
特定非営利活動法人 AKJ 環境総合研究所  

平成２８年度第５回 理事会次第 
 

日時：平成 29 年 3 月 17 日（金）１９：００－１９：３０  
場所：愛知県産業労働センター（ウィンクあいち）１００８会議室 
 
１．開会 
２．理事長挨拶 
３．議長選出 
４．議事録署名人の確認 
５．議事 
＜審議事項＞  
 第 1 号議案 副理事長の選任       資料１  
 第 2 号議案  事務体制        資料２ 
 第 3 号議案 今後の事業について       資料３  
＜その他＞ 

（１）会計ルールについて             資料４ 
（２）新年度の理事・監事の体制について              
（３）その他 

＜報告事項＞  
（１）ESD ワークショップ事業 担当：後藤理事            資料５ 
（２）その他（連絡事項など）  

６．閉会 
 
 
その他資料 【議事録】平成 28 年 11 月 28 日第４回理事会    資料６ 
      定款        資料７ 
 



資料１ 
 

１号議案 
 
副理事長の選任について 
 
定款第 14 条第２項の定めによって副理事業は理事の互選によって選任されます。 
  
案 
小林理事、後藤理事の２名を副理事長とする  
順位は１位小林理事、２位後藤理事 
 
 



資料２ 
 

事務局の体制について 

 

理事の退任 

石神 勝博 氏    退任    平成２８年１２月３１日 

 

事務局長の交代 

新 小林 敬幸 氏  旧 石神 勝博 氏 

 

事務所の変更 

旧 主たる事務所 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目１７番２４号 

従たる事務所 愛知県一宮市大和町南高井字宮腰６５番地 

  

新 主たる事務所 愛知県一宮市大和町南高井字宮腰６５番地 

従たる事務所 愛知県名古屋市千種区桐林町１丁目３４番地の１Ritz覚王山４０１号 

 

組織体制 

理事長 稲垣隆司 氏 

理事・副理事長 小林敬幸 氏  理事・副理事長 後藤尚弘 氏  理事  北村一正 氏 

監事  近藤元博 氏 九里徳泰 氏    

 

 

総務担当     小林理事  財務担当 後藤理事 

広報・渉外担当 小林理事  企画担当 小林理事 後藤理事 

  



資料２ 
 

理事の担当を定める細則 

                             理事会制定 平成２８年１１月２８日 

 

（趣旨） 

第１条 特定非営利活動法人ＡＪＫ(あいち環境塾)環境総合研究所の会務を適切に遂行するため、理事会

のもとに担当の理事を置く。 

（理事が担当する部門） 

第２条 理事が担当する部門は、次のとおりとする。 

 （１）総務部門 

 （２）財務部門 

 （３）広報・渉外部門 

 （４）企画部門 

 （５）その他理事会が必要と認めた部門 

２ 前項に定める部門を担当する理事は、理事会で定める。 

 （部門別の担当事項） 

第３条 総務部門の担当事項は、次のとおりとする。 

 （１）会員の入退会に関すること 

 （２）定款、細則等に関すること 

 （３）総会、理事会に関すること 

 （４）その他、他の部門に属さないこと 

第４条 財務部門の担当事項は、次のとおりとする。 

 （１）予算、決算に関すること 

 （２）基本財産、運用財産に関すること 

第５条 広報・渉外部門の担当事項は、次のとおりとする。 

 （１）会員の増強に関すること 

 （２）広報に関すること 

 （３）会員名簿の作成・配布に関すること 

 （４）各種団体との連絡調整に関すること 

第６条 企画部門の担当事項は、次のとおりとする。 

 （１）各種事業の企画、開催及び運営に関すること 

 （２）受託研究調査の受託、実施に関すること 

 （細則の改正） 

第７条 本細則は、理事会の議決を得て改正することができる。 

 

  附則 

１ この細則は、平成２８年１１月２８日から施行する。  

２ この細則は、平成２９年３月１７日から一部改正する。 



資料３ 
 
AKJ 平成 29 年度事業について 
 
１ ESD ワークショップ 
  ワークショップ年３回開催 分科会年６回開催 
  担当 ESD ワークショップ分科会（後藤 馬野 藏藤 村中） 
  費用 ４０万円程度予定 
  資金 ペガサス財団からの助成申請 
 
２ 環境産業観光 
  視察年２回開催 分科会年２回開催 
  担当 ESD ワークショップ分科会（後藤 馬野 藏藤 村中） 
  費用 １０万円程度予定 
  資金 会員から実費徴収 
 
３ 渥美半島生態系ネットワーク協議会 

事務局を担当 
担当 後藤 

  費用 １万円程度予定 
  資金 協議会予算から支出 
 
４ 講演会 
  随時開催（学術，技術，環境情報などに関する最新情報を適時提供する） 

 担当 小林 
  費用 １万円程度／回 
  資金 事務局予算から支出 
 
５ 公的資金による事業立案相談会 

適時開催 
担当 小林 
費用 都度相談 
資金 都度相談 

 
６ あいち環境塾のフォローアップ事業 

ファシリテーションを効果的に企業、組織で活用するセミナー（２時間） 
適時開催（あいち環境塾修了後１～２週間を目途） 
担当 九里 
修了した塾生１０名くらいを想定 
費用・資金 １人＝１０００円程度の事業費で開催 

 
 



資料３ 
 
７ 政策立案手法ワークショップ（２時間）＊富山市政策参与としての活動 

担当 九里 
適時開催（あいち環境塾中盤を目途） 
塾在籍者１０～１５名を想定 
費用・資金 資料代５００円程度で、残りは富山市の政策参与費用で開催 

 
８ その他 会員から事業について募集する 

 
 



資料４ 
 
特定非営利活動法人AKJ環境総合研究所会計規程（案） 

 

平成 年 月 日理事会制定 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 特定非営利法人AKJ環境総合研究所（以下本団体という）定款第55条に基づき、本団体の財産の増減

移動に関する諸取引を正確・迅速に処理し、本団体の財政状態および収支状況を常に明らかにすることを目

的として制定する。 

（適用） 

第２条 次に掲げる事項については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。 

(１)予算および決算に関する事項 

(２)金銭の出納に関する事項 

(３)資金の運用に関する事項 

(４)会計帳簿に関する事項 

(５)金銭の授受を伴う契約に関する事項 

(６)その他一般の会計処理に関する事項 

（会計事務責任者） 

第３条 本団体の会計事務責任者は総務部門担当理事とする。総務部門担当理事がやむを得ない事由によ

り、会計事務責任者となり得ない場合は、理事長の承認を得て、第12条に規定する出納責任者以外のものを

これに任命することができる。 

（会計年度） 

第4条 会計年度は、定款第48条の定めるところにより、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる1カ年とす

る。 

（支出の原則） 

第5条 支出は、予算に基づいて行うことを原則とする。 

（規程に定めのない事項） 

第6条 この規程に定めのない事項については、理事長の承認を得て会計事務責任者がこれを指示する。 

 

第2章 予算および決算 

（予算の目的） 

第7条 予算は事業の円滑な運営を図る目的をもって、収支の合理的な規制を行い得るよう会計事務責任者と

財務部門担当理事が立案し、理事会に報告する。 

（予算の期間） 

第8条 予算の期間は1会計年度とし、当該年度の開始以前に財務部門担当理事が理事会に報告する。 

（決算の目的） 

第9条 決算は1会計年度の会計記録を別に定める勘定科目毎に整理し、当該年度の収支を計算するととも

に、年度末の財政状態を明らかにすることを目的とする。 



 
 
2 決算の結果は、財務部門担当理事が理事会に報告する。 

（決算の種類） 

第10条 決算は年度末決算とする。ただし、会計事務責任者が必要と認めたときは、4半期または半期に仮決

算をすることがあるe 

 

