
総会議事プログラム

第１部 14：00～15：00（予定）

1 開会

2 議事 以下の議案につき順次報告のうえ討議、採択または選任

第１号議案 ２０２０年度事業総括

第２号議案 ２０２０年度決算報告（監査報告）

第３号議案 ２０２１年度活動方針

第４号議案 ２０２１年度予算

第５号議案 役員の選任について

第６号議案 その他議案

3 閉会

第２部 15：10～16：00 （予定）

※ネット座談会「WeNET会員組織の活動意見交換」

各組織からの活動紹介／交流タイム［進行および内容は当日発表］

NPO Wakayama environmentalists NETwork

特定非営利活動法人

わかやま環境ネットワーク
（和歌山県地球温暖化防止活動推進センター）

第18回（通常）総会議案書

日時：2021年5月30日（日）14：00～15：00

場所：オンライン開催［わかやま環境ネットワーク事務所 (〒640-0014 和歌山市毛見996－2)]
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2020年度の実施結果

主な事業・活動の取り組み結果

① 環境省
補助事業

◆ 地域での地球温暖化防止活動促進事業

県内の推進員・温暖化対策団体の支援・啓発・調査

② 和歌山県
委託事業

◆ 和歌山県草の根運動推進事業

協議会・推進員グループ等の温暖化防止に係る活動支援全般

③ 和歌山県
委託事業

◆「おもしろ環境まつり」企画・運営等委託業務

親子向け体験型の環境イベントの開催に係る運営全般

④
和歌山有機
認証協会
委託事業

◆食と農に関する調査事業

県内の農業を中心とした生産に関する実態調査事業

⑤
和歌山環境
保全公社
委託事業

◆海洋プラスチックごみ対策を主体とした環境保全教育事業

啓発動画の制作とイベント開催支援

⑥ 団体活動／
自主事業

◆ 理事会活動、組織維持拡大に係る諸活動、対外活動

※参照：ＮＰＯ法人わかやま環境ネットワーク定款（抜粋）

第３条（目的） この法人は、子どもを含む住民、ＮＰＯ、

事業者、公共団体、学校等、地域社会を構成する各主体

（以下「各主体」という。）の相互理解を深めると

ともに、地球温暖化など環境問題に対するこれら各主体

の協働に係る取り組みを企画、推進し、持続可能な

循環型地域社会の形成に寄与することを目的とする。



月 日 環境ネットワーク（県センター業務） 日 会 員 組 織

4月 26日 ［延期］和歌山ｱｰｽﾃﾞｲ2020ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝ

5月 11日 近畿ブロック会議＠WeNET事務所（ZOOM） 【中止】橋本協:真田まつり＠九度山町

13日 おもしろ環境まつり打合せ＠WeNET事務所

15日 WeNET理事会＠WeNET事務所

19日 WeNET座談会＠WeNET事務所

22日 うみわかまもるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ打合せ＠和歌山市

6月 2日 わおん通信編集会議＠WeNET事務所 日

5日 環境教育打合せ＠和歌山市 日

7日 第17回通常総会＠WeNET事務所

16日 科学まつり実行委員会＠和歌山市

20日 推進員養成講座＠那智勝浦町

24日 JCCCA社員総会＠ZOOM

24日 市民の力総会＠和歌山市

27日 推進員養成講座＠御坊市

30日 温暖化対策ラジオ番組出演＠和歌山市

7月 4日 推進員養成講座＠和歌山市
【中止】橋本協:こどもｴｺﾁｬﾚﾝｼﾞ教室
＠橋本市

7日 動画配信「和くらす」取材＠有田川町

9日
おもしろ環境まつり第１回実行委員会
＠和歌山市

11日 推進員養成講座＠紀の川市

18日 わおん通信取材(ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝ)＠和歌山市

20日 わおん通信取材(あさり姫)＠和歌山市

21日 うみわかまもる定例会議＠WeNET事務所

27日 推進員養成講座＠海南市

27日 環境学習出前講座＠松江小学校

28日 うみわかまもる定例会議＠WeNET事務所

30日
家族農業プラットフォーム和歌山総会・
記念講演打合せ

31日 うみわかまもる打合せ＠WeNET事務所

31日 温暖化対策ラジオ番組出演＠和歌山市3

第1号議案 2020年度事業総括 2020年度の主な活動のみ
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月 日 環境ネットワーク（県センター業務） 日 会 員 組 織

