
特定非営利活動法人緑地雑草科学研究所

平成 28 年度 総会資料

日 時 ： 平成２８年３月２１日（月）13 時 30 分～１4 時 30 分

会 場 ： 兵庫県民会館（神戸市中央区、県庁前）10 階会議室 福の間

〒650-0011 神戸市中央区下山手通 4－16－3

TEL．078-321-2131 FAX．078-321-2138

開 会

議 事

第１号議案 平成２７年度事業報告

第２号議案 平成２７年度決算報告

第３号議案 平成２７年度事業監査報告

第 4 号議案 平成２８年度活動方針及び事業計画

第 5 号議案 平成２８年度予算案

第 6 号議案 役員の選任

第７号議案 その他

閉 会
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第 1 号議案．平成２７年度事業報告

（１） 会員数

平成 27 年度末現在 平成 26 年度末 比較増減

（個人会員）

99 名

（賛助会員）

36 件 141 口

（個人会員）

97 名

（賛助会員）

39 件 147 口

2 名増

3 件 6 口減

135 136 1 減

（２） 事業活動

１．第 6 回公開シンポジウムの開催

「持続可能なゴルフ場緑地と環境：なぜ今日この視点が重要か」

＜11 月 18 日 神戸商工会議所会館 3 階 神商ホール A 参加 61 名＞

２．講演会の開催

「雑草科学の視点から害虫問題を考える-斑点米カメムシ防除の事例をもとに- 」

＜4 月 8 日 兵庫県民会館 参加 33 名＞

３．刊行物の発行

１）ニュースレター“草と緑”7 号＜12 月発行＞

２）「持続可能なゴルフ場緑地と環境：なぜ今日この視点が重要か」

第 7 回シンポジウム講演要旨集＜11 月 18 日発行＞

４．「雑草ウォッチャー・プロジェクト」の実行

（支援組織：特定非営利活動法人緑地雑草科学研究所，日本雑草学会都市雑草研究会）

１）専用 Web ページの設置（http://www.bousou-ken.org/login/watcher.html）（8 月 13 日）

２）ウオッチャーへの情報提供の依頼，情報の収集（主にメールによる，随時）

５．管理放棄地に関する情報発信

雑草の繁茂が放棄されている場面において，雑草の生物的問題と最良雑草管理慣行の

視点から検討を行ったが，ターゲットを明確にし難い問題があること，当 NPO での取扱

うテーマが多いことから，このテーマは一旦保留とした．

６．雑草インストラクターの養成

緑地の雑草リスクの診断，対策手法をコンサルできる人材育成を目的とし，カリキュ

ラム内容を策定中．2016 年度から実施予定．

７．研究の受託

１）雑草講習会講師 （阪神園芸株式会社）

２）JR 東海「雑草対策に関する試験その他作業」（株式会社アセント）

３）JR 東海「最適な法面管理技術に関する研究」（株式会社アセント）

４）難防除雑草防除技術開発に関する研究 （株式会社アセント）

８．広報活動
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１）ホームページの運営，拡充

（３）会議

総会：2 月 20 日 マイクロフォレストリサーチ株式会社

活動計画総会（臨時総会）：4 月 8 日 兵庫県民会館

理事会：第 1 回＜2 月 20 日，於神戸市＞, 第 2 回＜8 月，メールによる中間報告＞

その他：シンポジウム運営委員会, 雑草ウオッチャーチーム委員会, 草と緑編集委員会

第 2 号議案．平成２７年度決算報告

（１）収支決算

（平成 27 年 1 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日）

収入項目 平成 27 年度

決算額（A)

平成 27 年度

予算額(B)

A-B 備考

会費収入 1,572,000 1,930,000 -358,000

個人会員 (252,000) (330,000) (-78,000) 入金 84/99 名

賛助会員 (1,320,000) (1,600,000) (-280,000) 132 口（33/36 件）

事業収入 1,512,000 2,390,000 -878,000

受託研究費 (1,468,000) (1,800,000) (-332,000) 4 件

シンポジウム参加費 (44,000) (90,000) (-46,000)

インストラクター受講料 (500,000) (-500,000)

雑収入 311,770 230,000 81,770

広告費 (210,000) (180,000) (30,000)

刊行物販売 (49,500) (50,000) (-500)

その他 (52,270) (0) (52,270)