第3章金銭出納 

（範囲） 

第11条 この規程において、金銭は現金および預金をいう。 

2 現金は、通貨、小切手、郵便為替証書、振替証書等をいう。 

3 預金は郵便貯金、郵便振替貯金、普通預金、当座預金、通知預金をいう。未渡小切手は当座預金に含め

る。 

（出納責任者） 

第12条 金銭の出納責任者は財務部門担当理事とする。 

2 会計事務責任者が出張・不在その他やむを得ない事由等のため、出納責任者が第17条第1項による会計事務

責任者の承認を得難い場合、または第19条による会計事務責任者の記名捺印を得難い場合は、出納責任者が

これらの業務を代行することができる。 

3 出納責任者は、前項により自己が代行したものについては、代行した件数、内容等を速やかに会計事務責

任者に報告しなければならないe 

（出納責任者の職務権限） 

第13条 出納責任者は、会計事務責任者の指示を受けて金銭出納に関する一切の事務を掌る。 

（収納） 

第14条 現金または預金振込等により会費等を収納したときは、出納責任者は関係帳簿と照合し、その相違

のないことを確かめた上、入金の記票および所要の記帳をしなければならない。 

2 現金は原則として当日中に銀行へ預入する。 

（間接入金） 

第15条 やむを得ない事由のため、出納責任者以外の者が金銭を受領した場合は、遅滞なくこれを出納責任

者に引渡さなければならない。 

（領収書の発行） 

第16条 出納責任者が第14条による処理をしたときは、領収書を作成して支払者に交付しなければならな

い。 

（支払） 

第17条 金銭の支払は、会計事務責任者の承認印のある支払先の請求書、またはその他の金銭の支払を正当

化するに足る証明書類に基づいて行う。 

2 前項の承認印は会計事務責任者の指示する金額以下のものにあっては、出納責任者の承認印をもってこれ

に代えることができる。この金額は理事長の承認を得て会計事務責任者がこれを定める。 

（支払の手続） 

第18条 金銭の支払をするときは、出納責任者は第17条の書類により支出の起票および所要の記帳をしなけ

ればならない。 



 
 
（振込） 

第19条 支払は原則として振込による。ただし、旅費交際費および会計事務責任者の指示する金額以下の支

払については現金とすることもできる。 

2 振込は会計事務責任者が実施する。ただし、一定金額以下のものは、会計事務責任者は出納責任者に自己

の事務を代行させることができる。 

（預金の引出） 

第20条 当座預金以外の預金の引出も第19条第2項の規程に準じて処理する。 

（領収書の収受） 

第21条 金銭の支払に対しては、必ず支払先より適正な領収書を収受しなければならない。 

2 前項の領収書は出納責任者が支出伝票その他の証明書類と照合し、その相違のないことを確かめた上、保

管しなければならない。 

（補助者） 

第22条 第14条、第15条、第16条，第18条，第19条および第21条において、出納責任者のなすべき事務は、

出納責任者が会計事務責任者の承認を得た適当な補助者に補助させることができる。 

（金銭浅高の確認） 

第23条 出納責任者およびその補助者は、現金については毎日の出納時限後に残高を関係帳簿と照合し、ま

た預金については毎月末に総勘定元帳預金口座と通帳等の残高とを照合して毎期末には銀行の残高証明書を

徴して確認し、これらの手続によって金銭高の常時遺漏のないことを確かめておかねばならない。 

（出納責任者の査閲） 

第24条 出納費任者の補助者は、自己の処理した起票・記帳のことは、常にこれを出納責任者の査閲に供し

て、所定の欄にその認印を受けておかなければならない。 

（金銭過不足の処理） 

第25条 金銭に過不足が生じた場合は、出納責任者は、関係帳簿、証明書類を調査した上、金銭過不足の生

じた事由を詳細に会計事務責任者に報告し、その指示を受けなければならない。 

（細則） 

第26条 金銭出納については、本章のほかに必要ある場合は別に細則を定めることができる。 

 

第4章 資金 

（目的および種類） 

第27条 本団体財政の安定と資金運用の効率化を図るため、保有金銭の一定額を限って、郵便定額貯金、定

期預金、償還期限1年を超えない割引債券に預入、または投資することがある。 

（限度額） 

第28条 第27条の貯金，預金および債券の種類および預入、投資の限度額は理事長の承認を得て会計事務責

任者がこれを決定する。 

（取引銀行） 

第29条 取引銀行の決定は、理事長の承認を得て会計事務責任者が決定する。取引銀行を変更しようとする

場合も同じである。 

 



 
 
第5章 会計帳簿 

（会計帳簿） 

第30条 本団体は次の会計帳簿を備え収支の整理を行う。 

(１)主要薄 

(２)補助薄 

（主要簿） 

第31条 主要簿とは、次に掲げるものである。 

(１)仕訳帳 

(２)総勘定元帳 

（補助簿） 

第32条 補助簿とは主要簿でない会計帳簿のすべてをいう。 

2 補助簿の金額は、随時総勘定元帳の当該口座勘定の金額と照合し、その正確性を期さなければならない。 

（保存期間） 

第33条 会計に関する書類および帳簿は次の期間保存する。 

(１)決算報告書永久 

(２)会計帳簿10年 

(３)その他証明書類3年 

2 前項の期間経過後、帳簿類を廃棄しようとするときは、会計事務責任者の承認を必要とする。 

 

第6章 契約 

（契約事務責任者） 

第34条 契約事務責任者は総務部門担当理事とし、契約事務執行者は財務部門担当理事もしくはその代理と

する。 

2 契約事務執行者は、契約事務責任者の承認を得て、自己の事務の一部を適当な補助者に補助させることが

できる。 

（手続） 

第35条 事務用品の購入その他金銭の授受を伴う一切の契約を行う場合、要求元を担当する会計事務責任者

の認印のある要求書によらなければならない。 

2 契約事務執行者またはその補助者が前項の要求書を受けたときは、予算と照合し、かっ要求書の金額がそ

の範囲内であることを確かめ、細則に定める一定額を超えるものについては、契約事務責任者の承認を得て

発注の手続を取らなければならない。 

3 第1項または第2項の場合において、契約事務責任者が出張・不在その他やむを得ない事由のある場合は、

契約事務執行者がこれを代行することができる。 

4 契約事務執行者は、前項により自己が代行したものについては、代行した件数、内容等を速やかに契約事

務責任者に報告しなければならない。 

（予算超過の要求書の修正） 

第36条 要求書の金額が予算を超過し、または所定の金額の範囲を超えているときは、契約事務執行者また

はその補助者は要求元にその旨を通知して、要求書金額の修正を求めなければならない。 



 
 
（理事長の承認） 

第37条 1件につき細則に定める一定額を超える契約については、すべて契約事務責任者はあらかじめ理事長

の承認を得なければならない。 

（見積書の徴収） 

第38条 すべての契約をなす場合は、二者以上の見積書を徹した上発注先を選定することとする。ただし、

一定額以下のもの、あるいは発注先が1カ所に限定されるものにあってはこの限りではない。 

2 前項の一定額は、契約事務責任者が、理事長の承認を得てこれを定める。 

3 契約事務責任者は、必要あると認めた時、契約事務執行者に選定事由書を作成させることがある。特に理

事長の承認を要する契約については、必ず選定事由書を作成しなければならない。 

（検収） 

第39条 注文品の納入があったときは、原則として要求元立合の上納品書その地関係書類と現品とを照合し

て契約事務執行者または補助者が検収する。ただし、やむを得ない事情により、契約事務執行者あるいはそ

の補助者の検収ができない場合は、要求元がそれを代行できる。この代行を行った場合、要求元は速やかに

検収の結果を契約事務執行者に報告し、納品書その他関係書類を引き渡さなければならない。 

（代金の支払） 

第40条 契約品が完納されたときは、納品者より請求書を徴し、第17条以下の規定するところによって支払

の手続を行う。 

 

第7章 会計監査 

（目的・方法） 

第41条 会計事務が適正に行われているか否かを検討し、会計処理の過誤、過漏の発生を防止するため、監

事による会計の監査を行う。 

2 前項の監査は、仮決算をする場合および年度末決算には必ずこれを行う。 

3 年度未決算時および理事長あるいは監事が必要と認めたときは、会計監査を行う。 

4 監査結果は監事が理事会に報告する。 

 

第8章 細則の制定 

（細則） 

第42条 この細則の施行上必要あるときは、会計事務責任者は理事会の議決を得て細則を定めることができ

る。 

 

第9章 規程の改正 

（規程の改正） 

第43条 本規程は、理事会の議決を得て改正することができる。 

 

附則1 この規程は、平成 年 月 日より施行する。 

 



