
【第1号議案】 平成26年度事業・活動実績報告案

1.総括
　うーた新3カ年プロジェクト活動（N3P活動)の2年目、「再生から保全への移行」と「持続可能なうーた」を
　基本路線として推進してきたが、「保全元年」は、着実に軌道に乗り、そして突き進んでいる。
(1)作業部会
　　再生から保全への移行プランである活動のスリム化、保全のありかたの実態が実現でき、移行は順調
　  に進捗している。
(2)子ども・地域部会
　　環境教育を3回実施、青少年の「人間力育成」「共育」が達成ができた。ボーイ5団との連携も一段と深
　　まった。地域とのコミュニテイとの関係は、まだ遠距離感があり次年度に課題を持ち越した。
(3)生物多様部会
　　うーたの多様な生物の一段の再生・保全が進む一方、「うーたの四季」の制作・シンポジュウム開催も
　　でき名実ともに「うーた里山ビオトープ」「まちなかのビオトープ」を形成,誇示してきている。
(4)総務部会
　「持続可能なうーた」の基本路線のもと、ヒト・カネに関する様々な戦術を展開した。林野庁の補助金へ
　の参加、シニアパワー活動支援事業の採択による「うーたの四季」発行、広報の充実、各種の会員増
　活動、エコライフポイントの活用、イエローレシート活動など、成果のあった1年であったと評価する。

今年も、多くのみなさんの応援があった。会員、明治小PTA,県内森林ボランテイア各位、文理大学、大東中
、ボーイ5団など多くの協力で26年度事業計画が円滑に実行できた。各位に感謝とエールを送ります。
　うーたの会は、県内トップクラスの任意団体であると評価されている。
2.活動実績
(1)月例活動実績
活動月日 内外区分 参加人数 <参加者別内訳>

4月19日 内 23 2013 2014 増減
5月17日 内外合同 45 　内部活動月 R会員 184 155 -29
6月20日 内 7 計83名 地域有志 22 17 -5
7月19日 内外合同 56 (月平均11.9名） Su会員 6 18 ＋12
8月23日 内 12 <年13人> Sp会員 5 0 -5
9月28日 内外合同 44 文理大 13 7 -6

10月18日 内 10 　内外活動月 ボーイ5団 12 2 -10
11月22日 内外合同 41 計213名 大東中 26 29 +3
12月23日 内 12 (月平均42.6名） 高校生 6 1 -5
1月17日 内 13 <昨年59人> 一般ボラ 78 62 -16
2月21日 内外合同 27 （内、みちの会） (41) (28) (-13)
3月21日 内 6 企業 33 5 -28

計 296 計 385 296 -89
昨年度 385 殆どの分野が減：次年度の課題

(2)その他の活動
　①イエローレシート活動 ②環境教育イベント
　　計12回（フル参加） 開催日
　　参加者数延64人（実11人） 「うーたの里を知ろう、
　 ギフトカード89200円 学ぼう探検団」 （雨天・屋内バージョン）

小学生 16 校長・保護者8 17 保護者7

　③N3P会議   8回開催 ボーイ5団 18 保護者・指導者16 23 保護者・指導者13 18 保護者・指導者16

中学生 6 1
　④その他外部活動 高校生 1
　　◆大分市環境展参加 大学生 4

6/7(土） 知人の子ども 6 3 8 6
　　　　7名（内、5団4名） 来賓 4
　　◆大分県障害者フェステイバル 講師/先生 12 4

うーたの会 8 9 8
　　　　11名（内、5団8名） 計 24 27 58 53 35 35
　　◆明治小ふれあいPTA 計232名
　　　　　　　11/1（土） 4.その他トピックス
　　　　7名（内、5団3名） (1)大分市1％支援者 ※（　）内は前年 (4)ギネスに挑戦
3.会員動向 　　有効届出数617人（516人）　　  11/30認定式に参加

2014.4 2015.4 　　有効届出金額576,801円（415,560円）
R会員 29 29 (2)うーたシンポジュウム
Su会員 4 7     3/15　 60名参加 盛況
Sp会員 12 18 (3)チェンソー1台贈呈 3/6　　　 ※めじろん共創基金から
R団体会員 1 1 P-2