8月 2日 うみわかまもる動画撮影＠和歌山市

7日 うみわかまもる撮影依頼＠和歌山市

8日 気候変動講演会＠海南市

11日 うみわかまもる動画撮影＠和歌山市

11日 うみわかまもる定例会議＠WeNET事務所

12日
家族農業プラットフォーム和歌山総会＠
ZOOM

14日 持続可能な暮らし方講座＠和歌山市

29日 取材：ビーチクリーンイベント＠和歌山市

9月 １日 うみわかまもる定例会議＠WeNET事務所

2日 うみわかまもる動画撮影＠大阪市

3日 「こども未来SDGs」講演会支援＠新宮市

4日 動画配信「和くらす」取材＠新宮市

5日 推進員養成講座＠田辺市

8日 うみわかまもる定例会議＠WeNET事務所

12日 イベント支援：ビーチクリーン＠浜の宮

14日 うみわかまもる動画撮影＠ﾌｪﾆｯｸｽ大阪

15日 うみわかまもる動画撮影・会議＠和歌山市

19日 推進員養成講座＠和歌山市

24日 うみわかまもる定例会議＠WeNET事務所

27日 ビーチクリーン支援＠磯ノ浦

29日 温暖化対策ラジオ番組出演＠和歌山市

30日 ビーチクリーン支援＠磯ノ浦

10月 2日 まつりWEBサイト相談＠和歌山市
【中止】橋本協:ふる里よいとこ探し
＠橋本市

5日 環境学習出前講師打合せ＠和歌山市 6･7日
橋本協:地球を考えるシンポジウム
＠香川県

6日 環境学習出前講師派遣＠和歌山市

7日 第４回適応協議会＠オンライン

9日 動画配信「和くらす」取材＠紀の川市

14日 うみわかまもる動画撮影＠和歌山市

第1号議案 2020年度事業総括 2020年度の主な活動のみ
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月 日 環境ネットワーク（県センター業務） 日 会 員 組 織

15日 うみわかまもる事業進捗報告＠和歌山市

18日 動画配信「和くらす」取材＠新宮市

20日 わおん通信編集会議（冬・春号）＠和歌山市

20日 第2回まつり実行委＠和歌山市

22日 うみわかまもる定例会議＠和歌山市

26日 温暖化対策ラジオ番組出演＠和歌山市

27日 県民団体活動室ヒアリング＠WeNET事務所

11月 7日 地球を守ろう in 和歌山＠日高・田辺
【中止】橋本協:はしもとｺﾝｼｭｰﾏｰﾐｰﾃｨﾝ
ｸﾞ「エシカル消費啓発」＠橋本市

8日 地球を守ろう in 和歌山＠日高・田辺
【中止】橋本協:産業まつり
＠かつらぎ町

9日 地球を守ろう in 和歌山＠白浜 【中止】橋本協:まなびの日＠橋本市

10日 地球を守ろう in 和歌山＠松江小学校

10日 まつりラジオ告知＠和歌山市

10日 環境学習講演会支援＠海南市

11日 気候変動お話会支援＠和歌山市

14日 おもしろ科学まつり支援＠イオン和歌山

20日 環境まつりライブ会場下見＠県民文化会館

26日
近畿エネルギー協議会会議＠WeNET事務所
オンライン

27日 環境まつりライブ会場下見＠県民文化会館

12月 5日 環境まつりﾗｲﾌﾞ会場準備＠県民文化会館 6日 橋本協:おもしろ環境まつり＠和歌山市

6日 おもしろ環境まつり2020＠県民文化会館

14日 登壇：政府広報シンポジウム＠和歌山市

15日 ﾗｼﾞｵ・環境まつりｲﾍﾞﾝﾄ収録＠ＦＭﾜｶﾔﾏ

17日 JT事業受託式＠和歌山市

18日 ラジオ出演＠和歌山放送

2021 14日 第1回WeNET理事会＠和歌山市

1月 19日 関西合同研修＠WeNET事務所 ZOOM

20日 適応ツール検討会会議＠オンライン

第1号議案 2020年度事業総括 2020年度の主な活動のみ
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月 日 環境ネットワーク（県センター業務） 日 会 員 組 織