資料５ 
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特定非営利活動法人 AKJ 環境総合研究所 

ESD ワークショップ部会 
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０ はじめに 
本マニュアルは特定非営利法人 AKJ 環境総合研究所がペガサス財団の助成をいただき、平成２８年度に実施

した ESD ワークショップに基づいて作成しました。次年度以降の課題も含めた記録でもあります。ESD ワーク

ショップの概要は付録１を参照してください。 
 
１ ESD ワークショップ 

1)目的 
     当団体で実施しています ESD ワークショップは、持続可能な社会を築くための教育活動である「ESD」

を普及することを目的としています。ESD とは「持続可能な開発のための教育 Education for 
Sustainable Development」です。そもそも ESD とは何でしょうか？ESD は「持続可能な社会づくり

に関わる課題を見いだし，それらを解決するために必要な能力や態度を身に付ける」ための教育といわ

れています。 
以下に環境省「持続奇態な発展のための教膏（ESD）の学習指導過程を構想し展開するために必要な枠組

み」による ESD の概念と身につく能力を示します。 

     
ESD の概念と身につく能力 

ESDを構成する概念 

Ⅰ 多様性 

自然・文化・社会・経済は，起源・性質・状態などが異なる多種多様な事物（ものごと）から成

り立ちそれらの中では多種多様な現象（出来事） が起きていること 

Ⅱ 相互性 

自然・文化・社会・経済は，互いに働き掛け合い，それらの中では物質やエネルギーが移動・循

環したり，情報が伝達・流通したりしていること 

Ⅲ 有限性 

自然・文化・社会・経済は，有限の環境要因や資源（物質やエネルギー）に支えられながら，不

可逆的に変化していること 

Ⅳ 公平性 

持続可能な社会は，基本的な権利の保障や自然等からの恩恵の享受などが，地域や世代を渡っ

て公平・公正・平等であることを基盤にしていること 

V 連携性 

持続可能な社会は，多様な主体が状況や相互関係などに応じて順応・調和し，互いに連携・協

力することにより構築されること 

Ⅵ 責任性 

持続可能な社会は，多様な主体が将来像に対する責任あるビジョンをもち，それに向かって変

容・変革することにより構築されること 
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ESDの視点に立った学習指導で重視する能力・態度 

① 批判的に考える力 

合理的．客観的な情報や公平な判断に基づいて本質を見抜き．ものごとを思慮深く，建設的．

協調的，代替的に思考・判断するカ 

② 未来像を予測して計画を立てる力 

過去や現在に基づき，あるべき未来像（ビジョン）を予想・予測・期待し，それを他者と共有し

ながら．ものごとを計画する力 

③ 多面的，総合的に考える力 

人・もの・こと・社会・自然などのつながり・かかわり・ひろがり（システム）を理解しそれら

を多面的．総合的に考えるカ 

④ コミュニケーションを行う力 

自分の気持ちゃ考えを伝えるとともに，他者の気持ちゃ考えを尊重し，積極的にコミュニケー

ションを行うカ 

⑤ 他者と協力する態度 

他者の立場に立ち．他者の考えや行動に共感するとともに．他者と協力・協同してものごとを

進めようとする態度 

⑥ つながりを尊重する態度 

人・もの・こと・社会・自然などと自分とのつながり・かかわりに関心をもち，それらを尊重し

大切にしようとする態度 

⑦ 進んで参加する態度 

集団や社会における自分の発言や行動に責任をもち．自分の役割を理解するとともに，ものご

とに主体的に参加しようとする態度 
環境省「持続奇態な発展のための教膏（ESD）の学習指導過程を構想し展開するために必要な枠組み」より 

 
以上、ESD には６つの概念と７つの身につく能力があります。自身の活動がこうした概念や能力のどれに

該当するかを確認し、今後の活動の展開に役立てることができます。 

参加者が楽しむことが一番です。 

様々な活動の持続性を考慮した場合、使命感のみで持続するのはかなり難しいのではないでしょうか。主

催者は使命感で持続するかもしれませんが、参加者はそうはいきません（ワークショップを実施する団体す

べてに言える）。また、ESD についても決してやさしい概念ではありませんし、ESD という言葉は決して周

知されているとは言えません。ESD を前面に押し出すことによって参加者のハードルを上げてしまっては本

末転倒です。やはり、楽しいイベントを開催し、知らないうちに ESD を学んでいる仕組みを作ること重要で

はないでしょうか。 
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2)ESD ワークショップの流れ 
     当団体で実施してきた ESD ワークショップの流れを示します。 
 

①活動の体験・・・他団体の活動を想定 

     ↓ 

    ②活動の責任者による話題提供・・・活動に関する詳細な説明、主催者の思いを聞きます 

  ↓ 

③体験した活動と ESD の関係をグループワークで発見し、共有します 

      ・・・活動に含まれる６つの概念と７つの能力・態度について議論・共有します。 

         詳細は「４当日 1)グループワーク」を参照してください。 

 

図１ ESDワークショップの流れ 

 
     「①活動の体験」は当団体で実施する活動ではなく、他団体の活動を想定しています。 

この「①活動の体験」はとても重要です。グループワークだけですと机上の空論になってしまい、出

てきた結論が必ずしも的を得たものとは限りません。 
     「①活動の体験」の体験があるからこそ「②活動の責任者による話題提供」も理解しやすくなります。

何よりも体を動かすことが参加者の楽しみにつながります。 
 

3)参加者のメリット    
ESD を知り、持続社会における必要とされる知識や技能を身につけ、今後の自身の活動に生かすこと

が出来ます。ESD は体系的にまとまっているので、自身が行っているもしくはこれから行いたい活動が

ESD 体系のどこに位置するかを理解することによって、どこが足りないかを知ることが出来ます。 
また、ファシリテーション(集団による知的総合作用を促進する働き)のスキルを身につけることが出

来ます。 
   

4)活動提供者・話題提供者のメリット  
ESD と自身が実施している活動との関係を知り、持続社会における自身の活動の意義を再認識する

ことが出来ます。 
つまり、自身の活動を ESD の体系の中でどのような位置づけにあるかを理解出来ます。ESD は体系

的にまとまっているので、自身が行っているもしくはこれから行いたい活動が ESD 体系のどこに位置

するかを理解することによって、どこが足りないかを知ることが出来ます。こうした認識が次の活動の

展開に生かすことが出来ます。 
また、ワークショップの一部であるグループワークでは体験した活動の課題について話し合いますの

で、外部の目線から活動の評価をすることができます。 
     さらに、AKJ が広報のお手伝いをするので、これまでとは異なった広報が出来ます。 
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２ 企画・準備 
1)年間計画 
①企画を立てましょう 

      最初にどんな活動を実施するのか、どんな活動を実施したいのかを考えましょう。もしあなたが平

成２８年度に実施した ESD と同様のワークショップを実施するのであれば、図１のような流れにな

ります。もちろん異なる活動を企画しても構いません。 

ESD ワークショップを実施すると決めたのであれば、まずはどの団体のどんな活動を題材として取

り上げたいのかを考えましょう。世の中には多くの団体が活動しています。どのような方針の活動を

体験したいのか、生物多様性に関する活動か、省エネルギーに関する活動か、バイオマスに関する活

動か、等です。 

次におおまかな年間計画を立てましょう。 
・活動は、いつ、どこで、何回実施するのか。 

     ・活動のための準備ですが、仲間だけで実施するならばそれほどの準備期間は必要ではないでしょう

が、広く募集するためには少なくとも活動日の一か月前までには告知できるようにしましょう。 
 

②経費の見積もりを立てましょう。 
      事業をするためにはお金が必要です。いくらかかりそうか事前に見積もっておくことは大事です。 

必要とする経費には以下のものがあります。 
・備品（パソコン、プロジェクター、接続ケーブル(HDMI または VGA ケーブルなど） 
・消耗品（模造紙、ポストイット、マーカーなど） 
・広報費（チラシ、ポスター、郵送費、封筒など） 
  チラシはできれば印刷会社にデザインも頼みましょう。素人とプロでは出来上がりが雲泥の差が