10/16（日）

<内外活動区分別>

名称 うーたフェステイバル
早春の野鳥観察会

2015.3.1（日）2014.5.25（日） 2014.10.26(日）

51 111 70



5.平成26年度　事業・活動項目別（案件別）評価
　　24件の個別案件を設定して取り組んだが、その推進度を評価する。

評価
案件番号：案件項目 ○△×

Ⅰ.「再生から保全へ」 参加者

案件1 円滑かつ活性な年間活動 400人/年 296人 △ 内外参加者促進活動

案件2 活動の軽減①作業標準化 実践で実施 ○
合理化 ②東休耕田草刈 完了 ○

③新竹伐採方法 実施 ○

案件3 再生継続 ①東の竹林整備 進捗している ○
②東の山道整備 実施 △ 再整備要

案件4 保全活動 ①適切な草刈り 実践 ○
②沢、ビオトープ保全 実践 ○
③東西森林区域保全 実践 ○
④焼却による保全 実践 ○
⑤生物多様保全 実践 ○

案件5 湧水源整備①湧水源屋根設置 実施 ○
②水質検査 実施 ○ （飲み水不適）

案件6 安全の推進 ①救急救命講習会開催 不実施 ×
②外部安全講習会参加 不実施 × 次年度実施

Ⅱ「新しい里山づくり」⇒「うーた里山ビオトープ」作りにテーマ転換
案件7 西の山の森づくり 案件切り替え ○ 人工林の森林整備を

実施 実施（林野庁補助金）

案件8 美しい竹林づくり 順次進捗 ○

案件9 散策道整備 ①樹木札設置 実施 ○

案件10 うーた ①デザイン決定 完了 ○
マップ作製 ②標識変更 完了 ○

案件11 うーたの紹介誌制作 完了 ○ 「うーたの四季」完成

Ⅲ「持続可能なうーた」への取り組み
　　　　---ヒト---に関すること

案件12 会員対策 ①現会員の維持 R 37（+8) R　29 × 次年度繰越

②会員増活動 Su 6(+2) Su　7 ○
③うーたの魅力発信 ○ （魅力発信シンポジュウム開催）

案件13 青少年 ①ジュニア会員制検討 検討は完了 × 次年度繰越

育成 ②ボーイ5団との連携 頻繁な連携 ○
③大東中生徒との絆継続 年29人参加 ○
④環境教育イベントの継続 年2回開催 年3回開催 ○

案件14 外部団体 ①県内ボランテイアとの融和 円滑な関係維持 ○ 減少方向の食い止め

との融和 ②文理大との関係維持 今、一歩感 △

案件15 組織の ①顧問、相談役新設 実施 ○
充実 ②役割の平準化・明確化 不十分 △ 次年度繰越

③会議体の見直し N3P会議8回開催 ○

　　　　--カネ---に関すること
案件16 スポンサー会員対策 Sp  15 Sp  18 ○

案件17 イエローレシート定着 全員参加型 11人 ○ 全員参加型が課題

案件18 新たな資 ①募金方法 検討見送り --- 次年度再検討

金対策 ②グッズ販売 環境展で実施 △
③参加料収入定着 やや低調 △ 次年度検討

P-3

次年度課題
       平成26年度事業の項目

目標値 実績



評価
案件番号：案件項目 ○△×

　　　　--共通・その他---に関すること
案件19 地域との共生関係深化 シンポ実施 △ 具体化は、次年度検討

案件20 対外活動 ①環境展 実践 ○
参加 ②ふれあいPTA 実践 ○

③大分県障害者フェスタ 実践 ○

案件21 広報の ①ブログ開設 開設・運用 ○
多様化 ②うーたニュース発行 実施 ○

③その他SNS活用 随時実施 ○

案件22 うーたの惣菜文化 ご馳走提供 ○

案件23 奥地の不法投棄物処分 大半実施 △ 一部次年度処理

案件24 縄文活動受託事業 活動無し ×

P-4

次年度課題
       平成26年度事業のスキーム

目標 実績



（雨天・屋内バージョン）

保護者・指導者16



【第2号議案】平成26年度活動計算書（案）　　
1．補助金会計収支 単位：円

a申請額 b報告額 c実績額 b-c
新たな森林づくり提案事業（県・森林環境税） 288,000 288,000 288,234 ×234 実績額が申請額（報告額）を

あなたが支える市民活動応援事業（市） 222,000 222,000 222,000 0 超えた場合は、下記一般会計で対応

シニアパワー活動支援事業（県） 495,000 495,000 551,289 ×56,289 ⇒下記斜字

森林・山村多面的機能発揮対策（国） 116,000 116,000 116,927 ×927
計 1,121,000 1,121,000 1,178,450 ×56,939

