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第１号議案

平成27年度年度の事業及び決算報告の件

■2015年度事業目的と達成度

法人化に向けステップアップ！
～法人設立に向けた基盤づくり～
第９回リーダー会議＆総会での“2016年度法人設立”という決定を受け、
2015年度は、法人設立に向けた準備を進めると共に、会の運営基盤を
強化する。

目的の達成度
上記の目的を達成するため、2015年度は、「実施体制及び会則の検討」と「絵地図販売の強化」、「海外研修の
成果を発信する冊子のデータ版完成」の３つを重点事業として実施した。
その結果、「実施体制及び会則の検討」においては、一般社団法人化を目指して、幹事会で会則案を検討する
と共に、その内容を各ブロック幹事を通じて会員も公表し、その意見を集約した。また実施体制については、テレ
ビ電話を使った会議を開催しながら体制案を検討し、関係者間で調整するなど、今後の法人化を見通した。
「絵地図販売の強化」については、一昨年度実施した販売促進会議の結果を受けて、イベントへブース出展し絵
地図のＰＲを行ったり、流域店舗での販売協力のお願いなどを実施した。また幹事会主導での絵地図ＰＲプログラ
ムを検討し、サポート制度を利用したイベント開催にむけた流域の調査を実施した。このような販売促進事業を
行ったものの、大口の絵地図販売にはつながらず、800冊の目標のうち、売上数は153冊にとどまった。
「冊子のデータ版完成」については、新たに会員に向け理想とするリーダー像の提出依頼を行ったり、一般の読
者を想定した原稿の加筆など、編集委員を中心に編集作業に努めたが、データ版を完成することはできなかった。
以上、2015年度の目的として掲げた“法人設立に向けた基盤づくり“については、法人化に向けた具体的な準備
を進めることができ、リーダー会議の成功などにより会内に一体感を高められた一方で、絵地図の売り上げの伸
2
び悩みや冊子データ版を完成させることができず、当初の目的を十分に達成することはできなかった。

■平成27年度 実施事業
【キャッチ】 法人化に向けステップアップ！ ～法人設立に向けた基盤づくり～
区分

事業名

事業

政策提言
活動

回数

実施内容

【継続】
法人化に関する勉強会

中止

2016年度の法人設立をめざし、法人になるために必要となる手続きや会則な
どについて検討する会員参加の勉強会を年に１度開催する予定であったが、
内容については幹事会で検討し、事務局で対応したため開催しなかった。

【継続】会員からの提案による
政策提言及び地域支援サポー
ト制度

２回

３つの応募の中から「絵地図販売促進イベント開催に向けた藁科川の流域調
査」が採用され、関東ブロック会員の豊田氏と、東海北信越ブロック会員の今
永で、10/15に事前打ち合わせを行い、10/28-29で水辺の調査を実施した。
また調査結果を受け、河川基金へのH28年度助成申請を行った（不採用）。

【継続】
活動実践者への専門情報提供
（海外研修成果の冊子化）

通年

今年度５年目となる「環境先進地に学ぶ—環境活動への提言（略称／海外研
修成果発信PJ）」では、環境活動に関心のある一般の読者を想定し、テーマ
毎の原稿の加筆、校正及び装丁依頼等を行い、1/18に編集会議を開催する
など編集作業を進めたが、進行管理が甘く、データの完成には至らなかった

【新規】
地域団体の人材育成支援
（研修会開催依頼への対応）

３回

外部団体から研修開催の依頼があり、8/25エコネット近畿主催「広報につい
て」、10/31CONE主催「資金調達について」、11/26エコネット近畿主催「企画
づくりについて」の計３回、それぞれワークショップを企画し、実施した