あります。（付録３） 
・雑費（参考図書、保険料など） 
・その他（会場費、交通費、謝金、業務委託費など） 

 
③資金を獲得しましょう。 

      予算計画が出きたら、資金をどのように工面するかを考えましょう。企画者や参加者がお金を出し

合って、費用を確保することもありましょう。あるいは、各種助成を獲得することもあるでしょう。

以下に愛知県における主な助成団体、NPO を支援してくれる団体、全国規模で NPO に対する助成に

関する情報を提供してくれる団体を記します。 
  

   ・助成団体 

一般財団法人 ペガサス財団 

名古屋競馬株式会社が、社会貢献活動を推進していくため、設立した財団 
http://www.meikei-nhr.co.jp/pegasus/index.html 
申請時期 ３月から随時申請を受け付けているが、財源がなくなり次第終了 
〒458-0822 愛知県名古屋市緑区大将ケ根一丁目 2818 番地（名古屋競馬㈱事務所内） 
TEL 052-623-7083 

http://www.meikei-nhr.co.jp/pegasus/index.html
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FAX 052-623-7067 
午前９時から午後５時まで（月・火・祝日を除く） 
 

     愛知県 あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業 

      多様な主体が行う自発的な森と緑の保全活動や、森林とのふれあいなどを体験・学習する機会の提

供を通じて、森と緑を社会全体で支えるという機運を醸成する環境学習を支援し、その取組の一層

の進展を図るために交付される交付金 
「あいち森と緑づくり税」を財源としている。 
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/0000023749.html（毎年変わるのでその都度要確

認） 
申請時期 ２月中旬―３月中旬 受付 
交付金額 
１団体（市町村を含む）当たり１１０万円 
ただし、前年度からの本交付金事業を継続実施する団体については８０万円、継続実施が６年以

上の団体については７０万円 
愛知県 環境部 環境活動推進課 
調整・環境配慮行動グループ 
電話：052-954-6241（ダイヤルイン） 
E-mail: kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp 

 
     一般財団法人 セブンイレブン記念財団 環境市民活動助成 

助成の種類 
1)活動助成 

環境市民活動に必要な経費を 1 年間支援  
NPO 法人１団体 ２００万円 任意団体１団体５０万円 

2)NPO 基盤強化助成 
助成期間内に事務所費・人件費などの財政基盤を安定的に確保できる自主事業を構築・確立し、

自立した活動ができる環境 NPO を目指す団体を、原則３年間継続して支援 
NPO 法人１団体 ４００万円 

3)緑化植花助成 
緑と花咲く街並みをつくる活動を 1 年間支援 １団体４０万円 

4)清掃助成 
ごみのない環境をつくる活動を 1 年間支援 １団体２０万円 

      http://www.7midori.org/index.html 
申請時期 １１月 

 
     公益財団法人 イオン財団 

      開発途上国及び、日本国内で生物多様性の保全とその持続可能な利用のために活動を実施している

団体に対する助成 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/0000023749.html
http://www.7midori.org/index.html
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http://www.aeon.info/ef/ 
      申請時期 ８月 
      助成額 総額１億円 
 

三井物産環境基金 

下記 4 つのいずれかに係る課題解決型の「活動」または「研究」に対する助成 
A．地球環境：自然の変化をモニタリングし、その結果に基づく必要な警鐘と対応につながる活動 
B．資源循環：資源の効果的管理および活用につながる活動 
C．生態系・共生社会：生態系サービスの保全と利用、並びに生態系と人間が共存するための調整

につながる活動 
D．人間と社会のつながり：環境問題を基盤にした、人と社会の関係の再構築に繋がる活動 
https://www.mitsui.com/jp/ja/csr/contribution/environment/fund/ 
申請時期 ６月（活動助成の場合） 
助成額 特に記載なし 

 
     公益財団法人 トヨタ財団 

一般枠（しらべる助成・そだてる助成）概要 
テーマ：未来の担い手と創造する持続可能なコミュニティ ―地域に開かれた仕事づくりを通じて

（２０１６年度） 
若い世代とともに地域課題解決に向けて多様な主体が参加する仕事づくりや、事業の担い手

となる人材を育てるプロジェクトに対する助成 
申請時期 ９月 

助成カテゴリー  
A.しらべる助成：上限 100 万円／件 

地域課題の発掘やその解決のために必要な調査、および事業戦略の立案など本格的に事業

を実施する前の調査を目的としたプロジェクトへの助成 
B.そだてる助成：上限なし 

地域課題解決に向けた事業の立ち上げ、実施、拡大ならびにそうした事業の担い手となる人

材を育てることを目的としたプロジェクトへの助成 
https://www.toyotafound.or.jp/ 

 
団体からの助成に関する注意点 

＊前払いか後払いか 

団体からの助成には前払いと後払いがあります。つまり、事業の開始前に資金を払ってくれる方法と、事業

の開始後に資金を払ってくれる方法です。前者の場合は問題ないのですが、後者の場合は当面の資金を自前で

確保しなければなりません。 
＊領収書の保管はしっかりと 

事業終了後には事業報告と会計報告が必要になります。特に会計報告は大事で領収書等のエビデンスに基づ

いた報告が必要になります。領収書等の紛失に気を付けましょう。 

http://www.aeon.info/ef/
https://www.mitsui.com/jp/ja/csr/contribution/environment/fund/
https://www.toyotafound.or.jp/
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＊支出の制約を確認 

団体によっては支出に制約がある場合があります。事前にどの項目であれば支出できるかできないかを確認

し、不明な場合は遠慮なく担当者に問い合わせをしましょう。 
 
    ・NPO支援団体 

      NPO の活動を支援してくれる団体です。運営の仕方や資金獲得の方法、適当な助成団体を紹介し

てくれます。これら団体が主催するシンポジウムやワークショップに参加して情報を得るのがよいで

しょう。 
    EPO中部 | 環境省 中部環境パートナーシップオフィス  

     環境省中部地方環境事務所と特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズが協働で運営している

団体。中部地区の「持続可能な地域社会」を実現する市民・NGO／NPO、企業、行政などによる「環

境パートナーシップ」の取り組みをサポートする支援拠点 
www.epo-chubu.jp/ 
 

    ボランタリーネイバーズ 

まちづくりとＮＰＯのサポートセンターとして 2001年に設立された団体。「情報提供」「研修」「調

査研究提言」「相談助言」「交流ネトオワーク形成」「事務局支援」が６つを基本事業としている 

     http://www.vns.or.jp/ 
  
    ・NPO用の助成金紹介サイト 

      NPO への助成、ESD に関連した助成ばかりではないが、世の中にある助成にはどんなものがある

かを知るためにもアクセスしてはどうでしょうか。 
CANPAN 

    http://fields.canpan.info/grant/ 
    NPO法人助成金・融資情報ドットコム（最近の更新はない 2017.3.14確認） 

http://www.npo-joseikin.com/ 
財団法人助成財団センター 

http://www.jfc.or.jp/ 
ボラ市民 WEB デイリー情報 

http://www.tvac.or.jp/di/list10 
NPOWEB 助成金情報 

http://www.npoweb.jp/ 
 
 

④企画会議 
      ESD ワークショップの成否は、企画と準備、スタッフの連携にかかります。そのためにも、事前に

綿密な打合せを実施しておきましょう。定期的（１，２カ月に１回）に企画会議を実施するとよいで

しょう。 

 

http://www.epo-chubu.jp/
http://fields.canpan.info/grant/
http://www.npo-joseikin.com/
http://www.jfc.or.jp/
http://www.tvac.or.jp/di/list10
http://www.npoweb.jp/
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2)企画別計画 
①話題提供者、演者の選定 

      これまでの当団体が企画した ESDワークショップでは、活動の提供は知り合いに頼みました。特に

２８年度の第２回、第３回の話題提供者はあいち環境塾の卒塾生でした。卒塾生の活動現場を訪問す

ることによって、あいち環境塾を母体とする AKJ環境総合研究所と卒塾生の絆が保たれるという実感

を得ました。今後はこれまでに関係のあった団体や卒塾生が関係する団体を対象とするつもりです。 

 

