祭の天皇皇后がお座りになる「お野立所（のだてしょ）」をデ

ザインし、コンペで優勝 

 

■委員等活動歴 

・松江市中心市街地活性化協議会運営委員 

・令和元年度しまね建築・住宅コンクール審査委員 

・松江市リノベーションまちづくりガイドライン検討委員 

・一般社団法人島根県建築士会常務理事 

 

資料 1 資料 1 
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令和 2（2020）年度の事業報告書 

（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 事業実施の成果 
 令和 2（2020）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3期）

【（一財）セブンイレブン記念財団】

事務局 通年 中海周辺 15人 不特定多数 4,729

令和2年度　中海における藻場生物調査

【鳥取県】
事務局 8~3月 中海 4人 不特定多数 221

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（2020年度）

【中国電力株式会社】

桑原(智） 6~2月 中海 5人 不特定多数 5,419

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

令和2年度　持続可能な社会貢献活動支援事業補

助金（社会的弱者を支える活動の充実支援）

【島根県】学生支援

事務局 通年
事務所

中海
6人 学生 414

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

令和2年度　持続可能な社会貢献活動支援

事業補助金（NPOの事業継続支援）

【島根県】オンライン視察

事務局 通年
事務所

中海
3人 不特定多数 116

小計 10,899

【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
9

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
190

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

・中海藻刈り（八束学園）
事務局 通年 中海周辺 10人

中海周辺

児童
0

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

・Action Guide 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 176

講演

・南校企業ガイダンス

・地域循環共生圏MTG（広島NPOセンター）

・真庭市協議会視察

事務局 通年 事務所 2人 不特定多数 0

小計 375

合計 11,274

※　事業名の番号は定款に記載している番号です

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

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
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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 2（2020）年 5月 23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 127・3階）、ウェブ会議 

出席者  11名 表決委任者 47名（正会員総数 91名※開催当時） 

報告事項 令和元（2019）年度事業・会計・会計監査報告、令和 2（2020）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 令和 2（2020）年 4月 17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、

ウェブ会議 

    審議事項：令和元（2019）年度会計・事業報告、令和 2（2020）年度予算・事業計画、総会議事次第  

協議事項：役員改選、総会実施計画、中電事業（窪地・二枚貝）  

・第 2回 令和 2（2020）年 5月 23日 通常総会終了後 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：新三役互選、中国電力窪地事業実施計画、中国電力窪地事業要望書  

・第 3回 令和 2（2020）年 8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：10月 31日（土）2020年度セブンイレブン中間報告（オゴノリング大作戦） 

協議事項：NNRC 5 ヵ年計画（中電事業受託について）、組織のガバナンス、2020 年度シンポジウ

ム開催 

・第 4回 令和 2（2020）年 10月 16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 

                           ウェブ会議 

    協議事項：令和 3年度事業計画へ向けた課題（事業内容、事務局体制、財政）、今年度ドネーション 

・第 5回 令和 2（2020）年 12月 11日 18：00～20：00 認定特定非営利活動法人自然再生センター事務所 

ウェブ会議 

審議事項：今年度ドネーション 

協議事項：10/31セブンオゴノリング事業 ミニシンポ振り返り、令和 3年度の事業計画検討、 

令和 3年度ふるさと納税申請見直し 

・第 6回 令和 3（2021）年 2月 12日 18:00～20：00 認定特定非営利活動法人自然再生センター事務所 

    ウェブ会議 

協議事項：令和 3（2021）年度予算案、総会日程調整 

・第 7回 令和 3（2021）年 3月 26日 18：00～20：00 認定特定非営利活動法人自然再生センター事務所 

                          ウェブ会議 

   審議事項：新役員体制 

   協議事項：2020年度決算（案）・2021年度予算（案）、2020年度事業報告・2021年度事業計画、 

        総会議事次第（案） 

 

（2）会員（令和 3（2021）年 4月現在） 

①正 会 員 75名     ②賛助会員（団体・法人）17団体 

③賛助会員（個人）71名 ④中海浚渫窪地環境修復研究会 7団体 

（3）寄付数 

 ・275,849円（延べ 41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。 

User
タイプライターテキスト
【資料2】



User
タイプライターテキスト
【資料3】



User
タイプライターテキスト
【資料3】



User
タイプライターテキスト
【資料3】



User
タイプライターテキスト
【資料3】



User
タイプライターテキスト
【資料3】



User
タイプライターテキスト
【資料3】



User
タイプライターテキスト
【資料4】



【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）

積水ハウスマッチングハウスプログラム

2021年度（第16回）環境基金プロジェクト助成

【積水ハウスマッチングプログラムの会】

妹尾 通年 中海周辺 15人
中海周辺

住民
2,096

令和3年度　中海における藻場生物調査

【鳥取県】
事務局 8～3月 中海 4人 不特定多数 380

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（2021年度）【中国電力株式会社】

（予定）

桑原(智) 6～2月 中海 15人
漁師・中海

周辺住民
7,315

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

令和3年度　コロナ禍における

NPO緊急支援事業費補助金

【島根県】学生支援

事務局 通年
事務所

中海
6人 学生 640

小計 10,431

【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
130

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
100

中海・宍道湖の食を広めよう会
柏木

小倉(綾)
2~3回 主たる事務所 5人 不特定多数 390

普及啓発

・HP,SNS,ブログでの情報発信

・Action Guide Book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 280

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 440

小計 1,340

合計 11,771

　令和3（2021）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3（2021）年度　事業計画書
（令和3（2021）年4月1日～令和4（2022）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
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 令和3（2021）年度　活動予算計画書
 令和3（2021）年4月1日から令和4（2022）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）

小計 合計 総計
Ⅰ 経常収益

正会員費　　　　　　　 400,000
賛助会費（個人）　　　 240,000
賛助会費（団体） 510,000
　　　　（窪地）　　　 140,000 1,290,000

2.受取寄付金
受取寄付金 1,000,000 1,000,000

2,290,000
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 1,200,000
③汽水域の自然再生及び環境保全に関わる事業 450,000
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 500,000 2,150,000

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 350,000
③汽水域の自然再生及び環境保全に係る事業 10,450,000
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 11,450,000

13,600,000
5.その他収益

その他収益 35,800 35,800 35,800
経常収益　計

15,925,800

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 2,096,000
②中海自然再生協議会の支援事業 130,000
③汽水域の自然再生及び環境保全に係る事業 7,695,000
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 740,000
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 1,110,000

　　　事業費計 11,771,000 11,771,000
2.管理費

(1) 人件費
役員報酬 240,000
給料手当 1,338,000
賞与 180,000
法定福利費 720,000
福利厚生費 60,000
人件費　計 2,538,000 2,538,000

(2) その他経費
印刷費 213,000
外注費 0
広告宣伝費 0
交際費 10,000
会議費 10,000
旅費交通費 70,000
通信費 100,000
消耗品 80,000
修繕費 0
水道光熱費 70,000
新聞図書費 5,000
諸会費 3,000
支払手数料 20,000
燃料費 0
地代家賃等 290,000
賃借料 100,000
租税公課 3,800
支払報酬料 637,000
雑費 5,000
支払利息 0
その他経費　計 1,616,800 1,616,800

管理費計 4,154,800
経常費用　計

15,925,800
当期経常増減額 0

科目 金額

1.受取会費

　　受取会費・寄付金計

　　受取補助金・助成金・事業収益計
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