21日 木ノ本小学校打合せ＠和歌山市

24日 【中止】ビーチクリーン＠磯ノ浦

2月 1日 山口小学校打合せ＠和歌山市 橋本協:温暖化啓発パネル作成

3日 谷口さんお話会支援＠かつらぎ
【中止】橋本協:親子ｵｰｶﾞﾆｯｸ料理教室
＠橋本市

5日 谷口さんお話会支援＠田辺

6日 【中止】ｲﾍﾞﾝﾄいっこマルシェ

11日 ビーチクリーン支援＠磯ノ浦

13日 麦踏みイベント取材＠海南市

16日 環境学習出前授業１＠山口小学校

18日 環境学習出前授業２＠山口小学校

19日 環境学習出前授業＠木本小学校

25日 第１回県温暖化防止連絡調整＠オンライン

27日 推進員総会＠オンライン

28日 環境クイズ支援＠オンライン

3月 7日 わかやま海洋サミット＠和歌山市
【中止】橋本協:橋本市公民館まつり
＠橋本市

21日 おいけdeSDGsカードゲーム＠紀の川市 6日
【生き物クラブ】われら生き物調査隊＠
岩出市

27日 うみわか任命式＠和歌山市

第1号議案 2020年度事業総括 2020年度の主な活動のみ



【主な事業・活動の取り組み結果】

① 環境省
補助事業

◆地域での地球温暖化防止活動促進事業

県内の推進員・温暖化対策団体の支援・啓発・調査

事業の目的：地球温暖化防止活動推進センターとして、対策に係る地域活動を支援

◆COOL CHOICE賛同者集め

• 動画配信サイト視聴数

• 各地のイベント開催時の啓発

• 今年度、県内各地で自主的な

• イベントが開催され、アンケート

調査とともに実施

（和歌山市／日高町／新宮市）

◆動画サイト開設＆運営

• 和歌山の持続可能な取組紹介番組

「和くらす」開設（You Tube）

• 取材撮影 編集と配信で計４本制作

主な活動（項目抜粋）
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②和歌山県
委託事業

◆地域草の根運動促進事業

協議会・推進員Gを中心とした推進員活動支援全般

事業の目的：温暖化対策協議会／推進員グループなど６つの団体、推進員への支援

各地の活動が継続的に、また活発に行われた１年でした。新たな活動拠点も動き出し、

県内全体で気候変動対策を中心にPRしていく可能性がひろがりました。

特に、今年度は世界的な気候変動への関心が集まり「共感・行動」を求める人が和歌山

でも増え、SDGsの理解と共に垣根を超えた取り組みに賛同する高まりを実感しました。

また、新たに１３名の推進員が委嘱され、全体で１２３名となりました。

◎COOL CHOICE賛同者数 個人：１２４人 団体：０社
◎CO₂削減量 ４４３t-CO2

◆２つの活動が活発化＝支援主体に

• 子育て中の親御さん主導の市民活動

• 小中学校からの出前授業の依頼

• 「自分ごと」を意識する人が増加



【主な事業・活動の取り組み結果】

③和歌山県
委託事業

◆イベント啓発促進事業[おもしろ環境まつり]

親子向け体験型イベントの開催

事業の目的：環境に関する［体験型］ブースで、小学生を中心に関心を高める機会

• 「温暖化」「エネルギー」「３R」「生物多様性」「食と水／くらし」の5つのテーマ

新型コロナウイルスのため「オンライン」開催→以下、専用WEBサイトの開設＆運営

• おもしろ環境まつり2020オンライン 公式サイト https://omokan.net

生放送イベント：令和2年12月6日（日）10：00～15：00

WEBサイト公開期間：令和2年12月1日（火）～ 令和3年3月31日（水）延長中

来場者数 2,152人（2020年12月1日～2021年2月20日までのアクセス数）
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④
和歌山有機
認証協会
委託事業

◆食と農に関する調査事業

県内の農業を中心とした生産に関する実態調査事業

• 「食・くらし」をテーマに、県内の各地域での持続可能な取組実践者についての

現地取材調査

• 県内の「食の自給力」についてのアンケート調査内容の検討

• 今年度は、新型コロナウイルスの影響により一部実施＆策定計画のみ
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【主な事業・活動の取り組み結果】

