
2022（令和 4）年度 

認定特定非営利活動法人 自然再生センター 

第 16回 通常総会 
 

日時：2022（令和 4）年 5月 22日（日曜日）13：30～ 

会場：認定特定非営利活動自然再生センター事務局 

（島根県松江市天神町 127・3階） 

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 
  

「鳥の目と虫の目と自然再生～中海の社会的評価～」 

（1）13：30～14：05 

菊地先生 氏（（金沢大学先端観光科学研究センター准教授）） 

（2）14：05～14：20 

小倉加代子（自然再生センター副理事長 ） 

 

第Ⅱ部 総会 14：30～16：00 
  

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）2021年度事業報告【資料 2】15：00頃～（予定）  

2）2021年度決算報告【資料 3】          

3）2021年度監査報告【資料 4】 

4）2022年度事業計画【資料 5】 

5）2022年度予算計画【資料 6】 

（5）その他 

（6）議長解任 

 

3、閉会  



2022年度 認定特定非営利活動法人自然再生センター総会 

 

第1号議案 役員任期満了につき改選の件 

 

役員改選（案） 

＊各理事・監事五十音順、敬称略【理事】 

 

   （継続）松本一郎（島根大学教授） 

   （継続）小倉加代子（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） 

   （継続）毛利 葉（（公財）とっとり県民活動活性化センター理事長） 

   （継続）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） 

 

 

【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（ダイバ

ーシティ推進担当）） 

   （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）

 

 

資料 1 資料 1 

【資料１】



【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）
「汽水湖中海の海藻を活用した持続可能な循環型社会の

再構築」

（2021年度NPO自立強化助成　第3期）

【積水ハウス】

事務局 通年 中海周辺 15人 不特定多数 2,075

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 434

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（2021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 8,148

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　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 550

小計 11,207

【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
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 13

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 260

令和3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 0

小計 403

合計 11,610

令和3（2021年度）　事業報告書
（2021年4月1日～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

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

　2021年度は、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、その他、この法人の目的を達するために必要な事業などを行った。

※　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

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



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 3（2021）年 5月 16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  21名 表決委任者 35名（正会員総数 75名※開催当時） 

報告事項 令和 2（2020）年度事業・会計・会計監査報告、令和 3（2021）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 3（2021）年 4 月 16 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・2020年度決算、2021年度予算・総会議事次第  

協議事項：事務局体制、新規職員紹介 

・第 2回 令和 3（2021）年 8月 20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：中電 浚渫窪地調査授業の受託と現状 

  第 1回第八期 中海自然再生協議会開催（7/31） 

  Panasonic サポートファンド 20周年記念シンポジウム・ウィーク 登壇 

  メルカリ寄付 サーキュラー・エコノミー団体 採択（公表 8月下旬～9月上旬） 

・第 3回 令和 3（2021）年 10月 22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：自然再生センター各種規程について 

協議事項：令和 4年度事業計画にむけて（事業内容、事務局体制、財政） 

 本年度寄付強化月間 

・第 4回 令和 3（2021）年 12月 17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：自然再生センター処務規程について 

    協議事項：令和 4年度事業計画検討 

・第 5回 令和 4（2022）年 2月 8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：中海自然再生協議会における自然再生センターの権限について 

協議事項：2021年度事業報告、2022年度事業計画、2022年度予算案、総会日程調整 

   Panasonic プロボノ事業提案 

・第 6回 令和 4（2022）年 3月 29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：2021年度決算、総会議事次第 

 

（2）会員（令和 4（2022）年 4月現在） 

①正 会 員 71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 

 ・1,462,921円（延べ 98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、HPのWeb視察のリニューアル
など、中海を好きになってもらう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。 