②参加者募集の方法 
      HP、Facebook メーリングリスト、ちらし配布等様々な方法がありますが、平成 28 年度において

はそれらを見て参加する人は多くありません。知り合いを頼り、個別に勧誘する方が参加の確率が高

まりました。とは言っても持続的なワークショップを考慮すると前者の媒体をもっと強化していかな

ければなりません。HP や Facebook 自体を整備し、閲覧を促すような工夫が必要かと思います。 
    

③スケジュール＋チェックリスト 
     以下に実施日までのおおよそのチェックリストを示します。 

４か月以上前 

企画立案 

     □協力団体の選定 □開催時期 □開催内容 □話題提供者 □経費の見積もり 
協力団体・会場が決定したら 

□話題提供者との交渉 □会場の確保 
 
遅くとも３か月前まで 

企画決定 

□集合時間    □活動体験のスケジュール  
□昼食（昼食をとる場所はワークショップの場所と同じか、異なるか）  
□話題提供の内容 □グループワークの内容 
□救急セット   □交通手段の確認（車で来る人、電車で来る人）  
□服装      □持ち物 
□雨天の場合の取り決め □緊急連絡先の確認 

 
２か月前 

□チラシ原案作成 □印刷会社への発注 □広報手段の決定、役割分担 □後援依頼準備 
 
１か月前 

□チラシ完成 □広報開始 □保険申し込み □募集開始 □後援依頼 
 
１週間前 

□天気予報確認 □募集締切（参加者数、交通手段、緊急連絡先の確認） 
□参加者の名簿作成 
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３日前 

□参加者への最終案内（集合時間 雨天の場合の予定 持ち物 主催者連絡先） 
□天気予報確認 

 
前日 

□天気予報確認 
  

当日 

     □開催中止の場合は緊急連絡 
     □参加者の集合確認 

 
④その他チェックリスト 

会場の状況の把握 

□パソコン・プロジェクターを借りることができるか 
□スクリーンはあるか □駐車場はあるか □地図はあるか 

 
集合場所 

    □集合場所はわかりやすいか  □地図を事前に配布したか 
 

持ち物 

    □パソコン   □プロジェクター  □延長コード     □VGA もしくはHDMIケーブル 
    □模造紙    □ポストイット   □マーカー（水性） 
    □デジカメ   □レーザーポインター（必要であれば） 

□救急セット 
 

⑤後援の取得方法 
      行政（もしくは大学）の後援はその団体（もしくはイベント）の信用度を示すものですので、あっ

た方が良いです。例えば、チラシに行政の後援があれば受け取った人も印象が違ってきます。 
      行政の後援を取得するには、行政に知り合いがいれば相談してみるのが最も良いです。 

知り合いがいなければ HP 等で探しますが、すべての行政が後援の申請方法を公開しているわけで

はありません。活動と関連する部署に相談してみるほうが良いでしょう。 
 
愛知県の場合 ゴミに関する活動→資源循環推進課 生物保全に関する活動→自然環境課 

      
申請書と報告書を書かなければいけないことを忘れないようにしましょう。付録に愛知県の後援申

請書を付録２に添付します。 
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⑥当日のスケジュール例 
  以下に当日のスケジュール例を示します。余裕を持ったスケジュールにするといいです。時間が押

した場合は、グループワークの時間を短くすることで対応するといいでしょう。 

 

   ９：００ 集合 

↓ 移動 

９：３０ 活動開始 

    ↓ 

   １２：００ 活動終了 

    ↓ 移動 

１２：３０ 昼休み 昼食 

    ↓ 

   １３：３０ 活動の責任者による話題提供 

 ↓ 

１４：００ グループワーク 

 ↓ 

１６；００ グループワーク終了・解散 

 

 図２ 当日スケジュール例 

 
３ 広報 
  参加者を多く集めるには広報しかありません。平成２８年度 ESD ワークショップの広報は成功したとは言

えませんが、反省を踏まえ効果的な広報についてまとめました。 
1)ちらし 

     ちらしはイベントの概要を記載したものなので、かならず作成することが必要です。PDF で作成して

ホームページ等にそのまま貼り付けてもよいです。予算があるときはチラシのデザインは印刷会社に頼

むとよいでしょう。平成２８年度の ESD ワークショップのチラシは付録３を参照してください。 
 

2)ホームページ、ブログ、Facebook 
     ホームページは情報をきちんと載せることができる半面、作成にお金と情報の更新に手間がかかりま

す。最近はコンテンツマネジメントシステム（content management system, CMS）という情報の更新

がしやすいシステムがありますが、こうしたシステムを導入するために初期費用が掛かります。 
     一方で、ブログは情報の更新は容易です。しかしながら、自由度は少ないです。 
     Facebook も情報の更新しやすさ、自由度の少なさはブログと同様です。一方で、多くの場合 Facebook

閲覧者はすでに知り合いなので、こちらが発信した情報はしっかり届きます。 
     いずれにせよ、ホームページ、ブログ、Facebook のアドレス自体を日頃から広報することが大事で

す。ちらしに QR コードを載せることも有効でしょう。 
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3)訪問営業 
 関連する場所を訪問して、宣伝することも大事です。とくに行政関連に宣伝すると、行政のチャンネ

ルと使って、ちらしの配布やメーリングリストへの情報提供など、広報の支援をしてくれます。 
平成２８年度の ESD ワークショップで直接訪問して広報を働きかけた場所は以下のところになりま

す。 
愛知県 関連市（名古屋市、岡崎市など） 環境省中部地方事務所 中部 EPO 中部経産局 
東谷山フルーツパーク 

 
4)メーリングリスト 

メーリングリストは日頃から整備、最新のものに更新しておくとよいでしょう。当団体が利用してい

るメーリングリストとしては 
AKJ 環境総合研究所  あいち環境塾卒塾生  愛知県資源循環推進センター 
豊橋技術科学大学環境・生命工学系  生態系ネットワーク協議会（愛知県） 

 
5)関連サイトへの登録 

    環境省が運営している ESD 普及サイトである「＋ESD プロジェクト https://www.p-
esd.go.jp/top.html」に２８年度のイベント情報を記載しました。効果は決して高くないとは思いますが、

こうしたサイトで宣伝し続けることが大事と思いますので、これからも同サイトを利用する予定です。 
 

6)関連する企業、従業員、学生へのＰＲ 
２８年度の事業において、上記した広報よりも効果があったのが関連する企業内へのチラシ配布でし

た。情報提供者と情報受信者の距離が近ければ近いほどその情報が信頼できるものであると情報受信者

が認識するからではないでしょうか。NPO の活動は会社の業務とは関係なので、関係がありそうな企

業すべてにおいて同様の広報は難しいでしょうが、なるべく企業内の広報の可能性を探るといいと思い

ます。 
また、２８年度の事業は豊橋技術科学大学環境・生命工学系の講義の一環として参加を呼びかけまし

た。大学の外での実習の経験が少ないので、新鮮な気持ちで参加した学生が多かったようです。学生へ

の参加はイベントの開催時期に大きく依存します。卒研発表の時期を避けるなどの工夫が必要になるで

しょう。 
 

7)話題提供団体の広報 
話題提供団体のイベントに関する広報も手伝うといいでしょう。また、話題提供団体が持っている広

報のチャンネルを利用させてもらうことも必要です。このようにお互いが補完する広報が大事になりま

す。 
 

４ 当日 
  いよいよ当日です。当日の流れは図２のようになります。ここでは、午後のイベントであるグループワーク

について説明します。 

https://www.p-esd.go.jp/top.html
https://www.p-esd.go.jp/top.html
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1)グループワーク 
     ESD ワークショップを成功させるためにはグループワークにおける参加者の活発な討議が欠かせませ

ん。そのためには場を盛り上げ意見が多く出る仕組みが大事になります。この仕組みをファシリテーシ

ョン(集団による知的総合作用を促進する働き)といい、ファシリテーションをする人をファシリテータ

ーといいます。 

     以下、グループワークを成功するための仕組みであるファシリテーションについて説明します。（九

里徳泰氏資料等を参考にしました。） 

    

①場づくり 
      グループワークは参加者がテーマについて考え方を共有する作業です。まずは場づくりが大切にな

ります。 
      参加者が多い場合は参加者をいくつかのグループに分けます。 
      一つのグループの人数は多すぎず少なすぎず、が肝要です。最新の考えによると５名が妥当とのこ