環境ネット
ワーク構築
活動

【継続】第９回全国環境ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ﾘｰﾀﾞｰ会議・総会開催

１回

4/17-19の二泊三日の日程で第９回リーダー会議＆総会を、新潟県三条市
周辺地域で、一般財団法人セブンイレブン記念財団との共催で開催した。

【継続】ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ＆ML運営

通年

ホームページやSNSの情報更新及びメーリングリストの管理を適宜行った。

幹事会の
開催

【継続】幹事会及びパートナー
シップ会議の開催

３回

年３回、幹事会とパートナーシップ会議をそれぞれ開催した。また、開催に向
け日程･議題調整や資料準備、記録、議事録作成等を行った。

図書の販
売＆管理

【継続】図書の販売と管理

通年

絵地図の宣伝及び販売するため、イベントへのブース出展や、研修会等での
PR、販売協力店舗の開拓などを実施し、店舗への補充や在庫管理を行った。

事務会計

事務･会計

通年

会及び事業を円滑に運営するために、住宅エコポイント環境寄付への対応や、
会員の個人データ管理と更新・名簿の作成、新入会員の入会案内送付と受
付、月及び年度末の会計処理、助成申請書の作成と送付、関係者との連絡
調整、法人設立に向けた会則案の作成や、納税に向けた作業等を実施した

地域支援
活動

管理
運営

実施事業
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■平成27年度事業実施報告
Ⅰ．政策提言活動
①法人設立に向けた勉強会開催【継続／年１回】
＊法人設立に向けた体制や会則の検討などを幹事会中心に実施したため、会員を含んだ勉強会は今年度開催しなかった。

②会員からの提案活動サポート制度【継続／年１件】
＊目 的：ブロック間や同期生等、会員間のネットワークを強化し、会員自らの発案による自主的な活動を促進するため、
政策提言や地域支援に関して実施を希望する活動を会員から募集する。
＊審査基準：応募の中から、「当該会員が連携する意義」「会の目的との整合性」「計画の実現可能性」「活動の地域への波
及効果」の主に４つの観点から、幹事が採用する活動を決定する。
＊応 募：所定の書式（「提案活動サポート制度」申込書）を記入し、期間内に事務局へ提出する。
＊期 間：【募集期間】2015年４月20日（月）～2015年７月５日（日）18:00まで
【採用決定】2015年７月６日（月） スカイプ幹事会にて
【実施期間】2015年７月７日（水）～2016年１月22日（金）までの間
＊提 出：期間中に事務局まで、メールで送信。
＊条 件：１）会の目的である政策提言＆地域活動支援に合致するもの
２）ブロックや同期生など、２名以上の複数メンバーが関わる活動であること
３）年度内（１月22日まで）に実施できる活動であること
＊採用件数：原則１件
＊応募総数：３件
＊採 用：「写真家＆ナチュラリスト豊田直之氏とさぐる“水の惑星・藁科川ウォッチング”の開催」
＊申請者：今永正文（東海･北信越ブロック会員）
＊パートナー:豊田直之氏（関東ブロック会員）
＊申請目的：「水の惑星」「水の循環」といく大きな視点から豊田氏に藁科川をとらえなおして頂き、身近な川の魅力と保全の
必要性を普及啓発すると共に「藁科川散策絵図」の販促につなげる。
＊実施期日：2015年10月28日（水）～29日（木）
＊実施場所：藁科川流域（静岡市葵区日向）
＊実施内容：実施環境を整えることができなかったため、当初予定していた絵地図販促イベントは開催を中止したが、次年
度に複数回のプログラム開催を目指し、豊田氏と流域調査とイベント開催時に活用する映像データを撮影した。
＊成 果：①販促イベントの開催に向けて流域の状況が共有でき、プログラム概要について構想することができた。
②写真家から見た藁科川の新たな魅力が発見され、イベントに活用する画像データを撮影･収集することができた。
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Ⅱ．地域支援活動
①活動実践者へ専門情報提供／プロジェクト事業【通年・１件】
＊「環境先進地に学ぶ—環境活動への提言（略称／海外研修成果発信プロジェクト）」･･･継続／５年目
今年度５年目となる海外PJでは、環境活動に関心のある一般の読者
を想定し、会員から新たに「私の環境リーダー像」の文章を募ったり、一
端会員向け冊子でとりまとめられていたテーマ毎の原稿をブラッシュアッ
プするなど、文章の加筆訂正を行った。1/18には、編集委員と幹事が参
加しての編集会議を開催して、原稿をとりまとめた上で、文章の校正と
装丁を外部に依頼し編集作業を進めたものの、編集委員間で意思疎通
ができない時期が発生し、スケジュール管理が甘くなったことなどが原
因で、当初目標としていた年度内のデータ版の完成には至らなかった。

