
平成 29年度の事業報告書 

（平成 29年 4月 1日～平成 30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 
 平成 29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）

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

平成２9年度「鳥取・島根広域連携協働事

業」海藻資源の利用による自然循環型地域社

会の構築　実践

小倉 通年 中海周辺 15人
中海周辺

住民
2,091

中海浚渫窪地の環境修復実証事業に係る環境調査

業務（平成29年度）【中国電力(株)】
桑原(智) 通年 中海 15人

漁師・中海

周辺住民
12,325

中海覆砂地区および浚渫窪地における二枚貝生息

環境改善モニタリング調査業務（平成29年度）

【中国電力(株)】

川上 通年 中海 5人
漁師・中海

周辺住民
2,525

⑦その他、この法人の目的を達

するために必要な事業

平成29年度自然再生協議会を対象とした社会学

的評価試行業務【環境省】
小倉 未定

主たる

事務所
8人 不特定多数 851

小計 17,792

【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

流域の環境調査 齊藤 通年 中海～宍道湖 5人 不特定多数 125

②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
202

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

育てる活動

・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）

・ゴズ釣りとゴズ調理（本庄幼稚園）

桑原(弘) 通年 中海周辺 10人
中海周辺

児童
108

・夏休み　小中学生対象

宍道湖サマースクール

桑原(弘)

辻井

桑原(知)

7月 宍道湖周辺 5人
宍道湖周辺

児童
122

自習スペース企画の協議
桑谷

小倉
6・9月 宍道湖周辺 5人

宍道湖周辺

児童
61

ふれる活動

・天神川水草刈りと生き物調査
桑原(弘) 7月 天神川 20人

中海・宍道湖

周辺住民
46

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

・中海・宍道湖の食を広めよう会
柏木

小倉(綾)

4,6,10,12,

2月
主たる事務所 5人 不特定多数 257

・赤貝・スジアオノリようかん販売 小倉 通年
主たる事務所

本庄道の駅他
不特定多数 72

つたえる活動

・なかうみちゃんの着ぐるみを使った活動

・HP,Facebook,ブログ,ニュースレターでの情報

発信

・YEAR BOOK（事業報告書）の作成

桑谷 通年

中海・宍道湖

周辺、主たる

事務所

5人 不特定多数 524

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 6月～12月 中海周辺 5人 不特定多数 210

歴史・まちづくり部会 徳岡 通年
主たる

事務所
5人 不特定多数 0

小計 1,727

合計 19,519

③汽水域の自然再生及び環

境保全に関わる事業

※　事業名の番号は定款に記載している番号です



３．事業実施体制 

（１）会議に関する事項 

①通常総会 

開催日 平成 29年 6月 10日（土曜日） 

開催場所 松江テルサ 研修室１ （松江市朝日町 478-18 JR松江駅前） 

出席者 30名 書面表決者 23名 表決委任者 31名（正会員総数 115名） 

報告事項 平成 28年度事業・会計・会計監査報告、平成 29年度事業計画・予算計画・活動予算報告 

決議事項 役員改選 

②理事会 

第 1回 平成 29年 4月 22日 11：00～13：30 自然再生センター事務所 

    審議事項：目的・理念・中長期目標について、定款変更（案）について、監事追加（案）について 

協議事項： 顧問設置について、平成 28年度事業報告、平成 28年度決算報告、平成 29年度事業計画 

     平成 29年度予算計画、子どもたちのための自習スペース（仮）実施の提案について 

第 2回 平成 29年 5月 20日 10：00～13：00 自然再生センター事務所 

    審議事項：H28年度事業報告、H28年度決算報告、H29年度事業計画、H29年度予算計画について 

協議事項：人材育成について、中長期目標について、顧問および組織図について、子どもたちの為の

自習、子どもたちのための自習スペース事業について、 

第 3回 平成 29年 8月 4日 17：30～20：30 自然再生センター事務所 

協議事項：組織図について、受託事業の進め方について、H29 年度予算修正について、人材育成につ

いて、中長期目標について、自主事業開発について 

第 4回 平成 29年 10月 13日 17：30～20：30 自然再生センター事務所 

        審議事項：社会学的評価業務および議決の結果、受託事業（中国電力）の必要経費の内訳、委託事業

の進め方整備 

    協議事項：中長期目標（キャッチフレーズ）の策定、寄付・会費・助成金などの資金調達について、

インターンシップ受入事業、理事の再選任期、流域環境調査 

第 5回 平成 29年 12月 15日 17：30～20：00 自然再生センター事務所 

    審議事項：理事会進行方針、事務局員・パート退職およびそれに伴う新規採用、中国電力委託事業の

契約の法的リスク回避 

    協議事項：寄付強化月間の役割分担、理事の役割・プロジェクトリーダーの役割、次期役員改選、自

由楽習スペースの試行開始  

第 6回 平成 30年 2月 16日 17：30～20：00 自然再生センター事務所 

    審議事項：新規職員雇用（キャリアアップ助成金採用予定） 

    協議事項：中海自然再生協議会と認定 NPO 法人自然再生センターとの関係、各理事の課題と今後の

方向性における理事の役割について、調査研究部門野の各プロジェクト成果発表会につい

て、弊政 30 年度事業計画と予算計画、財政状況（経年変化、収入と支出・管理者・事業

費）、役員報酬について 

第 7回 平成 30年 3月 23日 18:00～20：00 自然再生センター事務所 

    審議事項：役員報酬（規約への明記） 

    協議事項：今後の委託事業の在り方、各理事の課題と今後の方向性における理事の役割 

         平成 30年度事業計画と予算計画について、正会員費・賛助会員（正会員費の値上げ）、 

         定款変更、総会の議事次第確認、 

（2）会員（平成 30年 3月 31日現在） 

① 正会員 122名 

②賛助会員（団体・法人）19団体 

③賛助会員（個人）65名 

④中海浚渫窪地環境修復研究会 9団体 

（3）寄付数 

 ・1,263,009円（176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

ーの事業報告書を冊子にした YEAR BOOK2017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。 

 「共感して寄付したよ！うん、活動に納得したから今年もね♪」を合言葉に、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。 