とです。参加者が偶数であると対立した場合に、着地点を見いだせなくなるからです。もちろん、参

加人数や会場の状況によって一つのグループの人数は異なります。 
各グループにおいて、メンバーの物理的な位置も大事です。机を中心に椅子を配置します。参加者

は机に正対し、共通の場に向かっているようにしなければなりません。 

 
図３ グループにおけるメンバーの関係 

    
     次にテーマを決めます。グループワークでは午前中に参加した活動を題材に、 

・活動の良い点  
・活動の課題  
・活動の概要（活動の５W１H を考える） 
等をテーマに話し合いをしました。 
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②アイスブレイク 

話し合いをする前に大事なことがあります。それは参加者が打ち解けることです。知らない者同士

で話し合いをすると、どうしても意見を出すことに躊躇してしまいます。そうならないためにも参加

者同士がお互いを知ることが重要です。 
まずは名前のプレートを作りましょう。名前を知ることから始めます。 
次にお互いに人となりを知る作業に入ります。この作業には 
・自己紹介 
・他己紹介 
があります。 
多くの場合「自己紹介」が採用されます。ただし、自己紹介は自分が話したいことを話しますので、

必ずしも他人が関心を持つ情報ではないかもしれません。「他己紹介」はインタビュー形式で自分が

聞きたいことを相手に聞き、それを発表します。インタビューする時点でコミュニケーションができ

ますし、自己紹介よりも面白い情報が聞けます。 
   他のアイスブレイクの方法としてクイズ、ストレッチ、共通点探し等が挙げられます。詳細につい

てはここでは触れませんが、臨機応変に実施するのがよいです。 
 
③ブレインストーミング 

アイスブレイクで場が和んだら、いよいよ話し合いに入ります。話し合いで最も大事なことは話し

合った内容を「可視化」することです。口頭で話をするとその場で記憶から消えてしまいます。そう

ならないためにも発言は記録にとどめておきます。（専門用語では「ファシリテーション・グラフィッ

クス」といいます。） 
ホワイトボーに書き出す方法、書記を決めてメモを取ってもらう方法がありますが、模造紙にポス

トイットで貼り付ける方法があります（図４）。 
意見を出してもらう作業をブレインストーミングと言います。短時間でなるべく多くの意見を出す

ことが重要です。ブレインストーミングにはルールがあります。 
１．質より量 
２．他人の意見に対する批判、反対禁止 
３．他人の意見への付け足し歓迎 
なるべく多くの意見を出すことが目的なので、意見出しを躊躇させることは排除しなくてはなりま

せん。 
意見を出す人がポストイットに意見を書いて、説明しながら場に貼っていきます。ただし、中には

意見を口頭で言って、ポストイットに書かない人がいますので、その場合はファシリテーターがフォ

ローしてあげましょう。 
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   図４ ブレインストーミング例 

 

ブレインストーミングをすると多くの意見が出てきます。せっかく話し合いをするのですからまと

めまで持っていきたいですね。だらだら話し合っていると最後にまとめをすることができません。短

時間でまとめるためには「混沌→収束」という流れを意識しましょう。 
「混沌」とはなるべく多くの意見を出ていることです。 
「収束」とは混沌状態の意見をまとめることです。 
実際は混沌と収束を繰り返して、一つの結論を得ますが、本ワークショップは時間に制限があるの

で、一度の混沌→収束でまとめを行います。 
混沌状態を生み出すのがブレインストーミングですが、収束するためにはまた異なるアプローチを

取り入れます。   
④ランキング 

ブレインストーミングですが、収束するためにはまた異なるアプローチを取り入れます。その時に

ポイントとなるのは「構造化」です。この構造化の作業にはマトリックスを使う方法、プロセス図を

作る方法など多くの方法があります。 
ESD ワークショップのグループワークではランキングという手法を用いました。 
まずは、同じ意見、類似する意見をまとめてみましょう。意見はポストイットに書いてあるので、

異動がしやすくなっています。 
次に、まとまった意見を一つのグループとし、見出しを付けます。 
最後に、各グループ同士で重要度に応じてランキングを作って行きましょう。ランキングが１位の

意見が、そのグループが最も重要と考える結論です。 
具体的には活動の良いところ、課題、解決方法について話し合いました。活動の良いところや課題

をまとめた例を付録４に示します。当日は模造紙の上に貼られたポストイットは混とんとした状態で

すが、後日まとめるとよいでしょう。 
 
⑤全体共有 

     
         図５ 意見発表の様子 
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最後に話し合ったことを発表しあって場全体で共有します。参加者をいくつかのグループに分けて

話し合いをする場合、他のグループの意見は参考になります。最後に全体で意見を共有することによ

って、より深い理解につながります。 
 

⑥ESD との関連 
       ESD との関連については付録５のチェックシートを用います。概念と能力について２つずつ選択し

てもらって、投票します。最も票を多く集めた概念や能力がその活動に含まれる概念であり、その活

動に参加することによって得られる能力となります。 
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⑦グループワークの流れ 
グループワークでは体験した活動について以下のトピックスを話し合います。 

    
活動の良いところ もしくは 活動の概要（５W1Hをベースに） 

    ↓ 

   活動の課題と解決方法 

    ↓ 

全体共有 

    ↓ 

活動と ESDの関連に関する投票 

 

図６ グループワークの流れ 
 

2)ファシリテーション 
     ファシリテーションとは話し合いを活性化させ、成功に導くことです。ファシリテーションを担当す

る人をファシリテーターといいます。ファシリテーションは２つに分けることができるでしょう。全体

の流れを把握することと、話し合いを活性化させることです。 
     話し合いを活性化させるためには「問いかけ」が重要となります。参加者に様々な形で質問を投げか

けることによって、参加者からの意見出しが促進されます。 
    全体ファシリテーション（進行管理） 

     グループワークをスムースに進行することです。グループワークの目的、流れを参加者の同意を得な

がら説明します。終了時間が決まっているのであれば、厳密に時間管理をする役割もあります。 
    グループワークファシリテーション 

     話し合いを活性化させるために、参加者が意見を出すことを促します。 
 

3)当日の進行で気を付けるべきこと 
ESD ワークショップの記録を残しておくことは大事です。写真の撮影を忘れないようにしましょう。 

    また、終了時間の厳守は大切です。この後予定がある人がいるかもしれません。終了時間が長引いてし

まいますと、楽しかったワークショップが楽しくなくなってしまします。 
 
５ 実施後 
  話題提供者とのつながりについて 

    話題提供者とのつながりをどのように継続するかについて留意しましょう。話題提供者の活動に定期的

に参加する、広報の手助けをすることなどが挙げられます。 
  報告書の作成 

報告書を作成し、フィードバックを行うとともに、ノウハウとして保管・活用していきます。助成事業

の場合は、予算の執行状況や実施結果について問題ないことを確認し、期限内に報告を行います。 
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６ 今後の展開 
  当団体が実施する ESD ワークショップとしての今後の課題として以下が挙げられます。 

プログラムの質保証 

持続的に ESD ワークショップを実施するためには、本ワークショップを教育プログラムとして認識し、

質保証をしっかりと行うことが大事になります。内容を精査し、教育目標、教育内容をはっきりと示すこ

とが必要になるでしょう。その結果、参加者に対して参加（履修）証明を発行することができましょう。  
    一方で、プログラムの質保証をするためにも当団体自身の運営をしっかりすることも大事です。団体と

しての実施体制、受付窓口、予算管理、備品管理、HP などの広報手段の充実などすでに実施してはいま

すが、より組織的に体制を充実させることが必要となるでしょう。   
   

NPO ネットワークのハブとしての機能 

    ESD ワークショップでは既存の NPO 等の活動に参加することによって、その問題点が明らかになっ

た。どの団体も参加者の高齢化が共通の課題でありました。AKJ 環境総合研究所は現時点では力不足では

ありますが、NPO、大学、行政、その他団体をつなげる役割を担うべきではないでしょうか。ESD ワー

クショップを通して、活動の現場に赴き、ともに課題を共有し、解決策を考えることを今後も積極的に実

施していきたいと思います。 
 
参考文献 

九里徳泰氏資料「環境・技術コミュニケーション特論」 

教育ファシリテーターになろう 石川一喜・小貫仁編 弘文社 2015 

 