2．一般会計収支 単位：円

当期予算 当期実績 差異
（1）前期繰り越し 81,046 81,046  - 
(2)収入 ①会費収入

　　　レギュラー会員 74,000 59,000 -15,000 2000×29名、1000×1  ※1名未入

　　　サポート会員 6,000 7,000 1,000 7名×1,000

　　　スポンサー会員 51,000 72,000 21,000 18団体（15＊1,9*1,6*2,3*12,0*2)

　　　ファミリー会員 0 0 0
      団体会員 3000 3,000 0 ボーイ5団

　　　　　　　　　　　　小計 134,000 141,000 7,000
②寄付及びイエローレシート 100,000 100,700 700 イエローレシート41200,小野善5000、山口5000

県フェスタ謝礼分寄付10000,藤本5000、加藤3000 

神宮司・森3500

<シニアパワー関連収入>

うーたの四季寄付13000 桑野15000,

③子どもイベント参加費 9,000 24,500 15,500 うーたフェスタ（シニアパワー）17200  

野鳥観察会7300

④合同活動日参加料 30,000 16,800 -13,200 5月7200  9月3600  11月6000   2月無料

(参加者減）

⑤会の親睦会会費 0 47,500 47,500 親睦会会費

⑥雑収入 0 2000 2,000 Tシャツ個人負担分

収入計(A) 273,000 332,500 59,500 (懇親会会費計上による増）

(3)支出 ①事務費/消耗品費 15,000 8,605 -6,395 支出減

②広報費 5,000 0 -5,000 支出無し

③使用料 23,000 22,400 -600 土地使用料4件20,000久保山公民館使用料2400

④食糧費 38,000 37,969 -31 合同活動月4か月分食糧31937、11月野点6032

⑤雑費 73,000 113,625 40,625 親睦会88186　明治小印刷お礼等7155　Tシャツ4000

ボーイ5団会費3000 字図2700  その他年賀状、

ボランテイアセンター会費、書籍など8584

⑥シニアパワー自己負担分 0 56,289 56,289 コピー2115,シンポ案内切手9840,うーた

フェスタ食料11150

シンポ茶菓9684　うーたフェスタ保険3500

うーたの四季修正シール20000

⑦予備費 10,000 0 -10,000

支出計(B) 164,000 238,888 74,888 (シニアパワー増56289＜但し実質増11000＞、

雑費各種支出増40625)

109,000 93,612 -15,388
（4）次期繰り越し 190,646 174,658 -15,988

　　上記活動計算書について、支出明細表、領収証、現金が適正であったことを監査します。
平成27年度4月　日

　　　　　　　　　会計監査　　山村　真澄　　　　印
　　　　　　　　　会計監査　　志水　貞義　　　　印 P-5

【会計監査】

科目
平成26年度

備考

科目
平成26年度

内訳・主要差異

　　　　収支バランスA-B



うーたの会

1  流動資産 1  流動負債

　　現金 174,658 　　短期借入金 0

　　普通預金

　　郵便貯金

　　未収金

　　商品

　　前払費用

　　立替金

174,658 0

　　　　流動資産合計 174,658 　　　　流動負債合計 0

負債の部合計 0

2 　固定資産 174,658

　　建物付属設備 (うち当期正味財産増減額） 0

　　器具備品

0

　　　　固定資産合計 0

0 174,658

174,658 174,658

科目 金額 科目 金額

2014年度貸借対照表

2015年3月31日現在

Ⅰ　　資産の部 Ⅱ　　負債の部

資産の部合計

正味財産の部

　　正味財産

正味財産の部合計

負債及び正味財産合計



平成 26年度特定非営利活動に係る事業  会計財産目録 

 

うーたの会                     平成 27年 3 月 31日現在 

科目・適用 金額（単位：円） 

Ⅰ資産の部 

１．流動資産 

流動資産合計 

 

 

174,658 

 

 

 

 

 

174,658 

 

２．固定資産 

固定資産合計 

   

0 

 

 

 

 

 

0 

 

資産合計（Ａ）   174,658 

Ⅱ負債の部 

1. 流動負債 

 流動負債合計 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

2. 固定負債 

 固定負債合計 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

負債合計（Ｂ）   0 

正味財産（Ｃ＝Ａ－Ｂ）   174,658 

 



 

 

 

平成27年度 うーたの会役員名簿 

 

会長       神宮司 昭夫 

副会長       本田 了三 

副会長       森 俊昭 

副会長       江口 初男 

事務局長       加藤 俊一 

事務局次長      渡邉 泰夫 

会計       加藤 俊一 

会計監査     山村 真澄 

会計監査     志水 貞義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


