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平成25年度 事業報告  

公益財団法人 佐倉緑の基金 

※カッコ内は昨年度の数字 

１． 里山保全事業 

（１）自主事業 

①仮称佐倉西部自然公園 

 場所 佐倉市下志津・畔田地先 

 内容 草刈り等による保全整備、野生生物の生息環境整備、希少種の保護、樹木の育成 

②岩富エリア  

 場所 佐倉市岩富地先、佐倉市谷津環境保全指針モデル事業地における協力 

 内容 草刈り等による保全整備、野生生物の生息環境整備、調査ルートの確保 

③市民の森協働事業エリア 

 場所 佐倉市民の森（佐倉市飯野地先、市有地） 

 面積 約2ha 

 内容 親しみのある森づくり、育成樹の見守り 

④その他 

 西御門枝谷津、鷹匠ビオトープ・アパート側等 

 

（２）受託事業 

①カタクリ植生地調査及び保護管理業務 

場所 佐倉市上別所地先 カタクリ植生地 

    面積 3,680㎡ 

    内容 草刈り等による保全整備、希少種保護、カタクリ調査、報告書の作成 

②下志津五反目谷津除草業務（新） 

場所 佐倉市下志津地先、仮称佐倉西部自然公園 

    内容 草刈り等による保全整備、希少種保護、竹の整備、里山林の管理 

③畔田114番地先除草業務（新） 

場所 佐倉市畔田114番地先、仮称佐倉西部自然公園 

    内容 草刈り等による保全整備、希少種保護、里山林の管理 

 

 

２．希少種保護活動支援事業 

 ・市民による自発的な希少生物の保護及び調査活動を支援する事業 

 ・市内における絶滅危惧種のうち、自生地がほとんど1か所となってしまった希少種を対象とし実

施した。業者による盗掘の恐れがあるため詳細を非公開とする。 

  対象種 15種（動物3種、植物12種）環境省・千葉県絶滅危惧種 （昨年度：10種） 

  対象エリア数（地形） 13か所（社寺林3、樹林4、谷津6） 

  土地所有の種類 市有地3か所、民有地10か所 
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３．調査研究及び監視 

（１）自主調査 

  ①里山保全事業地での生物調査 

   ・保全整備の方向性を検証しながら作業を進めるため、保全事業地の中で、可能な範囲で調

査を実施した。 

   ・市民の森鳥類調査、五反目谷津鳥類調査、西御門枝谷津生物調査など 

  ②市内での生物調査（新） 

   ・事業地だけでなく、市内の自然環境豊かなエリアのようすを知るため。 

   ・畔田沢魚類調査、佐倉市北西部鳥類ルートセンサス、市内3カ所の樹林調査など 

 

（２）巡回監視活動 

①当法人の佐倉動植物保護監視員により、市内の巡回や監視を実施した。 

    ・定期巡回 延べ人数と日数 20人 10日  

    ・随時巡回 登録者17（13）名 

    

（３）受託調査・西御門環境保全ゾーン生物調査業務 

場所 佐倉市西御門地先 

    面積 9,800㎡ 

    内容 生物調査 

 

 

４．身近な自然環境保全活動助成事業（新） 

  ・自然環境保全への市民参加を促進するため、公募による助成事業を行った。 

・7団体から応募があり、審査の結果、同7団体を助成対象団体として選定した。  

・助成対象団体 

（団体名、五十音順） 

佐倉里山ガーディアン、佐倉里山クラブ、佐倉野草会、湛水田と水鳥をまもる会、 

人と自然をつなぐ仲間・佐倉、フクロウの会、和田未来農業研究会 

 

 

５．情報収集並びに啓発普及 

（１）監視員講習会＆交流会 

  目的  巡回・監視の心得講習会と交流会 

  日時  平成25年8月4日（日） 

場所  佐倉市市民公益活動サポートセンター会議室  

参加者 11名（当法人の佐倉動植物保護監視員） 

 