⑥ 団体活動／
⾃主事業

◆理事会活動、組織維持拡⼤に係る諸活動、対外活動

当団体の目的に沿った、各種の活動のための企画と運営

第2号議案 2020年度決算

P10・11「2020年度活動計算書」及び「2020年度財務諸表」参照

（P12 監査報告書 → 第１・２号議案関連）

理事会開催 ［第１回２０２１年１月１４日／第２回２０２１年５月１８日］

• これまでの団体活動全体の成果とふりかえりを行い、課題点と具体策について検討

• 関係団体が各々で抱える課題点、WeNETとの連携を行えるしくみで発展的な展開を

WeNETの部会について、活動展開していくための検討／段階的な実施

• 各部会の組織化と今後の展開についての準備と試行

⑤ 和歌山環境保
全公社
委託事業

◆海洋プラスチックごみ対策を主体とした環境保全教育事業

啓発動画の制作とイベント開催支援

現状把握と廃棄物の基礎をストーリーで学べる動画

うみわかまもる チャンネル（YouTube）

• 登録者数５３ 視聴回数２４４３回（３月末）

参加者間のコミュニティ用の会員制WEBサイト制作

うみわかまもる WEBサイト（https://umiwaka.net/）

• 会員登録数７９ 視聴回数４４４０回（３月末）

啓発＆PR用ポスター＆グッズの作成

• 県内全小学校３６０校に配布

任命式（次年度継続参加者）の開催

• ２８人が参加し任命書＆隊員証を授与



２０２０年度 活動計算書

（２０２０年４月１日～２０２１年３月３１日）

科　目　･　摘　要 金　　　　　　　　額 備　　　考

Ⅰ　経常収益

　　1　正会員受取会費

個　人 75,000        

団　体 28,000        

企　業 110,000       213,000         

　　２　受取寄附金
412,000       412,000         

　　３　事業収益

地域温暖化防止促進事業 3,825,000     温暖化対策法定業務（環境省補助）

和歌山県草の根活動支援事業 2,138,999     県温暖化対策活動支援（県委託）

和歌山県おもしろ環境まつり事業 3,858,999     環境イベント開催業務（県委託）

木の国エコリレー推進協議会事業 -             森林由来CO2排出権取引促進（自主）

食と農に関する環境調査業務 2,400,000     地域自給に係る調査（WOCA委託）

海洋保全教育事業 2,800,000     海洋対策者育成（環境保全公社委託）

わかやま海洋サミットプロジェクト 1,219,080     16,242,078      海洋学習発表、調査（JT助成）

　　４　その他収益

受取利息 22            

雑収益 916           938             

経常収益計 （Ａ） 16,868,016    

Ⅱ　経常費用

　　１　事業費

　　　（１）　人件費

地域温暖化防止促進事業 2,430,679     

和歌山県草の根活動支援事業 705,374       

和歌山県おもしろ環境まつり事業 900,000       

木の国エコリレー推進協議会事業 -             

食と農に関する環境調査業務 270,000       

海洋保全教育事業 750,000       

わかやま海洋サミットプロジェクト 98,100        

人件費計 5,154,153     

　　　（２）　その他経費

地域温暖化防止促進事業 1,837,994     

和歌山県草の根活動支援事業 1,433,625     

和歌山県おもしろ環境まつり事業 2,812,874     

木の国エコリレー推進協議会事業 43,824        

食と農に関する環境調査業務 687,669       

海洋保全教育事業 2,002,165     

わかやま海洋サミットプロジェクト 45,400        

その他経費計 8,863,551     

　　　　事業費計 14,017,704    

　　２　管理費

　　　（１）　人件費

給与手当 314,449       管理部門業務全般

法定福利費 773,990       厚生年金／健康保険／雇用／労災　等

人件費計 1,088,439     

　　　（２）　その他経費

福利厚生費 169,944       中小企業退職金共済／お茶代　等

会議費 41,020        企画運営会議／会場利用　等

交際費 8,062         弔電／花代　等

      旅費･交通費 16,840        事業外打合せ移動全般

      通信運搬費         44,586 事業申請／管理部門書類発送　等

　　　水光熱費 60,000        水道／ガス／電気　等

      消耗品費 250,761       コロナ対策関連／PC　等

修繕費 43,784        事務所移転／設備改修　等

賃借料 33,867        レンタカー／モバイルWi-Fi　等

      業務委託費 26,880        事業所廃棄物撤去費用　等

      支払手数料 196,797       税理士顧問／振込／ネット関連

支払寄付金 3,000         わかやまNPOセンター

    　新聞図書費 9,240         学習プログラム開発に係る資料／書籍

地代家賃 130,000       事務所家賃

      印刷製本費 24,440        総会資料／事業外支援

　　　租税公課 10,000 各事業契約／納税証明書　等

保険料 -             

      諸会費 53,000        全国ネット／NPOセンター　等

      支払利息 -             

その他経費計 1,122,221     

　　　　管理費計 2,210,660     

経常費用計(B) 16,228,364    

当期正味財産増減額(C) ［(A)-(B)］ 639,652       

前期繰越正味財産額(D) 1,355,447     

次期繰越正味財産額　［(C)+(D)］ 1,995,099     10

第2号議案 2020年度決算



11

第2号議案 2020年度決算

貸借対照表

２０２１年３月３１日現在

資産の部 負債及び正味財産の部

流動資産 流動負債
　　現金 1,997,880      　　借入金 4,000,000      
　　預金 3,814,125      　　未払金 1,046,830      
　　未収金 1,300,000      　　預り金 21,758         

