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平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで 
 
 
 
  

 
 特定非営利活動法人 自然環境復元協会  
 １ 事業の成果 

① 環境教育及び環境人材の育成に係る活動 
(1) 環境再生医資格認定講習及び認定 

4会場で開催し、一般講習会69名、認定校354名を育成・認定した。環境再生医の更新は、対象
者59名のうち19名が更新した。 

(2) 環境再生活動事例発表会 
3か所にて発表会及び視察会を開催した。 

② 身近な自然環境の保全・復元・維持管理に係る活動 
(1) 身近な自然環境を保全維持管理する「レンジャーズ・プロジェクト」－広域モデルの実践－ 

東京都・神奈川県・埼玉県にて活動を688名の参加者と62回活動を行った。 
緑の夢かなえます事業にてNPO法人よこはま里山研究所より受託し、レンジャーズ・プロジェ
クトのシステムを提供した。 

(2) 杉並区の都市公園におけるビオトープ・田んぼ・緑地保全プロジェクト 
セブン-イレブン記念財団からの助成金で活動に必要な材料・工具購入に充てられた。 

(3) 海の森苗木づくりボランティア 
東京都港湾局による都民協働プログラムである「海の森」苗木育成プログラムに参加し、有賀
一郎理事が苗木育成を行っている。 

(4) 【復興支援】大谷小学校緑化計画 
NECソフトからの寄付にて大谷小学校校庭にある仮設住宅内の緑化計画検討を開始した。 

(5) 【復興支援】大谷小学校ビオトープ 
子どもたちの心のケアを目的に学校ビオトープづくりを行った。 

(6) 【復興支援】手のひらに太陽の家プロジェクト ビオトープづくり 
復興共生住宅へのビオトープづくりを開始できた。 

(7) 【復興支援】宇宙フライト種子 
宇宙フライト種子による朝顔のカーテンとヒマワリについて、子ども向け絵本を作成した。 

③ 農山漁村の活性化及び環境保全型農林業に係る活動 
(1) 食と地域の交流促進対策交付金（グリーン・ツーリズム） 

静岡県里山復興協議会より事務の一部を受託し、グリーン･ツーリズムの推進を行った。 
(2) 食と地域の交流促進対策交付金（田舎で働き隊） 

南三陸森林･林業･住居再生協議会より研修生募集・選定業務を受託した。 
(3) 地域マネジメント人材の育成と派遣による、互恵的協働社会創出事業 

集落周辺の住民・都市部の人材・専門家・NPO・大学等と支え合いながら、各種の地域協力活動
に従事できた。 

(4) 平成24年度棚田・里地保全活動支援業務 
静岡県土の棚田・里地保全活動の支援を行い、多面的機能を持つ棚田や里地の維持・保全に貢
献した。 

(5) 水・土・里の底力発見ツアー 
静岡県農地計画課より受託し、城壕用水施設（静岡県）等の農村体験学習会を開催した。 

(6) 「コウノトリが飛来する自然環境の復元」湿地帯保全活動 
コウノトリの保全を視野に入れた湿地帯保全活動を展開することにより、水系、県外を超えた
連携への展開が見えた。 

(7) 【復興支援】三陸復興の森 植樹祭 
大槌町と釜石地方森林組合と共催で大槌町被災林の再生活動を行った。 

(8) 【復興支援】稲作におけるモミガラ等を用いた放射性物質の除去・低減技術システムの普及 
福島県の農地再生のための勉強会等を開催し、普及活動を開始できた。 

 
 
 
 
 
 
 
 



２ 事業の実施に関する事項 
 （１）特定非営利活動に係る事業 
 

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

受益対象者 
の範囲及び 
人 数 

事業費の 

金額 

（千円） 

 

 