②活動団体の人材育成支援活動／研修会開催依頼への対応【３回】
②ー１ エコネット近畿主催「環境マネジメントセミナー」実施報告
→エコネット近畿からの依頼で広報をテーマとしたセミナーを開催した。
〇名 称：平成27年度大阪市NPO･市民活動企画助成事業
「みんなの大問題!?広報力・情報発信力アップ♪」
〇期 日：2015年８月25日（火）13:00～17:00
〇場 所：大阪市総合学習センター・メディア研修室
〇対 応：今永正文（全国環境ボランティアリーダー会／事務局長）
〇主 催：NPO法人エコネット近畿
〇テーマ：自分の普段の活動（イベント）を相手に伝えるチラシづくり
を通じて、“伝える力”をおさらいする。
〇参 加：14名 ※会員の仲津英治氏参加
〇成 果：行事後のアンケート調査の結果、全体としての満足度は高
く、具体的なワークを通じながら“伝える力のポイント”は整理
して伝えることができた。一方で、環境のセミナーなので、もっと環境に特化した話しが聞きたかったという感想や、
改良作業の時間が短かったなどの課題が挙げられた。環境団体のチラシをサンプルに上げ、一部内容の紹介を挿
入したり、改良する部分のポイントをしぼり作業してもらうなど、今後工夫したい。
〇収 入：謝金２万円（交通費実費分）
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②ー２．第16回CONE全国フォーラム分科会実施報告
→自然体験活動推進協議会CONEからの依頼で資金調達をテーマとした分科会を開催した。
〇名 称：第16回CONE全国フォーラムｉｎ白山
第10分科会「脱･助成金を目指してファンドレイジング入門」
〇期 日：2015年10月31日（土）9:00～16:00
〇場 所：白山青年の家・研修室
〇対 応：今永正文（全国環境ボランティアリーダー会／事務局長）
〇主 催：NPO法人支援体験活動推進協議会
〇テーマ：ファンドレイジングの基礎をおさらいし、いくつからの事例を
知り、現場の活動を想定した資金調達計画を作成すること
で、今後のファンドレイジングに取り組むきっかけを作る。
〇参 加：７名
〇成 果：午前は資金調達の基本的な考え方や事例などを紹介し、参加者間で現場のお金の実態について情報交換後、午後からはファン
ドレイジングの１つの方法として、クラウドファウンディングの企画書づくりを行った。アンケート結果によると、講義内容が分かり
やすかったという声や、具体的な資金調達方法を実践的に知ることが出来て良かったという感想があり、おおむねテーマを達成
することはできた。
〇収 入：謝金３万円（交通費実費分）

②ー３．エコネット近畿主催「環境マネジメントセミナー」実施報告
→エコネット近畿からの依頼で広報をテーマとしたセミナーを開催した。
〇名 称：平成27年度大阪市NPO･市民活動企画助成事業 「みんなの大問題!?企画力アップ♪協働パートナーや支援者に伝わる企画書」
〇期 日：2015年11月26日（木）13:30～17:00
〇場 所：大阪市総合学習センター・研修室
〇対 応：今永正文（全国環境ボランティアリーダー会／事務局長）
〇主 催：NPO法人エコネット近畿
〇テーマ：企画づくり
〇参 加：５名 ※会員の新田章伸氏が参加
〇成 果：行事後のアンケート調査の結果、全体として分かりやすかったという評価を得る
ことができた一方、作成した企画書に対して講師や参加者同士でフィードバック
をする時間を確保することができなかった。講座後に企画書を添削し、その結果
を参加者に送付することで補ったものの、前半部分に時間がとられていたため、
今後改善していく必要がある。
〇収 入：謝金２万円（交通費実費分）