　　預り金（謝金） 48,318         
流動資産計 7,112,005      流動負債計 5,116,906      

正味財産の部
　　前期繰越正味財産 1,355,447      
　　当期正味財産増減額 639,652        
　　

固定資産計 -              正味財産合計 1,995,099      

資産合計 7,112,005      負債及び正味財産合計 7,112,005      

-              

財産目録              正味財産増減計算

２０２１年３月３１日現在
資産の部 当期正味財産増加の部　　　
　　手元現金 1,997,880      639,652        

1,997,880      

紀陽銀行普通預金① 3,162,009      当期正味財産減少の部
紀陽銀行普通預金② 322,714        当期正味財産減少額 -              
紀陽銀行普通預金③ 5,981          
ゆうちょ銀行預金 143,382        前期繰越正味財産額 1,355,447      
近畿労働金庫普通預金 34,039         当期正味財産額 1,995,099      
郵便振替口座 146,000        

3,814,125      
未収金

海洋保全教育事業 1,300,000      

1,300,000      

資産合計 7,112,005      
負債の部

　　未払金 339,497        
　　未払金（人件費）　３月分 481,996         

　　未払金（法定福利費）３月分 125,337        
　　未払消費税(仮)計上 100,000        

　　　　　　　　　小計（未払金計） 1,046,830      
　　借入金 4,000,000      

　　預り金①（所得税預り金） 21,758         

　　預り金②（講師等源泉） 48,318         

負債合計 5,116,906      

正味財産 1,995,099      
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【会員現勢力】2021年5月1日現在（ ）内は昨年度当初

会員数 個人会員 98 (99) 団体会員 21 (22) 事業者 15 (15) 総計

内訳 運営個人 36 (37) 運営団体 15 (15) 運営事業者 6 ( 6) 134 (136)

一般個人 62 (62) 一般団体 6 ( 7) 一般事業者 9 ( 9)

NPO・団体等

【運営会員】

伊都・橋本地球温暖化対策協議会

エコネット紀中

かつらぎ町有機栽培実践グループ

紀州えこなびと

紀州村

紀南地域地球温暖化対策協議会

紀の川市環境保全型農業グループ

紀の川市地球温暖化対策協議会

ストップ温暖化岩出の会

脱原発わかやま

NPO法人つれもてネット南紀熊野

公益財団法人天神崎の自然を大切にする会

はしもと里山保全アクションチーム

NPO法人花つぼみ

NPO法人和歌山有機認証協会

【一般会員】

歌舞伎会

熊野の森ネットワーク・いちいがしの会

NPO法人根来山げんきの森倶楽部

ビオトープ

龍神村アートセンター

公益社団法人和歌山県シェアリング

ネイチャー協会

事業者等

【運営会員】

株式会社 石橋

農事組合法人 紀州果宝園

紀ノ川農業協同組合

大栄環境 株式会社

石とみどり 株式会社 橘

東濱植林 株式会社

【一般会員】

エコトップ 株式会社

税理士法人 きのくに未来会計

自然食品の店 しおん

株式会社 タイボー

築野食品工業 株式会社

東洋ライス 株式会社

中田食品 株式会社

まなべ石油販売店

宮惣ケミカル 株式会社

＜50音順＞
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第３号議案 ２０２１年度事業方針

2021年度方針

2021年は、どうやって脱炭素を早期に実現するのか？ という世界の課題に対し、

本当の意味で人類が試される年になりました。もうアリバイ的な話は通用しません。

これまで日本の脱炭素の対策はあまりにも遅く、世界中から批判を受けてきました。

日本は、さしずめ、キリギリスのようになっていて、準備の遅れから欧米よりもハード

ランディングを余儀なくされる事態が心配されます。地方だって他人事ではありません。

脱炭素に対応できずに市場から締め出され、倒産に追い込まれる地元企業もたくさん出る

かも知れません。市民生活も値上げなどで苦しくなるかも知れません。だからこそ、

脱炭素を先行して実践してきた私達わかやま環境ネットワークは、これまでに積み上げて

きたノウハウを活かし、地元を助け、世界に貢献しなければなりません。このような状況

にありますから、これまでのような啓発主体の活動から、より実践的な活動へとシフトし、

具体的に社会に貢献する、それを2021年の方針と致します。

１．【情報発信】

地域情報の募集と発信全体の工夫（SNS・動画配信の活用）

２．【関係強化】

会員を含む、市民団体、学校、企業、自治体との連携構築と実施

３．【横断展開】

「SDGs」「エシカル」を意識した多様な分野との相互連携構築と実施

上記の方針を具体的にすすめていく上で、広範な「環境対策」の課題と実施がスムーズに

展開されるよう、以下の５つの部会を中心に会員活動の広範な周知をすすめてゆきます。

以上の組織運営の見直しを行いながら、これまで和歌山県の環境に対する協力や支援を

行ってきたWeNET会員同士が引き続いて活動展開できる組織づくりを目指してゆきます。

14

持続可能社会 食と農 エネルギー

環境学習気候変動／防災
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第３号議案 ２０２１年度事業方針



