
 

  

2018 年度事業計画（案） 

認定NPO法人西中国山地自然史研究会 

１．教育事業 

（1）自然観察会（101）	

事業の概要 西中国山地の自然を対象に，年間を通じて観察会を実施する． 

推進体制 事務局が参加者を募集し，講師と調整を取りながら実施する． 

実施予定 資料 5のとおり 

予算 500,000円 

補助金等 高原の自然館運営事業委託（北広島町） 

北広島町助成金（北広島町教育委員会） 

（2）サイエンスカフェ（102）	

事業の概要 外部の専門家を招き，科学に親しむための「ハカセ喫茶」を企画・実施す

る． 

推進体制 事務局が企画し講師と調整して，実施する． 

実施予定 年間 8回程度 

予算 140,000 円 

補助金等 北広島町教育委員会 

（3）人材育成（103）	

事業の概要 芸北地域の自然を案内する「トレッキングガイド」や、環境教育に関わる

人材の養成講座を実施する． 

推進体制 事務局が関係者（ガイドの会事務局など）と調整を取りながら実施する． 

実施予定 年間 2回程度 

予算 10,000円 

（4）せどやま教育（104）	

事業の概要 芸北せどやま再生事業の普及啓発を目的として「せどやま教室」や、生物

多様性について知ってもらう「エコカフェ」を実施する． 

推進体制 芸北せどやま再生会議や，依頼のあった団体と協議して企画し，実施する． 

実施予定 年間 5回程度 

予算 950,000円 



 

  

補助金等 北広島町教育委員会（ササユリプロジェクト）・・広島県省エネ活動促進補助金（広島県） 

（5）山の日（105）	

事業の概要 山への親しみと理解を深めるためのイベント「ひろしま「山の日」県民の

集い」の事業実施に協力する．登山道整備，湿原整備，登山教室など初心

者でも参加できるプログラムを企画し実施する． 

推進体制 事務局が関係機関と調整を取りながら実施する． 

実施予定 6 月 3 日開催 

予算 280,000 円 

補助金等 広島県森づくり事業補助金（北広島町）・ひろしま山の日実行委員会 

 

（6）シンポジウム実施(106)	

事業の概要 総会時に開催する活動紹介のシンポジウムを実施する． 

推進体制 事務局が関係者と調整を取りながら実施する． 

実施予定 通年 

予算 150,000円 

（7）職員研修（107）	

事業の概要 各事業担当の職員が必要に応じて資格取得や研修を受講する． 

推進体制 事務局が調整を取りながら実施する． 

実施予定 年間 2回程度 

予算 120,000円 

（8）講師派遣（研修・学習の受け入れ）（108）	

事業の概要 外部団体や学校より，要請があれば，必要に応じて講師を派遣する． 

推進体制 事務局が関係者と調整を取りながら実施する． 

実施予定 通年 

予算 10,000円 

２．調査・研究事業 

（1）霧ヶ谷湿原のモニタリング（201）	

事業の概要 自然再生事業による霧ヶ谷湿原の生態系復元状況を確認するために，市民

参加型の調査活動を実施する． 

推進体制 事務局が参加者を募集し，講師と調整を取りながら実施する． 



 

  

実施予定 
調査内容 実施予定日 

カスミサンショウウオの産卵調査 4 月 29 日（実

施済み） 
 

予算 20,000 円 

（2）雲月山草原のモニタリング（202）	

事業の概要 雲月山の草原維持状況を確認するために，専門家による調査を実施する． 

推進体制 上野理事を中心に調査する． 

実施予定 随時実施． 

予算 40,000 円 

（3）学術調査（203）	

事業の概要 各分野の専門家により，西中国山地の自然に関する網羅的調査を実施す

る． 

推進体制 会員の専門家が協議して企画し，実施する． 

実施予定 随時実施． 

予算 40,000 円 

（4）資料収集（204）	

事業の概要 西中国山地の自然や地域に関する資料を収集する． 

推進体制 事務局で実施する． 

実施予定 随時実施． 

予算 40,000 円 

３．保全活動事業 

（1）ブッポウソウの保全（302）	

事業の概要 ブッポウソウ：巣箱を設置し，産卵・育雛環境を整えることで，個体群を

保全する． 

推進体制 ブッポウソウ：事務局が地元と調整・企画・実施する． 

実施予定 通年 

予算 50,000 円 

（2）雲月山の再生活動（303）	

事業の概要 草原の生態系を保全するために，地元地域と協力しながら火入れや草刈り



 

  