6

Ⅲ．環境ネットワーク構築事業
①第９回全国環境ボランティアリーダー会議・総会開催
【主催者】全国環境ボランティアリーダー会＆一般財団法人セブン-イレブン記念財団
【期 日】2015年４月17日(金) 14:10～４月19日(日) 12:00
【参 加】全国環境ボランティアリーダー会 会員36名（参加率61％）
一般財団法人セブン-イレブン記念財団 職員２名
【テーマ】伝統と革新の“ものづくりのまち三条”に学び、法人開設に向けた道筋を立てよう
【目 的】伝統と革新の上に構築された“ものづくりのまち”として全国に名高い新潟県三条
市を会場に、その風土に培われた起業マインドを学び、それをもとに参加者間で
の意見交換と交流を図りながら、成果を共有し、法人設立に向けた今後の方向性
を考える。
【運 営】全国環境ボランティアリーダー会（幹事、東海･北信越ブロックメンバー、事務局）
【会 場】新潟県三条市及び新潟市秋葉区
［１日目］宿泊／三条市グリーンスポーツセンター
［２日目］会議／スノーピーク本社・会議室、宿泊／嵐渓荘
［３日目］会議／漢学の里 諸橋轍次記念館
【参加費】13,000円／人

【総括】
今年度は、現地コーディネーター及びホスト役を務めた
ブロック会員の尽力により、視察先や宿泊先などバランス
のとれた会場を選択することができ、そういった環境の中
でプログラムも円滑に運営することができ、参加した会員
のアンケート結果からも高い評価を得ることができた。お
おむね当初の目標を達成することができたものの、「法人
化に向けた合意形成」の部分で、情報の共有の仕方や話
し合いの進め方において、改善点すべき点があったと総
括された。
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【 管理運営 】

Ⅰ．幹事会及びパートナーシップ会議の開催と運営
【幹事会／年３回】
＊第1回幹事会及びパートナーシップ会議＠四ツ谷 2015年３月11日（水）
＊第2回幹事会＠四ツ谷
2015年10月２日（金）
＊第3回幹事会＠高尾の森自然学校
2016年１月19日（火）
【スカイプ幹事会】
＊幹事間の意思疎通を図りながら、運営状況を把握し、法人化に向
けた準備等、懸案事項を検討するため、３～翌２月の間に、合計1
0回の電話会議（スカイプ）を実施した。
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Ⅱ．図書販売と在庫管理
＊年間を通じ、発行した絵地図の宣伝と販売、在庫管理を行った。昨年度の販売促進会議を受け、会員の協力を仰ぎながら、
売り上げ目標を800冊として、出展したブースでの宣伝や、関連イベントなどでの販売を行ったが、売上げ数は153冊と目標を
大きく下回った。
【絵地図宣伝・販売実績】
2015年4/25（土） 「藁科川てくてくｳｫｰｷﾝｸﾞ」でのPR販売／販売数４冊
5/10（日） 「みどりフェスティバル」＠日比谷公園に出展
→会員の三枝氏、宮里氏サポート／販売数６冊
6/3（水） 「シニアあゆ釣り大会」ブース出展／販売数１冊
７月～
藁科川流域の２店舗（わらべ･ｵﾑｽﾘﾌﾞﾚ）販売協力依頼
7/19（日） 「川の生きもの調べ」テキストとして販売／販売数12冊
8/29（土） 「いい川づくりワークショップ」＠仙台でチラシ配布→会員の菅原氏ｻﾎﾟｰﾄ
9/6（日） 「わらしなマップづくり」講座での販売／販売数２冊
9/21（月） 「田舎暮らし体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」参加者資料として買取４冊
11/22（日） 「大川収穫祭」ブース出展／販売数２冊
2016年1/17（日） JOIN「移住･交流＆地域おこしフェア」出展ブースでのPR
1/30（日） 「しずおか川自慢大賞」でのPRと関係者へ販売／21冊
2/20（土） 「冬のわらしな自然たんけん隊」でのＰＲ／販売数７冊
※個人購入／販売数４冊
【協力店舗等での販売】
湯ノ島温泉＆玄国茶屋17冊、わらべ12冊、オムスリブレ13冊、水見色きらく市30冊、
大川地域振興協議会18冊