【資料２（2/２）】



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 335,000 
    賛助会員費（個人） 171,000 
    賛助会員費（団体） 510,000 
    窪地会員費 140,000 1,156,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 843,529 
  【受取助成金等】
    受取助成金 1,138,220 
    受取補助金 500,000 1,638,220 
  【事業収益】
    自主事業収益 398,380 
    受託事業収益 16,449,400 16,847,780 
  【その他収益】
    受取  利息 178 
    雑  収  益 142,098 142,276 
        経常収益  計 20,627,805 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当(事業) 3,400,800 
        人件費計 3,400,800 
    （その他経費）
      印刷製本費(事業) 12,980 
      通信運搬費(事業) 30,890 
      消耗品  費(事業) 94,879 
      修  繕  費(事業) 182,600 
      支払手数料(事業) 880 
      地代  家賃(事業) 605,000 
      賃  借  料(事業) 347,500 
      租税  公課(事業) 860,100 
      支払報　酬(事業) 70,000 
      減価償却費(事業) 43,193 
      研　究　費(事業) 5,961,584 
      雑      費(事業) 80 
        その他経費計 8,209,686 
          事業費  計 11,610,486 
  【管理費】
    （人件費）
      役員  報酬 240,000 
      給料  手当 1,176,525 
      賞　　　与 180,000 
      法定福利費 668,810 
      福利厚生費 69,448 
        人件費計 2,334,783 
    （その他経費）
      印刷製本費 71,013 
      接待交際費 3,000 
      会  議  費 2,100 
      旅費交通費 14,432 
      通信運搬費 150,345 
      消耗品  費 25,698 
      水道光熱費 81,299 
      諸  会  費 3,000 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2021年 4月 1日  至 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

【資料３（１/３）】



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2021年 4月 1日  至 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
      支払手数料 16,880 
      地代  家賃 235,000 
      保  険  料 9,830 
      支払報酬料 637,000 
      雑      費 72,838 
        その他経費計 1,322,435 
          管理費  計 3,657,218 
            経常費用  計 15,267,704 
              当期経常増減額 5,360,101 
【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 5,360,101 
          当期正味財産増減額 5,360,101 
          前期繰越正味財産額 26,586,032 

          次期繰越正味財産額 31,946,133 



  【流動資産】
    （現金・預金）
      小口  現金 162,553 
      普通預金
        山陰合同銀行／島大前／3677682 911,564 
        山陰合同銀行／本店営業部(特非) 29,316,392 
        郵便貯金 2,737,815 
          普通預金 合計 32,965,771 
            現金・預金 計 33,128,324 
    （その他流動資産）
      前払  費用 60,000 
        その他流動資産  計 60,000 
          流動資産合計 33,188,324 
  【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)
      一括償却資産 43,194 
        iPadPro (43,194)
        有形固定資産  計 43,208 
          固定資産合計 43,208 

            資産合計 33,231,532 

  【流動負債】
    未払費用 424,084 
      未払給与等 (415,950)
      ミック印刷費 (8,134)
    前  受  金 11,000 
      次年度会費前受金 (11,000)
    預り金（所得税） 10,615 
    未払法人税等 81,000 
      島根県東部県民センター (21,000)
      松江市役所 (60,000)
    未払消費税等 758,700 
      松江税務署 (758,700)
      流動負債合計 1,285,399 
        負債合計 1,285,399 

  前期繰越正味財産 26,586,032 
  当期正味財産増減額 5,360,101 
    正味財産合計 31,946,133 

      負債及び正味財産合計 33,231,532 

《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）

2022年 3月31日 現在全事業所

【資料３（2/4）】



【重要な会計方針】
　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

(1).固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産：法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
　無形固定資産：法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
(2).消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】
　事業費の区分は別紙の通りです。

【固定資産の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産 37,132,294 0 0 37,132,294 37,089,086 43,208

  器具備品 37,002,714 37,002,714 37,002,700 14

  一括償却資産 129,580 129,580 86,386 43,194

無形固定資産 1,999,200 1,999,200 1,999,200 0

  ソフトウェア 1,999,200 1,999,200 1,999,200 0

合計 39,131,494 0 0 39,131,494 39,088,286 43,208

【役員及びその近親者との取引の内容】
　役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込]（単位：円）