【具体的な事業】

【環境省補助事業】地域での地球温暖化防止活動促進事業①

16

WeNET会報誌 オンライン版「うぃねっと」の発行

COOLCHOICE 動画投稿サイト

活動する団体や個人、企業など紹介

番組内で、質問やクイズを出題

県内のトピックを中心に配信（気候変動＋SDGs）

紹介チラシ

動画情報サイト
和くらす
チャンネル

QR おもしろくてためになる「情報提案」を配信

視聴者に働きかけ⇒簡易アンケート回答

◆県内のさまざまな実践者を紹介（「環境」の垣根を超えて踏み込む）
◆とりくみ実践者の声（エピソード）を紹介

新聞・ラジオ
ＳＮＳなど

推進員養成講座の「e-ラーニング（通信教育） 」教材の作成＆技術講習の実施

活動全体で共通の取り組み（中期計画）

会員活動を中心に、県内外の環境に関する情報として、

発行してまいります。年4回程度を目指し、即時性の求

められる情報［イベント開催案内や意見聴取など］は

個別に団体webサイト／SNSを活用。

【和歌山県委託事業】 草の根運動推進事業

（１）地域協議会／グループの支援

ひきつづき地域協議会等の草の根の活動を支援します

（２）地球温暖化対策情報誌の発行

和歌山県温暖化対策情報誌『わおん通信』(1800部／年４回）

（３）新規推進員の募集・研修

推進員養成講座＆スキルアップ講座を県内６か所以上で開催予定

②

視聴者との
コミュニケーション
アンケート取得

第３号議案 ２０２１年度事業方針

【和歌山県委託事業】「おもしろ環境まつり」企画・運営等委託業務

（１）子どもを中心とした体験型イベントを開催

さまざまなアトラクションを設置し、ブースごとに

楽しみながら学べる体験型イベントの開催

（２）「科学まつり」との共催→「おもしろミライまつり」

２つのイベントが一堂に会する事で、来場者への訴求を

高めること、県全体への意識PRを目指す（11/13・14予定）

③



【具体的な事業】

理事会活動、組織の維持拡大にかかる諸活動・対外活動

（１）理事会活動等 P15で示したテーマ別部会の運営と具体的な展開

（２）会員拡大・寄付の増額 現会員の協力を得て、新たな会員先を拡充

⑨

17

【自主事業】木の国エコリレー推進協議会業務

（１）“街”と“森”をつなぐための、新たな消費のしくみづくり

「寄付つき商品／サービス」の拡充を図り、

CO2の吸収源である和歌山の森へ還元を行う

（２）商品／サービスの展示・紹介の機会

これまでに商品化された2５商品［10社］の

展示および紹介（販売）できる機会をつくり展開

⑧

【和歌山環境保全公社委託】海洋プラスティックごみ対策を主体とした

環境教育事業
④

（１）海洋保全を学ぶ入門講座

 海洋ごみ実態把握＆回収船見学

（２）廃棄物流通の現状と新たな対策思考

 環境関連施設の見学

 回収ごみ袋の代替品検討

（３）循環ｻｲｸﾙの実状／新ｻｲｸﾙ思考＆実践

 漂着ごみ観察＆研究

 漂着ごみ利用作品製作

豊 か な 海 を 和 歌 山 か ら 守 る 子 ど も 隊 員

「 う み わ か ま も る 」 育 成 ス ク ー ル 継 続

第３号議案 ２０２１年度事業方針

【和歌山環境保全公社委託】食品ロスに関する啓発＆調査業務

（１）基礎・実践コンテンツの制作

現状把握とともに、食品ロス対策活動のヒント紹介

（２）消費行動に対する調査（大学連携）

消費行動全般についてのネットアンケート実態調査

（３）「食品ロス・チャレンジャー」モニター

個別家庭チャレンジャー（10件程度）※世代別ピックアップ

⑥

（申請中）【県委託事業】生物多様性保全育成事業運営業務

（１）ネイチャー・キャンプの企画・運営

生物多様性の専門的な指導者を招いたサマースクール実施

（２）ネイチャー・アワードの企画・運営

県内で「生物に関する研究課題」を募集し、表彰を行う

⑦

【日本たばこ産業株式会社助成】わかやま海洋サミットプロジェクト

（１）和歌山の干潟での生き物観察および保全活動

（２）わかやま海洋サミット[海の保全に関する学習発表]（終了）

⑤
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第３号議案 ２０２１年度事業方針 実施スケジュール

地域促進 草の根 環境まつり 海保全育 食ロス調査 生物多育成 木の国ER WeNET

5月