付録 
付録１ 平成２８年度 ESDワークショップ報告書 

付録２ 愛知県への後援申請書 

付録３ ESDワークショップチラシ 

付録４ 課題と解決方法のまとめ例 

付録５ ESDチェックシート 
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付録１ 平成２８年度 ESD ワークショップ報告書 

１　事業の内容

ＥＳＤワークショップなど教育研修事業と教育プログラムの開発

　　　　2016年度第１回 ＥＳＤワークショップin油ヶ淵

２０１６年１０月１６日（日）

午前の部：葦船乗船体験（油ヶ淵葦船学校の行事に参加）
　１０：００～１２：００
午後の部：ＥＳＤワークショップ（勤労青少年水上スポーツセンター）
　１３：００～１５：３０

参加者：午前の部１１名（正会員４名、一般７名）
　　　　午後の部１１名（葦船学校２名、正会員４名、一般５名）

２　事業の成果

午前の部：油ヶ淵にて葦船乗船体験の成果
　碧南市、安城市、刈谷市に接する油ヶ淵は生活排水等による水質悪化が
　社会問題となっており、行政による改善活動が進められているが、それと
　呼応して、１０年前にボランティア団体「油ヶ淵葦船学校」が発足し、
　水質浄化能力のある葦の育成に取り組んでいる。葦船学校では活動の一環
　として刈取った葦を使って毎年葦船を建造し、地域の子供たちを招いて
　乗船会（1or２回／年）を実施している。今回の乗船会に参加し、葦船と
　油ヶ淵を肌身で実感することができた。

午後の部：ＥＳＤワークショップの成果
★説明：「葦船学校の活動内容」
　山中会長および愛知県庁の石川氏から油ヶ淵の水質浄化活動とそれに連動
　した葦船学校の活動ついて説明を受けた。

★ワークショップ
　　ファシリテーターはＡＫＪ環境総合研究所理事の後藤尚宏豊橋技術
　科学大学准教授が担当した。
・２班(各班５名)に分かれてワークショップを実施した。
　葦船学校の特長についての議論
　葦船学校の課題についての議論
・討議結果について、各チームごとに発表を行なった。
　　油ヶ淵をもっと多くの人にＰＲすることが必要との問題提起があった。
　　また、葦船学校の活動を持続するための後継者育成と協賛企業の拡大
　　が必要との意見があった。

★本活動をＥＳＤの視点で以下のように捉えた。
　①葦船学校の持続可能な社会づくりに関する概念として、
　　「連携性」と「責任性」を扱っていることが考えられた。
　②葦船学校に関する課題を見出し、それを解決するための能力として、
　　「多面的、総合的に考える力」、「他者と協力する態度」、
　　「進んで参加する態度」を身に付けることが出来た。

★以上より、参加者は油ヶ淵葦船学校の活動に対する理解を深めること
　が出来た。更に本活動を通じて、ＥＳＤワークショップを実施体験
　でき、持続可能な開発に向けた行動を起こす機会を得ることが
　出来た。
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１　事業の内容

ＥＳＤワークショップなど教育研修事業と教育プログラムの開発

　　　　2016年度第2回 ＥＳＤワークショップin岡崎額田

２０１６年11月20日（日）

午前の部：額田バイオマス活用検討会の活動体験
９：００～１２：３０
午後の部：ＥＳＤワークショップ（人間環境大学）
１３：３０～１６：３０

参加者：午前の部　29名
（額田バイオマス活用検討会15名、正会員4名、一般10名）
　　　　午後の部　20名
（額田バイオマス活用検討会6名、正会員4名、一般10名）
　　　　延べ　30名

２　事業の成果

（※できるだけ具体的に記載する。）
午前の部：額田バイオマス活用検討会の活動体験の成果
額田バイオマス活用検討会の現地視察として、額田バイオマス活用検討会が実
施している山ジム（林業作業･間伐体験）の現地見学、および約１時間の山ジ
ム体験を行い、参加者は間伐作業の大変さと、作業後の爽快感を感じることが
出来た。また、かつて雑木が生い茂っていた額田彫刻の森周辺の山頂部で間伐
整備したことで、山頂部から岡崎市街地の風景を望む事もできるようになり、
8月初旬に実施される岡崎花火大会の際には、額田バイオマス活用検討会の
方々は、ここで観賞されたとのお話をお聞きし、素晴らしい活動をされている
と感心した。

午後の部：ＥＳＤワークショップの成果
★説明：「額田バイオマス活用検討会の活動内容」
　額田バイオマス活用検討会のこれまでの活動内容をお聞きし、地元の森林資
源を有効活用できる仕組み作りに取り組まれている活動内容を知ることが出来
た。
★ワークショップ：テーマ「額田バイオマス活用検討会の活動について」
・総合ファシリテーターはＡＫＪ環境総合研究所理事の後藤尚宏豊橋技術科学
大学准教授が担当した。
・４班(各班５名)に分かれてワークショップを実施した。
・討議結果について、各チームごとに発表を行なった。
・ワークショップにおいて、参加者全員で額田バイオマス活用検討会の活動に
ついてＥＳＤの視点で評価（６つの概念、７つの能力）を実施した。
その結果、６つの概念のうち上位２つは「連携性１３票」、「相互性９票」、
７つの能力のうち上位２つは「未来像を予測して計画を立てる力１４票」、
「多面的、総合的に考える力１１票」が選出された。
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１　事業の内容

ＥＳＤワークショップなど教育研修事業と教育プログラムの開発

　　　　2016年度第3回 ＥＳＤワークショップin守山

２０１７年１月２１日（土）

午前の部：守山リス研究会の活動体験と現地調査（東谷山）
９：００～１２：３０
午後の部：ＥＳＤワークショップ（えこどもの家）
１３：３０～１５：３０

参加者：午前の部１２名（守山リス研４名、正会員４名、一般４名）
　　　　午後の部１０名（守山リス研1名、正会員５名、一般４名）
　　　　延べ　　１５名

２　事業の成果

（※できるだけ具体的に記載する。）
午前の部：守山リス研究会の活動体験と現地調査の成果
　名古屋市東谷山の哺乳動物とその生息地について山中を巡回し、実際に捕
獲した野生リス(３匹)の体重測定や雌雄識別などの観察や、調査や保全のた
めに設置した装備を保守する作業、現地に生息する動物や生育する植物を体
験学習することが出来た。その結果、「自然や生物との知恵比べ」をするこ
とで、自然へのセンスオブワンダーを体験し、「観察力」を磨くことが出
来た。
午後の部：ＥＳＤワークショップの成果
★説明：「守山リス研究会の活動内容」
　北山会長から動植物の進化と自然環境との関係について講義を受けた。
★ワークショップ
・総合ファシリテーターはＡＫＪ環境総合研究所理事の後藤尚宏豊橋技術科
学大学准教授が担当した。
・２班(各班５名)に分かれてワークショップを実施する。
　リス研究会の特長についての議論
　リス研究会の課題についての議論
・討議結果について、各チームごとに発表を行なった。
　　北山会長から子供の教育とリス研の活動についての問題提起があった。
　　教育機関としてのリス研を考えるとしっかりとした教育カリキュラムの
作成が重要であるとの意見があった
　　NPOがインターンシップを受け入れることが今後の活動を考慮するうえで
大事であるが、履修証明等の公的な認定証を発行できるようにすることが重
要であるとの意見があった。
★本活動をＥＳＤの視点で以下のように捉えた。
①守山リス研究会の持続可能な社会づくりに関する概念として、「多様
性」、「責任性」を扱っていることが考えられた。
②守山リス研究会に関する課題を見出し、それを解決するための能力とし
て、「未来像を予測して計画を立てる力」と「多面的、総合的に考える
力」、及びそれに次ぐものとして「つながりを尊重する態度」を身に付け
ることが出来た。
★以上より、参加者は守山リス研究会の調査・保全活動に対する理解を深
めることが出来た。更に本活動を通じて、ＥＳＤワークショップを実施体
験でき、持続可能な開発に向けた行動を起こす機会を得ることが出来た。

 

 

 

 



 

23 
 

 

  



 

24 
 

付録２ 愛知県への後援申請書 
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付録３ ESD ワークショップちらし 
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付録４ 課題と解決方法のまとめ例 
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付録５ ESD チェックシート（環境省資料） 

 



資料７ 
 

特定非営利活動法人AKJ（あいち環境塾）環境総合研究所定款 

 