などの作業を実施する． 

推進体制 事務局がボランティアを募集し，地元や関係機関と調整を取りながら実施

する． 

実施予定 
調査内容 実施予定日 

雲月山の山焼き 4 月 14 日（雨天中止） 
 

予算 10,000 円 

（3）千町原の再生活動（304）	

事業の概要 湿原および草原の生態系を保全するために，地元地域と協力しながら草刈

りなどの作業を実施する． 

推進体制 事務局がボランティアを募集し，地元や関係機関と調整を取りながら実施

する． 

実施予定 活動内容 実施予定日 

千町原の春草刈り 4 月 21 日（実施済み） 

千町原の夏草刈り 8 月 4 日 

千町原の秋草刈り 11 月 23 日 

千町原草刈り隊 4 月～12 月第三木曜日 
 

予算 180,000 円 

補助金等 北広島町観光協会助成金（北広島町観光協会） 

（4）霧ヶ谷湿原の再生活動（305）	

事業の概要 湿原および草原の生態系を保全するために，地元地域と協力しながら草刈

りなどの作業を実施する． 

推進体制 事務局がボランティアを募集し，地元や関係機関と調整を取りながら実施

する． 

実施予定 
調査内容 実施予定日 

霧ヶ谷湿原の整備作業 4 月 22 日（実施済み） 
 

予算 15,000 円 

（5）芸北せどやま再生事業（306）	

事業の概要 芸北地域の里山にある木質資源を，バイオマスエネルギーとして活用する



 

  

ための「芸北せどやま再生事業」に参画する． 

また，里山の保全や活用といった視点から，芸北せどやま再生事業の広

報・普及を視察や学校受け入れ時に実施する． 

推進体制 職員 2名を雇用し，状況に応じて臨時作業員も雇用する． 

実施予定 通年実施 

予算 2,400,000 円 

補助金等  

４．情報発信事業 

（1）会報発行（401）	

事業の概要 本会の活動を記録し，会員が共有し，広報するための情報誌「苅尾」を発

行する． 

推進体制 理事が原稿を募集し，原稿がそろった段階で事務局に渡し，事務局が編集

する． 

実施予定 1 回発行 

予算 200,000 円 

（2）活動パンフレットの発行（403）	

事業の概要 西中国山地の活動や，認定NPO法人のしくみを紹介するパンフレットを

作成し，配布する． 

推進体制 事務局が編集・発行する． 

実施予定 随時 

予算 50,000 円 

（3）会議出席（405）	

事業の概要 事務局が，活動の普及などを目的とした会議などに出席する 

推進体制 事務局が対応する． 

実施予定 随時 

予算 10,000 円 

（4）報告会出席（406）	

事業の概要 活動を報告する会議などに出席する 

推進体制 事務局が対応する． 

実施予定 アメリカン・エキスプレス・リーダーシップ・アカデミー（時期は未定） 

予算 20,000 円 



 

  

（5）ファンドレイジング事業（407）	

事業の概要 研究会への共感・賛同を増やすことを目的とし，会員や参加者を増加させ

ることにつなげる活動を行う． 

推進体制 ファンドレイジング事業メンバーが推進する． 

実施予定 随時 

予算 150,000 円 

 

５．高原の自然館事業 

（1）高原の自然館活動（501）	

事業の概要 高原の自然館の諸活動を支援するために，展示や学習資料の開発，教育普

及プログラムの開発など，教育普及活動および必要な研究活動を支援す

る．教育委員会から事業を受託・実施する．また，高原の自然館来館者に

向けて，撮影した写真を有料で印刷するサービスを実施する．記録ととも

に話を聞く手段としても活用．地域住民からの情報収集や，散策者からの

フェノロジー調査を目的とする． 

推進体制 事務局員 2名をもって実施し，必要に応じて，臨時の職員を雇用する．ま

た，芸北トレッキングガイドの会メンバーにサポートとして在館を依頼す

る．  

実施予定 通年実施 

予算 2,400,000円 

高原の自然館受付等事業の委託料を充てる． 

（2）印刷サービス（503）	

事業の概要 高原の自然館来館者に向けて，記録のための印刷サービスを実施する． 

推進体制 事務局が対応する． 

実施予定 通年実施 

予算 5,000 円 

 

 

６．物品販売事業 

（1）物品販売（601-604）	

事業の概要 自然史科学の普及のために必要な書籍や物品の制作・販売を行う． 



 

  

推進体制 事務局が物品を仕入れて販売する． 

実施予定 通年実施 

予算 25,000 円 

 

７．印刷出版事業 

（1）印刷請負（701）	

事業の概要 自然史科学の普及のために必要な印刷物などの制作・印刷を請け負う． 

推進体制 事務局が対応する． 

実施予定 通年 

予算 8,000円 

８．運営事業 

（1）会の運営	

事業の概要 研究会の活動を推進するための事業を実施する． 

推進体制 事務手続き等のために，事務局員 1名を雇用する． 

実施予定 通年 

予算 4,000,000円 

 