①環境教育
及び環境人
材の育成に
係る活動 

環境再生医資格認定講習 

11/23.24 
12/23,24 
1/12,13 
2/9,10 
通年 

北海道 
東京 
静岡 
東京（上級） 
全国の大学等 

10人 
10人 
7人 
7人 
5人 

8人 
46人 
7人 
8人 
354人 

1,602 

環境再生活動事例発表会 
10/20 
11/11 
2/16 

北海道 
福島 
東京 

3人 
2人 
3人 

15人 
11人 
50人 

90 

環境再生医テキスト 通年 全国 1人 1,000人 79 

環境教育出前講座 10/18 
横浜市笠間小
学校 

1人 124人 10 

宗像基金 
11/11 
2/23 

福島県 2人 100人 135 

②身近な自
然環境の保
全・復元・
維持管理に
係る活動 

身近な自然環境を保全・
維持管理する「レンジャ
ーズ・プロジェクト」－
広域モデルの実践－ 

通年 
埼玉、東京、
千葉、神奈川 

5人 799人 3,046 

杉並区の都市公園におけ
るビオトープ・田んぼ・
緑地保全プロジェクト 

通年 杉並区 2人 東京都民 106 

 
海の森苗木づくりボラン
ティア 

通年 
東京都、横浜
市 

2人 東京都民 0 

 
【復興支援】大谷小学校
緑化計画 

通年 気仙沼市 2人 100世帯 0 

 
【復興支援】大谷小学校
ビオトープ 

通年 気仙沼市 3人 
大谷小・中学
校 

559 

 【復興支援】手のひらに
太陽の家プロジェクト 
ビオトープづくり 

1月～3月 登米市 3人 施設利用者 33 

 

【復興支援】宇宙フライト
種子 

6月～3月 
気仙沼市、大
洗町 

2人 

大谷小・中学
校、津谷小学
校、大貫小学
校 

555 

 ③農山漁村
の活性化及
び環境保全

食と地域の交流促進対策交
付金（グリーン・ツーリズ
ム） 

6月～3月 静岡市葵区 5人 区民 727 



 型農林業に
係る活動 食と地域の交流促進対策交

付金（田舎で働き隊） 
6月～9月 南三陸町 2人 

南三陸町の森
林関係者 

19 

 地域マネジメント人材の育
成と派遣による、互恵的協
働社会創出事業 

4月～3月 富士宮市 5人 柚野集落 4,375 

 
平成24年度棚田・里地保全
活動支援業務 

7月～3月 静岡県 2人 静岡県民 622 

水・土・里の底力発見ツア
ー 

7月～9月 静岡県 3人 
体験会参加者
40人 

261 

 「コウノトリが飛来する自
然環境の復元」湿地帯保全
活動 

4月～3月 大洗町 3人 
勉強会・体験
会等参加者33
9人 

812 

 

 
【復興支援】三陸復興の森
 植樹祭 

5月～7月 大槌町 2人 大槌町民 3,501 

 【復興支援】稲作における
モミガラ等を用いた放射性
物質の除去・低減技術シス
テムの普及活動 

4月～3月 福島県 4人 福島県内農家 249 

 

"田舎で働き隊" 4月～6月 東京 1人 11地区の集落 313 

 

ふるさと部門 通年 東京 1人 農山漁村 48 

 

震災復興(一般寄付) 通年 
宮城県、福島
県 

1人 宮城県 47 

 

震災復興(共通) 通年 
宮城県、福島
県 

2人 
宮城県、福島
県 

3,735 

 

復興支援サイト制作等 4月～10月 
宮城県、茨城
県大洗町 

2人 
宮城県、茨城
県大洗町 

1,059 

 
その他の農山漁村の活性
化及び環境保全型農林業
に係る活動 

通年 全国 2人 全国 1,365 

  
 
 
 



書式第１３号（法第２８条関係）

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで

特定非営利活動法人自然環境復元協会
（単位：円）

科　　　　　　　目
Ⅰ経常収益
　　1.受取会費 2,448,000
　　2.受取寄付金 7,808,152
　　3.受取助成金 3,580,625
　　4.事業収益
　　　　自主事業収益 3,994,460
　　　　受託事業収益 7,373,942 11,368,402
　　5.その他収益
　　　　雑収益 6,259
　経常収益合計 25,211,438