項目
売上目標

売上数
差引

冊数

2015.5.10 みどりのフェスティバルでの販売

金額
800

¥ 640,000

153
（800×90冊、1000×63冊）

¥ 135,000

647

¥ 505,000

2015.11.22 大川収穫祭での宣伝＆販売
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Ⅲ．事務・会計
＊住宅エコポイント環境寄付への対応（申請１回／８月 報告１回／12月）
＊会員の個人データ管理と更新・名簿の作成（適宜）
＊年会費納入状況の把握と未納者への対応
＊退会者への対応（６・11月）
＊大雨による自然災害発生時の会員の安否確認（９月）
＊新入会員の入会案内の作成･送付と入会手続き（11～12月）
＊ブロック別会員メールアドレス一覧の作成･送付･更新
＊月及び年度末の会計処理（毎月／２月）
＊法人設立届の作成･提出と、法人県民税･市民税の納付手続き
＊助成申請書の作成と送付（３月）及び申請金額のすり合わせ（12月）
＊実施報告書の作成と提出（３月）
＊パートナー及び関係者との連絡調整等（適宜）

2015年度版 全国環境ボランティアリーダー会 ブロック別メールアドレス一覧
役職

幹事

北海道
東北
ブロック
（９名）

監査

名前

PJ編集委員

E-mail

認定NPO法人 霧多布湿原ナショナルトラスト

trust-ito@kiritappu.or.jp

宮城県

カワラバン

masanosugawara@gmail.com

佐藤 丈晴

山形県

NPO法人 パートナーシップオフィス

t0422@beige.plala.or.jp

草野 竹史

北海道

NPO法人 ezorock

takeshi@ezorock.org

菊地 格夫

※コスタリカ

独立行政法人 国際協力機構（JICA）／NGO RASICA

tadawokikuchi@hotmail.com

荒井一洋

北海道

NPO法人 大雪山自然学校

arai@daisetsu.or.jp

池田 誠

北海道

大沼マイルストーン22

ikeda@hif.or.jp

麻生 翼

北海道

NPO法人 森の生活

tsubasa0831@gmail.com

佐々木 豊志

宮城県

NPO法人くりこま高原・地球の暮らしと自然教育研究所

sasakitoyoshi@gmail.com

舟津 宏昭

山梨県

富士山アウトドアミュージアム

hiro272mt.fuji@gmail.com

木村 尚

神奈川県

NPO法人 海辺つくり研究会

umibeken@nifty.com

鈴木 眞智子

神奈川県

NPO法人 とどろき水辺

machiko@todoroki.org

東京都

NPO法人 気候ネットワーク

momoi@kikonet.org

三枝 信子

神奈川県

NPO法人 川崎フューチャー・ネットワーク

kawasakifuture@gmail.com

田中 博子

東京都

フリーランス

piropiro@jc4.so-net.ne.jp

橋爪 慶介

東京都

ＤＥＸＴＥ－Ｋ

hashikei@dexte-k.com

田村 裕美

東京都

一般社団法人 ソーシャルテクニカ

tmrym@nifty.com

林 健児郎

東京都

公益社団法人 日本キャンプ協会

ken@outdoornavi.org

加藤 大吾

山梨県

NPO法人 都留環境フォーラム

daigo@earth-c.info

豊田 直之

神奈川県

NPO法人 海の森・山の森事務局

toyo-da@nifty.com

オブ ザーバー会員

三浦 正宏

栃木県

宇都宮市役所

gantzer_medchien@yaooo.co.jp

〃

宮里 知江

東京都

㈱セブン銀行

miyazato-tomoe@sevenbank.co.jp

馬塚 丈司

静岡県

NPO法人 サンクチュアリエヌピーオー

tctmazu@ipc.shizuoka.ac.jp

樋口 克孝

岐阜県

ギフチョウの会

higuchi_katsutaka@yahoo.co.jp

事務局 今永 正文

静岡県

プロセスコンサルタントWARAKU

imanaga1970@hotmail.com

原 淳一

新潟県

NPO法人 アキハロハスアクション

hara@ala.or.jp

山田 勇

長野県

NPO法人 わおん

y_136@s3.dion.ne.jp

鳥羽 和明

新潟県

エコライフを楽しむ会