＊事業申請
（～13日） ＊企画打合 ＊企画打合

＊事業申請
（～19日）

＊18＞理事会
＊30
　＞18回総会

5月

6月

＊事業開始
＊更新：Ｅﾗｰ
ﾆﾝｸﾞｻｲﾄ
＊①連絡調整
会議

＊協議会申請
＊わおん
　編集会議①
＊養成講座
　６回

＊実行委①
　開催案内
　出展募集

＊実施準備
＊募集案内

＊スタッフ顔
合わせ
＊アンケート
調査

＊事業開始
＊広報準備
＊キャンプ
　募集開始

＊所轄報告
＊オンライン
座談会

6月

7月 ＊動画制作
＊動画制作
＊ＷＥＢ
　サイト更新

＊モニター
　調査１回目

＊コンテスト
　募集開始

＊オンライン
　座談会

7月

8月
＊出前講座
＊取材
＊コンテンツ

＊わおん
　編集会議②

＊実行委②

＊募集〆切

＊見学
　イベント

＊オンライン
　座談会

8月

9月

＊取材
＊イベント支
援

＊実行委③
＊出展調整

＊活動支援
＊モニター
　調査２回目

＊商品参加
＊企業声掛け

＊オンライン
　座談会

9月

10月

＊取材
＊イベント支
援

＊わおん
　編集会議③

＊実行委④ 　＊見学
　　イベント

＊作品チェッ
ク

＊イベント準
備

＊オンライン
　座談会

10月

11月

＊取材
＊イベント支
援

13＆14日
ミライまつり

　＊ワーク
　　ショップ

＊モニター
　調査３回目

＊プレイベン
ト
＊1次選考会

＊木の国ER
　総会＆
　お披露目
　イベント

＊オンライン
　座談会

11月

12月

＊取材
＊イベント支
援

＊精算関係 ＊2次選考会 ＊理事会 12月

21年
1月

＊アンケート
集計
＊連絡調整会
議②

＊わおん
　編集会議④

＊表彰式
＊オンライン
　座談会

21年
１月

2月
＊事業まとめ ＊実行委⑤

＊事業報告
＊オンライン
　座談会

２月

3月 ＊事業報告
＊協議会報告
確認
＊事業報告

＊事業報告 ＊事業報告 ＊事業報告
＊オンライン
　座談会

３月

4月 ＊理事会 4月



第５号議案 役員の選任について

前期役員の任期満了に伴い、新役員として以下の者を選任します。

第６号議案 その他の案件

役 職 ⽒ 名 所 属 団 体

代表理事 再任 中島 敦司 和歌⼭⼤学システム⼯学部（教授）

副代表理事 再任 ⾦原 徹雄 ⾦原徹雄法律事務所（弁護⼠）

副代表理事 再任 ⽬ 祐⼆郎 NPO法⼈わかやま環境ネットワーク

理事 再任 樫村 健 エコネット紀中

理事 再任 佐藤 俊 伊都・橋本地球温暖化対策協議会

理事 再任 神林 正紀 東濱植林株式会社

理事 再任 多⽥ 祐之 紀南地域地球温暖化対策協議会

理事 再任 道本 みどり 市⺠の⼒わかやま
NPO法⼈和歌⼭有機認証協会

理事 再任 中川 皓次 紀の川市地球温暖化対策協議会

理事 再任 平井 研 NPO法⼈⼈と⾃然とまちづくりと

理事 再任 松下 靖彦 ストップ温暖化岩出の会

理事 再任 松本 朱実 動物教材研究所ｐｏｃｋｅｔ

理事 再任 丸村 眞弘 公益財団法⼈天神崎の⾃然を⼤切にする会

理事／事務局⻑ 再任 ⾅井 達也 NPO法⼈わかやま環境ネットワーク

監事 再任 城 保宏 ストップ温暖化岩出の会

◆事業資金借り入れについての確認

国・県等からの補助金・委託金は、通常、

事業終了後の精算払いとなっており、事業

費が多額になれば当該事業実施中の運転

資金に窮することが予想されるため、前年

度に引き続き、代表理事の責任において、

ＮＰＯの活動に理解のある金融機関等より、

委託費・補助費の額を限度に精算払い完了

までの期間について、必要な運転資金を

借り入れることを認められたい。

第４号議案 2021年度予算
→ P20 2021年度 予算（案）参照

◆更正および追加予算についての確認

本総会に提案する予算書には、本総会時

点で採否が不明な事業に係る支出及び収

入を含んでいる。また、正式契約・決定

に至っていないため、最終的な金額が変

動する可能性もある。以上の事由により、

定款第４９条に定める「予算の追加及び

更正」を行う必要が生じた際は、理事会

の議決によりこれを行うことを認められ

たい。
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第４号議案
（2021年4月1日～2022年3月31日） 作成：2021年5月19日