Ⅱ経常費用
　1　事業費
　　（1）人件費
　　　　　給料手当 4,764,950
　　　　　雑給 599,050
　　　　　法定福利費 168,105
　　　　　福利厚生費 181,941
　　　　　人件費計 5,714,046
　　（2）その他経費
　　　　　旅費交通費 3,231,828
　　　　　通信費 910,856
　　　　　消耗品費 540,894
　　　　　消耗器具備品費 247,253
　　　　　図書印刷費 1,424,466
　　　　　会場費 232,730
　　　　　会議費 640,019
　　　　　諸謝金 1,077,414
　　　　　委託費 8,544,250
　　　　　ﾚﾝﾀﾙﾘｰｽ料 382,840
　　　　　雑費その他 412,551
　　　　　その他経費計 17,645,101
　　　事業費計 23,359,147
　2　管理費
　　（1）人件費
　　　　　給料手当 7,136,000
　　　　　法定福利費 1,074,452
　　　　　福利厚生費 70,421
　　　　　人件費計 8,280,873
　　（2）その他経費
　　　　　旅費交通費 693,240
　　　　　通信費 344,720
　　　　　新聞図書費 228,733
　　　　　リース料 322,097
　　　　　租税公課 416,208
　　　　　地代家賃 720,000
　　　　　水道光熱費 216,000
　　　　　雑費その他 999,471
　　　　　その他経費計 3,940,469
　　　管理費計 12,221,342
　経常費用計 35,580,489
　当期正味財産増減額 △ 10,369,051
　前期繰越正味財産額 23,202,795
　次期繰越正味財産額 12,833,744

平成２４年度　活動計算書

金　　　　　　　　　　　額



書式第１５号（法第２８条関係）

 平成２５年 ３月３１日現在

特定非営利活動法人自然環境復元協会

科　　　　　　　　　　目
Ⅰ資産の部

　１　流動資産
　　　現金預金 7,534,809
　　　未収入金 5,508,592
　　　前払費用 131,700
　　　立替金 0
　　　仮払金 8,950
　　　流動資産合計 13,184,051

　２　固定資産
　　　出資金 350,000
　　　固定資産合計 350,000

　資産合計 13,534,051

Ⅱ負債の部

　１　流動負債
　　　未払金 504,755
　　　預り金(源泉所得税・社会保険料) 167,552
　　　前受金 28,000
　　　流動負債合計 700,307
　負債合計 700,307

Ⅲ正味財産の部
　　　前期繰越正味財産額 23,202,795
　　　当期正味財産増減額 △ 10,369,051

　正味財産合計 12,833,744

　負債及び正味財産合計 13,534,051

平成２４年度　貸借対照表

（単位：円）
金　　　　　　　　　額



書式第１７号（法第２８条関係）

 平成２５年３月３１日現在

          特定非営利活動法人自然環境復元協会

科　　　　　　　　目
Ⅰ資産の部
　１　流動資産
　　　現金 46,170
　　　普通預金　（三菱東京ＵＦＪ銀行神田支店） 1,578,849
　　　普通預金２（三菱東京ＵＦＪ銀行神田支店） 1,726,657
　　　普通預金/寄付（三菱東京ＵＦＪ銀行神田支店） 1,473,746
　　　郵便振替口座　　（本郷郵便局） 25,598
　　　郵便貯金 2,683,789
　　　預け金（SBIｷｬﾋﾟﾀﾙ／ﾈｯﾄ銀行） 0
　　　未収入金(独立法人環境再生保全機構他) 5,508,592
　　　前払費用(次期経費諸口) 131,700
　　　立替金 0
　　　仮払金 8,950 13,184,051
　２　固定資産
　　　出資金(東京ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞﾝｸ) 350,000
　　　固定資産合計 350,000

　資産合計 13,534,051

Ⅱ負債の部
　１　流動負債
　　　短期借入金(会員他0口) 0
　　　未払金(事務費管理費諸口) 504,755
　　　預り金(源泉所得税・社会保険料) 167,552
　　　前受金 28,000
　　　仮受金 0 700,307

　負債合計 700,307

　正味財産 12,833,744

平成２４年度　財産目録

（単位：円）
金　　　　　　　　　　額