kazuaki@kazuaki.jp

角屋 暢洋

新潟県

魚沼寺子屋実行委員会

nobuhiro@yo-2.com

本間 莉恵

新潟県

みらいずworks

pekopon1111@yahoo.co.jp

唐澤 晋平

愛知県

ＮＰＯ法人 日本の森バイオマスネットワーク

karasawa@jfbn.org

萩野 由紀

石川県

まるやま組

snowhagino@gmail.com

大室 由佳

新潟県

NPO法人 アキハロハスアクション

red-machinegun.boo@docomo.ne.jp

高林 麗果

新潟県

NPO法人 アキハロハスアクション

watanabesan0713@yahoo.co.jp

藤井 徳子

富山県

富山 森のこども園

famfujii@yahoo.co.jp

佐治 真紀

愛知県

NPO法人 ひと・まち・これから

makimaky@mail.goo.ne.jp

藤井 朋子

新潟県

NPO法人 アキハロハスアクション

fujii@ala.or.jp

新田 章伸

大阪府

NPO法人 里山倶楽部

nittapoc@ceres.ocn.ne.jp

北島 直幸

兵庫県

国立淡路青少年交流の家

n_kitajima@outlook.jp

吉田 浩巳

奈良県

NPO法人 大和まほろばNPOセンター

CZE10053@nifty.ne.jp

重栖 隆

和歌山県

NPOわかやま環境ネットワーク

omo@jtw.zaq.ne.jp

口井 隆司

和歌山県

ＮＰＯ法人 紀州えこなびと

kuchii1128@gmail.com

平山 奈央子

滋賀県

滋賀県立大学 環境科学部

mini_naoko@hotmail.com

仲津 英治

滋賀県

NPO法人 エコネット近畿

ekovogel-nakatsu@kbh.biglobe.ne.jp

牧野 美奈

愛媛県

雨水学舎

bibibimyoga37@yahoo.co.jp

宮嶋 啓太

大阪府

ＮＰＯ法人 ＮＡＣ

miyajima@actland-yao.jp

松田 直子

京都府

㈱Hibana 京都ペレット町家ヒノコ

matsuda@hibana.co.jp

菊間 彰

愛媛県

よろず体験事務所をかしや

a.kikumaro@nifty.com

南 結香子

広島県

サダナフォレスト

0dy3215f20w519f@ezweb.ne.jp

小倉 加代子

島根県

認定NPO法人 自然再生センター

ogura@sizen-saisei.org

岡 裕二

熊本県

ＮＰＯ法人 九州流域連携会議

yuzioka@mocha.ocn.ne.jp

右田 いくみ

熊本県

球磨川水系ネットワーク

ikumix20jp@ybb.ne.jp

矢野 博巳

長崎県

とりかぶと自然学校

yanobe-@ngs2.cncm.ne.jp

宮原 美智子

熊本県

NPO法人九州環境サポートセンター

smyalove@sf7.so-net.ne.jp

梅田 幸代

熊本県

ＥＳＤキッズクラブ

yukiyo-sc@festa.ocn.ne.jp

川野 智美

大分県

九重ふるさと自然学校

skawano@7midori.org

立山 芳輝

熊本県

NPO法人 九州環境サポートセンター／チェスト！

chest-tachiyama@aioros.ocn.ne.jp

園田 敬子

熊本県

ＮＰＯ法人 環境ネットワークくまもと

sonoda.keiko.mail@gmail.com

池田 真里子

大分県

九重ふるさと自然学校

mattarivietnam@gmail.com

豊田 菜々子

長崎県

NPO法人 環境保全教育研究所

nanako-ikitsuki@hotmail.co.jp

桑野 恭子

大分県

認定NPO法人 地域環境ネットワーク

rxa04312@nifty.com

藤浦 清香

鹿児島県

NPO法人 森の学校楠学園

saya@naturalstance.jp

泉 香苗

福岡県

九州エコライフステージ実行委員会

c_design@hotmail.com

花城 篤史

沖縄県

NPO法人 おきなわグリーンネットワーク

hanashiro@okinawagreen.net

ﾌﾞﾛｯｸ幹事

東海
北信越
ブロック
（15名）

近畿
四国
ブロック
（13名）
ﾌﾞﾛｯｸ幹事

九州
ブロック
（14名）

所属団体

北海道

菅原 正徳

代表幹事 桃井 貴子

関東
ブロック