（２）役員巡見の実施 

  目的  役員が情報を共有するため 

  日時  平成25年10月31日（木） 

訪問先 助成対象団体の活動地のうち4か所 
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参加者 14名（評議員4名、監事1名、理事7名、事務局2名）昨年度：11名 

 

（３）親子観察会の共催 

こども自然観察会を共催で実施した(共催者：佐倉市農政課)。 

 日時  平成25年10月12日（土） 

 場所  佐倉市民の森 

 参加人数 15（22）人 

 

（４）ホームページの更新管理  

   ・当年度訪問者数 932（1,978）人  累計 9,805人 

   ・更新回数  11回 

 

（５）市民緑地管理運営事業 

    場所 鏑木小路市民緑地（佐倉市宮小路町） 

    面積 2,488㎡ 

    内容 土地の保守および維持管理（建物を除く）、定期的な除草及び清掃等 

契約 佐倉市と管理運営契約を締結 平成26年6月30日まで 

管理延べ人数及び日数 398（329）人 146（148）日 

 

（６）受託事業・市民協働推進研修受講生受入業務（新） 

 目的 ・市民協働の意義や必要性を知るため。 

    ・市民協働によるまちづくりを進める場合のパートナーとなるため。 

    ・市民活動団体、企業の実態や思いなどについて市職員の理解を深めるため。 

① 内容   活動紹介 

   実施日 平成25年11月11日（月） 

  参加   3名（理事2名、事務局1名） 

② 内容   体験職員研修生6名受入 

実施日 平成25年12月17日（火） 

参加   2名（理事1名、事務局1名） 

③ 内容   報告講評など 

実施日 平成26年1月17日（金） 

参加   3名（理事2名、事務局1名） 

 

 

６．ボランティア活動の推進 

（１）賛助会会員（財政的支援） 

   賛助会会員数  個人26（26）人、団体1（2） 

 

（２）緑のボランティア 

・当法人の事業を支える活動をしていただいた。 

・登録者数  個人52（36）名、団体9（9） 
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 （うち佐倉動植物保護監視員17名、里山隊：個人29(19)名、団体1）  

・内容 保全整備作業（緑金里山隊）、生物調査、観察会講師、巡回監視等 

    

 

（３）里山保全担い手育成事業の検討を継続した。 

    

 

７．役員会等に関すること 

（１）評議員会の開催  1回 

☆定時評議員会     

   ○平成25年6月15日（土） 

・平成24年度事業報告及び決算書の承認ほか 

 

（２）理事会の開催    2回 

○平成25年5月24日（金） 

・平成24年度事業報告及び決算書の承認ほか 

・定時評議員会の招集について 

              

○平成26年3月13日（木） 

 ・平成25年度第2次補正予算の承認 

    ・平成26年度事業計画及び収支予算の承認 

     

（３）当法人の監査 

   ○平成25年5月16日（木） 

    ・平成24年度監査  

 

（４）理事・評議員合同検討会の開催  1回 

   ○平成26年1月19日（日） 

・次年度の事業計画および予算について 

・学習会「公益法人の運営について」 講師：菊池浩氏 
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＜参考資料＞ 

 

１．役員等に関する事項 

（１）評議員 ７名 

任期：平成24年4月1日から平成28年6月まで 

氏 名 住 所 備 考 

石田 晶久 千葉市 千葉県職員 

高橋  昭 佐倉市新町 
臼井文化懇話会会員 

佐倉日蘭協会（事務局） 

田中 正彦 佐倉市鏑木町 千葉県県立高校教諭、魚類 

原 慶太郎 佐倉市王子台 東京情報大学教授、景観生態学 

美濃和信孝 佐倉市王子台 環境カウンセラー（環境省認定）、森林イ

ンストラクター、ビオトープ管理士 

松山 洋子 佐倉市大蛇町 佐倉野草会副会長、自然観察指導員 

山田 珠子 佐倉市大崎台 佐倉日蘭協会理事 

 

 

（２）役員  

※選定基準：公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること（公益社団

法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法、平成18年6月) （公益認定の基準） 第5条第2項） 