科　目　･　摘　要 2020年度 2021年度 差　異 備　　考

Ⅰ　経常収益

　　1　受取会費 213,000 250,000 37,000

　　２　受取寄付金 412,000 400,000 -12,000

　　３　事業収益

地域温暖化防止促進事業 3,825,000 3,825,000 0 [補助]環境省

和歌山県草の根活動支援事業 2,138,999 2,100,000 -38,999 [委託]和歌山県

和歌山県おもしろ環境まつり事業 3,858,999 4,500,000 641,001 [委託]和歌山県委託

木の国エコリレー推進協議会事業 0 100,000 100,000 自主事業

［新規］　　食品ロスに係る啓発＆調査業務 0 2,800,000 2,800,000 [委託](契約前)和歌山環境保全公社

[終了]食と農に関する調査事業 2,400,000 0 -2,400,000

海洋保全教育事業 2,800,000 3,200,000 400,000 [委託](契約前)和歌山環境保全公社

わかやま海洋サミットプロジェクト 1,219,080 1,219,080 0 [助成] 日本たばこ産業株式会社

［新規］　　　生物多様性保全活動育成事業 0 5,704,630 5,704,630 [委託](採択前)和歌山県

その他収益 0 0 0

受取利息 22 30 8

雑収益 916 200,000 199,084

経常収益計 （Ａ） 16,868,016 24,298,740

Ⅱ　経常費用

　　１　事業費

　　　（１）　人件費

地域温暖化防止促進事業 2,430,679 2,596,920 166,241

和歌山県草の根活動支援事業 705,374 700,000 -5,374

和歌山県おもしろ環境まつり事業 900,000 1,200,000 300,000

木の国エコリレー推進協議会事業 0 20,000 20,000

［新規］　　食品ロスに係る啓発＆調査業務 270,000 820,000 550,000

海洋保全教育事業 750,000 750,000 0

わかやま海洋サミットプロジェクト 98,100 359,700 261,600

［新規］　　　生物多様性保全活動育成事業 0 980,000 980,000

人件費計 5,154,153 7,426,620 2,272,467

　　　（２）　その他経費

地域温暖化防止促進事業 1,837,994 1,664,030 -173,964 ※自己負担分10％上乗せ

和歌山県草の根活動支援事業 1,433,625 1,400,000 -33,625

和歌山県おもしろ環境まつり事業 2,812,874 3,300,000 487,126

木の国エコリレー推進協議会事業 43,824 40,000 -3,824

［新規］　　食品ロスに係る啓発＆調査業務 687,669 500,000 -187,669

海洋保全教育事業 2,002,165 2,300,000 297,835

わかやま海洋サミットプロジェクト 45,400 859,380 813,980

［新規］　　　生物多様性保全活動育成事業 0 4,724,630 4,724,630

その他経費計 8,863,551 14,788,040 5,924,489

　　　　事業費計 14,017,704 22,214,660 8,196,956

　　２　管理費

　　　（１）　人件費

給与手当 314,449 150,000 -164,449

法定福利費 773,990 800,000 26,010

人件費計 1,088,439 950,000 -138,439

　　　（２）　その他経費

福利厚生費 169,944 120,000 -49,944

会議費 41,020 30,000 -11,020

交際費 8,062 10,000 1,938

      旅費･交通費 16,840 15,000 -1,840

      通信運搬費 44,586 45,000 414

　　　水光熱費 60,000 60,000 0

      消耗品費 250,761 200,000 -50,761

修繕費 43,784 70,000 26,216

賃借料 33,867 30,000 -3,867

      業務委託費 26,880 30,000 3,120

      支払手数料 196,797 100,000 -96,797

支払寄付金 3,000 3,000 0

    　新聞図書費 9,240 5,000 -4,240

地代家賃 130,000 240,000 110,000

      印刷製本費 24,440 25,000 560

　　　租税公課 10,000 10,000 0

保険料 0 5,000 5,000

      諸会費 53,000 55,000 2,000

      支払利息 0 50,000 50,000

その他経費計 1,122,221 1,103,000 -19,221

　　　　管理費計 2,210,660 2,053,000 -157,660

経常費用計(B) 16,228,364 24,267,660 8,039,296

当期正味財産増減額(C) ［(A)-(B)］ 31,080

前期繰越正味財産額(D) 1,995,099

次期繰越正味財産額　［(C)+(D)］ 1,995,099 2,026,179 31,080

2021年度 予算(案)