科目 財務諸表に計上された金額 内、役員との取引 内、近親者及び支配法人等との取引

（活動計算書）

給与手当・賞与 4,757,325 1,560,000

活動計算書計 4,757,325 1,560,000

財務諸表の注記
2022年 3月31日 現在認定特定非営利活動法人自然再生センター

【資料３（４/４）】



  【流動資産】
    （現金・預金）
      小口  現金 162,553 
      普通預金
        山陰合同銀行／島大前／3677682 911,564 
        山陰合同銀行／本店営業部(特非) 29,316,392 
        郵便貯金 2,737,815 
          普通預金 合計 32,965,771 
            現金・預金 計 33,128,324 
    （その他流動資産）
      前払  費用 60,000 
        その他流動資産  計 60,000 
          流動資産合計 33,188,324 
  【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)
      一括償却資産 43,194 
        iPadPro (43,194)
        有形固定資産  計 43,208 
          固定資産合計 43,208 
            資産合計 33,231,532 

  【流動負債】
    未払費用 424,084 
      未払給与等 (415,950)
      ミック印刷費 (8,134)
    前  受  金 11,000 
      次年度会費前受金 (11,000)
    預り金（所得税） 10,615 
    未払法人税等 81,000 
      島根県東部県民センター (21,000)
      松江市役所 (60,000)
    未払消費税等 758,700 
      松江税務署 (758,700)
      流動負債合計 1,285,399 
        負債合計 1,285,399 

        正味財産 31,946,133 

《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）

2022年 3月31日 現在全事業所

【資料３（３/４）】



【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）

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4年度　中海における藻場生物調査

【鳥取県】（予定）
事務局 8～3月 中海 4人 不特定多数 480

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（2022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
10,650

小計 11,130

【主に寄付・会費などで行う事業】

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
50

海藻類の利活用 小倉 通年 中海周辺 15人
中海周辺

住民
2084

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
240

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

地域循環共生圏の担い手育成プロジェクト

中国環境パートナーシップオフィス（EPO中国）

毛利

小倉
2~3回

中国地方

ESD活動支

援センター

5人
中海周辺

児童
300

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 230

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 505

自然再生センター市場リサーチ

Panasonic職員とのプロボノ

（NPO法人サービスグラント）

田中

小倉
通年 中海周辺 5人 不特定多数 200

小計 3,989

合計 15,119

　令和4（2022）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

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

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

令和4（2022）年度　事業計画書
（令和4（2022）年4月1日～令和5（2023）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4（2022）年度　活動予算計画書
 令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）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　　　　　　　 375,000
賛助会費（個人）　　　 210,000
賛助会費（団体） 450,000
　　　　（窪地）　　　 140,000 1,175,000

2.受取寄付金
受取寄付金 1,000,000 1,000,000

2,175,000
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 0
③汽水域の自然再生及び環境保全に関わる事業 500,000
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 0 500,000

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 400,000
③汽水域の自然再生及び環境保全に係る事業 14,500,000
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 640,000 15,630,000

16,130,000
5.その他収益

その他収益 121,000 121,000 121,000
経常収益　計

18,426,000

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 480,000
②中海自然再生協議会の支援事業 540,000
③汽水域の自然再生及び環境保全に係る事業 10,650,000
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 100,000
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 1,215,000

　　　事業費計 12,985,000 12,985,000
2.管理費

(1) 人件費
役員報酬 240,000
給料手当 2,107,200
賞与 180,000
法定福利費 720,000
福利厚生費 60,000
人件費　計 3,307,200 3,307,200

(2) その他経費
印刷費 70,000
外注費 100,000
広告宣伝費 0
交際費 10,000
会議費 50,000
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 100,000
新聞図書費 5,000
諸会費 3,000
支払手数料 20,000
燃料費 30,000
地代家賃等 840,000
賃借料 10,000
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 2,133,800 2,133,800

管理費計 5,441,000
経常費用　計

18,426,000

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