理事９名・監事１名    

役職 氏  名 住  所 備 考 

代表理事 伊 藤 弘 輝 佐倉市上座 資金運用・財務経験者 

 

業務執行理事 

 

今 野 加 奈 恵 

  

〃 上志津 

 

自然環境保全整備経験者 

理事 今 村 廸 子  〃 大蛇町 自然観察指導員 

〃 近 藤 晴 規  〃 白銀 植物調査経験者 

〃 小 島 以 久 男  〃 千成 植物調査経験者 

〃 御 堂 良 三  〃 稲荷台 動物調査経験者 

〃 百 目 木 純 子  〃 上志津 自然観察指導員 

〃 安 立 退 良  〃 城 環境保全整備及び湧水調査経験者 

〃 高見澤 宏 昌    富里市 
森林インストラクター、 

ビオトープ管理士 

監事 山 部   紘 佐倉市臼井 元金融機関勤務者 

 

任期 

理事：平成24年4月1日から平成26年6月まで 

監事：平成24年4月1日から平成28年6月まで 
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２．役員会等に関する事項 

（１）定時評議員会の開催     

   ○平成25年6月15日（土） 

評議員会の目的である事項（議題） 

         第１号議案  議長の選出について 

      第２号議案  平成２４年度事業報告の承認について 

      第３号議案  平成２４年度収支決算の承認について 

      第４号議案  基本財産積み増しについて 

 

（２）理事会の開催      

○平成25年5月24日（金） 

理事会の目的である事項（議題） 

    第1号議案 平成24年度事業報告の承認について 

第2号議案 平成24年度収支決算の承認について 

第3号議案 定時評議員会の招集について 

第4号議案 平成25年度補正予算の承認について 

第5号議案 事務局長及び次長の任命承認について 

第6号議案 就業規則の改定について 

 

○平成26年3月13日（木） 

理事会の目的である事項（議題) 

第1号議案 平成25年度第２次補正予算の承認について 

第2号議案 平成26年度事業計画の承認について 

第3号議案 平成26年度収支予算の承認について 

 

 

３．役員等の出欠状況 

   

会議の種類 年月日 定足数 出席数 欠席数 可決状況 

定時評議員会 H25. 6.15  7 7 0 原案どおり可決 

理事会 H25. 5. 24 9 5 4 原案どおり可決 

理事会 H26. 3.13 9 6 3 原案どおり可決 

 

 

４．代表理事及び業務執行理事による職務執行状況の報告 

（１）執行部会  6回 

  ○平成25年4月12日 

・理事会及び評議員会の日程について他 

○平成25年7月9日 

・金庫の設置、保証付き火災保険の契約変更について 

・証憑綴り、支出票など事務処理の簡素化について 
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○平成25年9月13日 

・役員巡見について 

・謝礼に関する内規の変更について 

○平成25年11月1日 

・実施した巡見の反省 

・市民協働推進研修受講生受入業務に関する打ち合わせ 

  ○平成26年1月9日 

・平成26年度「身近な自然環境保全活動」助成事業応募団体について 

・予算の執行状況について 

○平成26年3月4日 

・平成25年度第2次補正予算、平成26年度事業計画・予算の確認 

・助成事業選定について経過説明 

・ホームページサーバー変更について 

 

（２）財務チェック  3回 

  ○平成25年4月12日、7月9日、9月13日 

 

（３）当法人監査  1回 

  ○平成25年5月16日 

 

（４）各種行事に出席  4回 

  ○平成25年11月11日、12月17日、平成26年1月17日 

・市民協働推進研修受講生受入業務 

○平成25年8月4日 

・監視員講習会＆交流会 

 

 

５．契約に関する事項 

契約締結年月日 相手方 締結の内容 契約金額 

平成25年4月13日 佐倉市 
カタクリ植生地調査 

及び保護管理業務 
215,250円 

 

平成25年5月9日 
佐倉市 下志津五反目谷津除草業務 472,500円 

 