第1章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人AKJ （あいち環境塾）環境総合研究所という。 

２ 但し、登記上の記載は、特定非営利活動法人AKJ環境総合研究所とする。 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を愛知県一宮市大和町南高井字宮腰６５番地に置く。 

２ この法人は、前項のほか、従たる事務所を愛知県名古屋市千種区桐林町１丁目３４番地の１Ritz

覚王山４０１号に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、現状社会に対して、環境と経済の両立、持続可能な社会に関する事業を行い、国

内外の持続可能な成長に資するテクノロジーやマネージメント、コミュニケーションの「未来モデ

ル」を第一線の「現場」から追求・提案し、持続可能な社会の形成に貢献することを目的とする。 

 

（特定非嘗利活動の種類） 

第４条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

(1)社会教育の推進を図る活動 

(2)まちづくりの推進を図る活動 

(3)環境の保全を図る活動 

(4)国際協力の活動 

(5)情報化社会の発展を図る活動 

(6)科学技術の振興を図る活動 

(7)経済活動の活性化を図る活動 

(8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 

（事業） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 

①行政、企業、機関、各種団体向け環境活動支援事業（国外含む） 

②環境教青・研修事業（国外含む） 

③環境活動に関する事務運営補助事業（国外含む） 

 

第３章 会員 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」とい

う。）上の社員とする。 



 
 

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 

(2)利用会員 この法人が提供するサービスを利用する事ができる個人及び団体 

(3)一般会員 この法人の目的を達成する為に参加し援助する為に入会した個人及び団体 

(4)賛助会員 この法人の目的に賛同し援助するために入会した個人及び団体 

 

（入会） 

第７条 会員の入会については、特に条件を定めない。 

２ 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むも

のとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

３ 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその

旨を通知しなければならない。 

 

（入会金及び会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

(1)退会届の提出をしたとき。 

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。 

(4)削除名されたとき。 

 

（退会） 

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 

 

（除名） 

第11条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することがで

きる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1)この定款等に違反したとき。 

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

 

（拠出金品の不返還） 

第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

 

第４章 役員及び職員 

（種別及び定数） 

第13条 この法人に次の役員を置く。 

(1)理事３人以上７人以内 



 
 

(2)監事１人以上２人以内 

２ 理事のうち、１人を理事長とし、１人以上の副理事長を置くことができる。 

 

（選任等） 

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超え

て含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて

含まれることになってはならない。 

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

 

（職務） 

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 副理事長又は理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事

長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

３ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行す

る。 

４ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2)この法人の財産の状況を監査すること。 

(3)前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは

定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告するこ

と。 

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事

会の招集を請求すること。 

 

（任期等） 

第16条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残

存期間とする。 

３ 役員は前２項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初

の社員総会が終結するまで、その任期を伸長する。 

 

（欠員補充） 

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しな

ければならない。 

 



 
 
（解任） 

第18条 役員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することがで

きる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

 

（報酬等） 

第19条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酷を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

（職員） 

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。 

２ 職員は、理事長が任免する。 

 

第５章 総会 

（種別） 

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 

（構成） 

第22条 総会は、正会員をもって構成する。 

 

（権能） 

第23条 総会は、以下の事項について議決する。 

(1)定款の変更 

(2)解散 

(3)合併 

(4)事業計画及び予算 

(5)事業報告及び決算 

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酷 

(7)入会金及び会費の額 

(8)借入金（その事業年度内の収益をもって憧還する短期借入金を除く。第49条において同じ。）

その他新たな義務の負担及び権利の放棄 

(9)その他運嘗に関する重要事項 

 

（開催） 

第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。 



 
 

(1)理事が必要と認め招集の請求をしたとき。 

(2)正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があ

ったとき。 

(3)第15条第４項第４号の規定により、監事から招集があったとき。 

 

（招集） 

第25条 総会は、第24条第２項第３号の場合を除き、理事長が招集する。 

２ 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内

に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なく

とも５日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

 

（定足数） 

第27条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

 

（議決） 

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

３ 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電

磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったも

のとみなす。 

 

（表決権等） 

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面

若しくは電磁的方法により表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 

３ 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第50条の適

用については、総会に出席したものとみなす。 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができな

い。 

 

（議事録） 

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1)日時及び場所 



 
 

(2)正会員総数及び出席者数（書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合に

あっては、その数を付記すること。） 

(3)審議事項 

(4)議事の経過の概要及び議決の結果 

(5)議事録署名人の選任に関する事項 

 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなけれ

ばならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことに

より、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなけ

ればならない。 

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

(3)総会の決議があったものとみなされた日 

(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

第６章 理事会 

（構成） 

第31条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

（権能） 

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(1)総会に付議すべき事項 

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3)事業計画及び予算の変更 

(4)事務局の組織及び運営 

(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（開催） 

第33条 理事会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。 

(1)理事長が必要と認めたとき。 

(2)理事総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の詰求があった

とき。 

(3)第15条第４項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

 

（招集） 

第34条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、第33条第２号及び第３号の規定による藷求があったときは、その日から30日以内に理



 
 

事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少な

くとも5日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

（議決） 

第36条 理事会における議決事項は、第34条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

３ 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書面又は電磁的記

録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみな

す。 

 

（表決権等） 

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面

又は電磁的方法により表決することができる。 

３ 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については、理事

会に出席したものとみなす。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができな

い。 

 

（議事録） 

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1)日時及び場所 

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を

付記すること。） 

(3)審議事項 

(4)議事の経過の概要及び議決の結果 

(5)議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなけれ

ばならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことによ

り、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記厳した議事録を作成しなけ

ればならない。 

(1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 



 
 

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

(3)理事会の決議があったものとみなされた日 

(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

第７章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1)設立当初の財産目録に記載された資産 

(2)入会金及び会費 

(3)寄付金品 

(4)財産から生じる収益 

(5)事業に伴う収益 

(6)その他の収益 

 

（資産の管理） 

第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

（会計の原則） 

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 

 

（会計の区分） 

第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の１種とする。 

 

（事業計画及び予算） 

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならな

い。 

 

（暫定予算） 

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事

会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 

 

（予備費の設定及び使用） 

第45条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 

 

（予算の追加及び更正） 

第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更



 
 
正をすることができる。 

 

（事業報告及び決算） 

第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事

業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

 

（事業年度） 

第48条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（臨機の措置） 

第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放

棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 

 

第８章 定款の変更、解散及び合併 

（定款の変更） 

第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による

議決を経、かつ、法第25条第３項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならな

い。 

 

（解散） 

第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

(1)総会の決議 

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

(3)正会員の欠亡 

(4)合併 

(5)破産手続開始の決定 

(6)所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なけ

ればならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

 

（残余財産の帰属） 

第52条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したときに残存する財産

は、法第11条第３項に掲げる者のうち、解散時の総会にて決議した者に譲渡するものとする。 

 

（合併） 

第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経、か



 
 
つ、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

第９章 公告の方法 

（公告の方法） 

第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲議して行う。 

 

第10章 雑則 

（細則） 

第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 

 

附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

理事長  稲垣隆司 

理事  小林敬幸 

同  後藤尚弘 

同  九里徳泰 

同  石神勝博 

監事  近藤元博 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第１項の規定にかかわらず、成立の白から2016年５月

３１日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところ

によるものとする。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から2015年３月３１日ま

でとする。 

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

 

(1)正会員  個人       ：入会金  5,000円 年会費  5,000円 

民間企業         ；入会金 30,000円 年会費 50,000円 

NPO法人等各種団体：入会金 10,000円 年会費  5,000円 

(2)利用会員 個人       ：入会金  5,000円 年会費  5,000円 

民間企業         ：入会金 30,000円 年会費 50,000円 

NPO法人等各種団体：入会金 10,000円 年会費  5.000円 

(3)一般会員  個人       ：入会金  5,000円 年会費  5,000円 

民間企業         ：入会金 30,000円 年会費 50,000円 

NPO法人等各種団体：入会金 10,000円 年会費  5.000円 

(4)賛助会員  個人       ：入会金      O円 年会費  3,000円 

民間企業         ：入会金      O円 年会費  10,000円 



 
 

NPO法人等各種団体：入会金      O円 年会費  5,000円 
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