
書式第１２号（法第２８条関係） 
 
 
 

平成 25 年 度  事 業 報 告 書 
 

平成25年4月1日から 平成26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 

・北海道、11/23-24、北海道工業大学、受講者数（初級2名、中級2名） 
・東京都、1/11-12、拓殖大学・サンシティ、受講者数（初級9名、中級11名、上級3名） 

(2) 認定校制度 
・30校より合計302名の認定者を輩出した。 

(3) 環境再生活動事例発表会 
・北海道、10/19、札幌科学技術専門学校、参加者17名 
・福島県、12/15、wiz国際情報工科大学校、参加者55名 
・東京都、1/11、拓殖大学60名 

(4) 更新・再登録 
対象者282名のうち、45％以上が更新を行った。 

② 身近な自然環境の保全・復元・維持管理に係る活動 
(1) レンジャーズ・プロジェクト 

東京テクニカルカレッジ専門学校の学生受け入れや企業受け入れ特別プログラムの実施等を行
った。 

(2) 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
－ 
主に環境再生保全機構の助成金により、東京都・神奈川県・埼玉県にて活動を延べ688名の参加
者と56回行った。天候等による中止は6回。企業からの特別メニューの受託や雑誌「NHK趣味の
園芸」と「バイラ」（集英社）より取材も受け、掲載された。 

(3) 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パンフレット等の資料を制作。 

(4) みどりのボランティア希望者と、ボランティア募集団体のマッチング事業 
NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンドより助成を受け、「スマートフォン向けペー
ジ及び初心者向けページの強化」「ボランティアの派遣」「参加レポート等によるコミュニケー
ションの充実」を行った。 

(5) 手のひらに太陽の家プロジェクト ビオトープづくり 
宮城県登米市にある、復興共生住宅「手のひらに太陽の家」の敷地内にビオトープづくりを行
った。 

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) 新しい公共支援事業（静岡県） 

6月、柚野の里を学生たち5名が巡りレポート報告を行った。8月、縄文の里大鹿館にて、棚田ネ
ットワークを講師に招き、WEB講習会を開催した。 

(2) 都市農村共生・対流総合対策交付金（気仙沼） 
大谷いのちをつなぐ田んぼの会より事務作業、生態系調査等を受託して活動を行った。 

(3) 都市農村共生・対流総合対策交付金（郡山） 
逢瀬いなか体験交流協議会より事務作業、放射線調査等を受託して活動を行った。 

(4) 都市農村共生・対流総合対策交付金（鴨川） 
鴨川ホーリーハウス協議会より事務作業・広報等を受託して活動を行った。 

(5) 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 
水田におけるモミガラ等による放射性物質の除去・低減技術システムの実験と一般農家への普
及活動を行った。 

(6) い・ろ・は・す“地元の水”応援プロジェクト 
コカ･コーラからの、平成26年3月10日より同年9月30日までの間の、「い･ろ･は･す」製品の売上
げの一部寄付を活用し、全国19カ所程度にてホタルが生育できる環境の整備活動を行う。平成2
5年度はこのための実施体制づくり、支援内容の検討、協力団体の選定等を行った。 

(7) 水土里ウォーキング 
静岡県農地計画課より受託し、2/15に都市住民を対象としたウォーキングを富士・富士宮市に
て開催する準備を行った。当日は大雪のため中止となった。 



(8) 大谷小学校ビオトープ 
気仙沼市本吉町にある大谷小学校ビオトープの維持管理作業を行った。 

④ 自然体験学習に係る活動 
  なし 
⑤ テキスト等の出版に係る活動 

(1) その他の活動 
資料配布収入があった。 

⑥ 社会啓発や情報発信等に係る活動 
(1) ニュース・レター 

広報チームを新たに編成し、ニュース･レターを11月・1月に発行した。 
(2) ホームページ 

TOPページのスライダー変更作業を行っている。 
⑦ 自然環境の復元の学術的発展に貢献する活動 
  なし 

 
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 
1/11-12 

北海道 
東京 

5人 
6人 

4人 
23人 

570 

認定校 通年 全国 3人 185人 223 

環境再生活動事例発表会 
10/19 
12/15 
1/11 

北海道 
福島 
東京 

3人 
2人 
6人 

17人 
55人 
60人 

70 

環境再生医更新・再登録 通年 全国 3人 282人 350 

環境教育及び環境人材の
育成に係るその他の活動 

通年 全国 3人 3,800人 340 

②身近な自
然環境の保
全・復元・
維持管理に
係る活動 

レンジャーズ・プロジェ
クト 

通年 
埼玉、東京、
千葉、神奈川 

6人 502人 278 

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 

6人 502人 2,739 

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 杉並区民 187 

 
モバイル・コミニュケーシ
ョン・ファンド 

3月 
埼玉、東京、
千葉、神奈川 

6人 0人 0 



 
手のひらに太陽の家プロジ
ェクト ビオトープづくり 

通年 宮城県登米市 5人 
福島県内の親
子 

2,161 

  身近な自然環境の保全・
復元・維持管理に係るそ
の他の活動 

通年 全国 6人 全国 5 

 