（11+２名）

主な活動場所

伊東 俊和

ﾌﾞﾛｯｸ幹事

PJ編集委員

全会員64名

2016/1/16現在
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■年間実施スケジュール

年月

主な事業内容

その他

2015年３月

助成申請事業報告書及び次年度申請書作成
第１回「幹事会＆パートナーシップ会議」開催（3/11）
スカイプ幹事会開催（3/31）

HP･SNS更新、ML管理
海外PJ編集作業、絵地図販売･管理

〃 ４月

スカイプ幹事会開催（4/12）
監査対応（4/17）
「第９回リーダー会議＆総会」開催＠新潟県三条市（4/17-19）
サポート制度申請募集（4/20～7/5）

〃

〃 ５月

「みどりフェスティバル」ブース出展＠日比谷公園（5/10）

〃

〃 ６月

パートナーシップ協定更新（6/1）
スカイプ幹事会開催（6/8）

〃

〃 ７月

サポート制度支援活動審査＆決定（7/6）
スカイプ幹事会議開催（7/6･7/31）

〃

〃 ８月

エコネット近畿主催「環境マネジメントセミナー」実施＠大阪（8/25）

〃

〃 ９月

スカイプ幹事会開催（9/1）

〃

〃 10月

第２回「幹事会＆パートナーシップ会議」開催＠四谷（10/2）
サポート制度提案事業「藁科川流域の調査と撮影」実施（10/28-29）
CONE全国フォーラム分科会開催＠石川県白山市（10/31）

〃
第18回海外研修開催

〃 11月

新入会員への入会案内の発送と、入会手続き対応（11/11～12月）
スカイプ幹事会開催（11/12）

HP･SNS更新、ML管理
海外PJ編集作業、絵地図販売･管理

〃 12月

スカイプ幹事会開催（12/14）
パートナーへの来年度の助成申請概算要求

〃

2016年１月

「海外研修成果発信プロジェクト編集会議」開催＠高尾の森（1/18）
第３回「幹事会」開催＠高尾の森自然学校（1/19）

〃

〃 ２月

事業報告･会計報告まとめ、事業計画･収支計画作成
スカイプ幹事会開催（2/22･2/26）

〃
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■平成27年度会計報告
科

目

単位／円
当初予算額

決算額

増減

説明

Ⅰ収入の部

会費

189,000

176,000

▲13,000

1,290,000

1,290,000

０

全国環境ボランティアリーダー会 運営助成

1,450,000

1,450,000

０

全国環境ボランティアリーダー会 リーダー会議開催助成

０

4,170

4,170

429,000

429,000

0

０

70,000

70,000

640,000

135,000

▲505,000

0

238

238

257,109

257,109

0

4,255,109

3,811,517

▲422,592

政策提言活動

70,000

21,497

48,503

地域支援活動

54,000

156,346

▲102,346

2,002,000

1,987,940

14,060

幹事会開催費

364,160

372,922

▲8,762

幹事交通費

図書の販売＆管理

605,000

66,504

538,496

作業人件費、消耗品費、在庫スペース借用料、旅費交通費

事務会計

902,840

957,774

▲54,934

257,109

248,534

8,575

4,255,109

3,811,517

443,592

助成金
寄付金
事業収入

絵地図売上金
雑収入
前期繰越金
収入合計

入会金を第18回研修生より1,000×6名、年会費は62名×3,000円

住宅エコポイント寄付金

リーダー会議自己負担分 33名×13,000円
研修会開催講師謝金（20,000×２回、30,000×１回）

153冊（800円×90冊、1,000×63冊）
利息（ゆうちょ銀行227円、三井住友銀行11円）
前年度繰越金

Ⅱ支出
事業費

環境ネットワーク構築活動

法人化に向けた勉強会、会員からの提案活動サポート制度
海外研修成果発信プロジェクト
第９回全国環境ボランティアリーダー会議開催、HP&MLの管理運営

管理運営費

次期繰越金
当期支出合計

委託費、サーバーレンタル料、消耗品費、通信運搬費 等
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