③農山漁村
の活性化及
び環境保全
型農林業に
係る活動 

大谷小学校ビオトープ 通年 
宮城県気仙沼
市本吉町 

3人 
大谷小学校生
徒等 

204 

 
食と地域の交流促進対策交
付金(ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ)静岡 

4月 静岡県 2人 静岡県 19 

 
新しい公共支援事業（静岡
県） 

通年 富士宮市 3人 柚野集落 509 

 
都市農村共生・対流総合対
策交付金（気仙沼） 

通年 
宮城県気仙沼
市本吉町 

3人 本吉町集落 823 

 
都市農村共生・対流総合対
策交付金（郡山） 

通年 
福島県郡山市
逢瀬町 

3人 逢瀬町集落 1,147 

都市農村共生・対流総合対
策交付金（鴨川） 

通年 千葉県鴨川市 3人 鴨川市内 1,420 

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 

通年 福島県 1人 福島県内 0 

い・ろ・は・す“地元の
水”応援プロジェクト 

3月10日～3月
31日 

全国 3人 全国 131 

地域住民活動支援業務 1月～2月 
静岡県富士
市・富士宮市 

3人 0人 199 

農山漁村の活性化及び環
境保全型農林業に係るそ
の他の活動 

通年 全国 3人 
全国の農山漁
村 

1,118 

 ④自然体験
学習に係る
活動 

なし     0 

 ⑤テキスト
等の出版に
係る活動 

テキスト等の出版に係る
その他の活動 

通年 全国 1人 2人 0 

 

⑥社会啓発や
情報発信等に
係る活動 

ニュース・レター 通年 東京 3人 全国 37 

 

ホームページ 通年 東京 3人 全国 97 



 
社会啓発や情報発信等に係
るその他の活動 

通年 全国 3人 全国 439 

 
⑦自然環境
の復元の学
術的発展に
貢献する活
動 

なし     0 

  
 
 
 



書式第１３号（法第２８条関係）

平成２５年４月１日から平成２６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
　　 受取会費
　　　　　入会金 10,000
　　　　　個人会費 1,866,000
　　　　　団体会費 143,000 2,019,000
　　事業収益
　　　　　再生医講習会費収益 3,470,000
　　　　　催事参加費収益 81,000
　　　　　資料配布収益 5,430
　　　　　受託金収益 9,867,827 13,424,257
　　受取寄付金 4,433,892
　　受取助成金 2,761,064
　　受取補助金 0
　　雑収益 52,924
　経常収益合計 22,691,137

Ⅱ．経常費用
　　1　事業費
　　　　　給料手当 3,289,925
　　　　　雑給 274,130
　　　　　福利厚生費 160,448
　　　　　法定福利費 108,368
　　　　　旅費交通費 1,510,369
　　　　　通信費 387,156
　　　　　運賃荷造費 45,895
　　　　　消耗品費 80,661
　　　　　消耗器具備品費 179,415
　　　　　図書印刷費 336,912
　　　　　諸会費 1,600
　　　　　会場費 49,600
　　　　　会議費 476,393
　　　　　諸謝金 95,911
　　　　　委託費 5,823,214
　　　　　広告費 10,500
　　　　　ﾚﾝﾀﾙﾘｰｽ料 39,411
　　　　　保険料 46,990
　　　　　支払手数料 150,440
　　　　　雑費 12,391 13,079,729

　　2　管理費
　　　　　給料手当 5,313,650
　　　　　賞与
　　　　　法定福利費 630,809
　　　　　福利厚生費 102,530
　　　　　会議費 71,970
　　　　　委託費 167,000
　　　　　旅費交通費 523,070
　　　　　通信費 501,292
　　　　　消耗品費 226,339
　　　　　会場費 62,875
　　　　　新聞図書費 123,004
　　　　　支払手数料 46,377
　　　　　リース料 215,394
　　　　　租税公課 216,315
　　　　　会計士報酬 150,000
　　　　　地代家賃 720,000
　　　　　水道光熱費 216,000
　　　　　諸会費 35,000
　　　　　謝　　金 22,274
　　　　　雑費 1,000 9,344,899
　経常費用合計 22,424,628
　当期経常増減額 266,509
　前期繰越正味財産額 12,833,744
　次期繰越正味財産額 13,100,253

平成２５年度　活動計算書

金　　　　　　　　　　　額



書式第１５号（法第２８条関係）

 平成２６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 14,618,763
　　　未収入金 1,474,781
　　　前払費用 3,529,567
　　　立替金 0
　　　仮払金 66,520
　　　流動資産合計 19,689,631

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

　資産合計 20,039,631

Ⅱ負債の部

　１　流動負債
　　　短期借入金(会員他1口) 5,000,000
　　　未払金(事務費管理費諸口) 1,359,739
　　　仮受金 0
　　　預り金(源泉所得税・社会保険料) 102,639
　　　前受金 477,000
　　　流動負債合計 6,939,378
　負債合計 6,939,378

Ⅲ正味財産の部
　　　前期繰越正味財産額 12,833,744
　　　当期正味財産増減額 266,509

　正味財産合計 13,100,253

　負債及び正味財産合計 20,039,631

平成２５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２６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 25,188
　　　普通預金　（三菱東京ＵＦＪ銀行神田支店） 12,147,227
　　　普通預金２（三菱東京ＵＦＪ銀行神田支店） 0
　　　普通預金３（三菱東京ＵＦＪ銀行神田支店） 0
　　　郵便振替口座　　（本郷郵便局） 104,438
　　　郵便振替口座2　（新宿北便局） 3,000
　　　郵便貯金 2,338,910
　　　未収入金(独立法人環境再生保全機構他) 1,474,781
　　　前払費用(次期経費諸口) 3,529,567
　　　立替金 0
　　　仮払金 66,520 19,689,631
　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 20,039,631

Ⅱ負債の部
　１　流動負債
　　　短期借入金(会員他1口) 5,000,000
　　　未払金(事務費管理費諸口) 1,359,739
　　　預り金(源泉所得税・社会保険料) 102,639
　　　前受金 477,000
　　　仮受金 0 6,939,378

　負債合計 6,939,378

　正味財産 13,100,253

平成２５年度　財産目録

（単位：円）
金　　　　　　　　　　額