前期繰越金 407,967 407,967 0

当期収入合計 3,803,737 4,957,967 -1,154,230
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支出項目 平成 27 年度

決算額（A)

平成 27 年度

予算額(B)

A-B 備考

研究所活動費 3,081,772 4,000,000 -918,228

シンポジウム

・セミナー開催費

(774,596) (700,000) (74,596)

年報刊行費 (446,980) (450,000) (-3,020)

広報活動費 (36,196) (100,000) (-63,804)

研究・調査費 (1,224,000) (1,350,000) (-126,000)

研修・資格認定費 (0) (400,000) (-400,000)

雑草ウオッチャー費 (0) (400,000) (-400,000)

人件費 (600,000) (600,000) (0)

備品費 (0) (0) (0)

事務局経費 192,537 360,000 -167,463

消耗品費 (43,459) (30,000) (13,459)

通信・運搬費 (86,358) (70,000) (16,358)

会議費 (49,560) (230,000) (-180,440)

雑費 (13,160) (30,000) (-16,840)

次期繰越金 529,428 597,967 -68,539

当期支出合計 3,803,737 4,957,967 -1,154,230

（２）貸借対照表

（平成 27 年 12 月 31 日現在）

資産の部 負債の部

普通預金（郵貯銀行） 174,022

普通預金（北陸銀行） 40,406

未収金 315,000 繰越金 529,428

合計 529,428 合計 529,428

未収金：受託研究費 （270,000） 12 月末請求

シンポジウム要旨広告掲載費 3 社 （45,000）11 月末請求
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第 3 号議案．平成２７年度事業監査報告

第 4 号議案．平成２８年度活動方針及び事業計画

事業開始当初より継続実施している公開シンポジウムや会誌“草と緑”の刊行等により、

当研究所も公的に認知されるに至り、“雑草ウォッチャー・プロジェクト”や“雑草インス

トラクター養成”事業にて、事業活動も新たな展開に踏み出している。平成２８年度は、さ

らなる発展と経常事業の確実な運営を目指し、会員間の十分な意見交換を図りつつ、これま

でに実施及び検討を重ねてきた以下の事業を実施したい。

１）公開シンポジウム「雑草管理場面別シリーズ」

2013 年度より関東・中部・関西地区と継続してきました「ゴルフ場の緑地環境と植生管

理」に関するシンポジウムの最終回を九州地区で開催．時期は例年通り 11 月を予定．

２）年報「草と緑」の刊行

第 8 号を 12 月に発行予定．「除草剤」に関する解説シリーズの新設とともに，読者ペー

ジの充実を目指す．なお，各記事の J-stage（電子ジャーナルプラットホーム）への搭載に

ついて現在申請中．

３）雑草ウオッチャー・プロジェクト

日本雑草学会都市雑草研究会とともに，さらに運営の改善を図りながら活動を支援する．

４）雑草インストラクター養成

緑地雑草管理において指導的役割を担う人材養成を目的に，新規に実施する取り組み。

会員を対象に 5 日程度（受講過程不連続）で，雑草生物学，雑草防除学，雑草管理学の

基礎講座と最良雑草管理慣行技術の設計・設計監理の応用講座等の内容を予定．
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第 5 号議案．平成 28 年度予算案について

収入項目
平成 28 年度

予算額(A)

平成 27 年度

決算額（B)
A-B 備考

会費収入 1,710,000 1,572,000 138,000

個人会員 （300,000） (252,000) (48,000) 100 名

賛助会員 （1,410,000） (1,320,000) (90,000) 141 口

事業収入 1,960,000 1,512,000 448,000

受託研究費 (1,200,000) (1,468,000) (-268,000)

シンポジウム参加費 (60,000) (44,000) (16,000)

インストラクター受講料 (700,000) (0) (700,000) 7 万×10 名

雑収入 260,000 311,770 -51,770

広告費 (210,000) (210,000) (0)

刊行物販売 (50,000) (49,500) (500)

その他 (0) (52,270) (-52,270)

前期繰越金 529,428 407,967 121,461

当期収入合計 4,459,428 3,803,737 655,691

支出項目
平成 28 年度

予算額(A)

平成 27 年度

決算額（B)
A-B 備考

研究所活動費 3,660,000 3,081,772 578,228

シンポジウム

・セミナー開催費

(700,000) (774,596) (75,404)

年報刊行費 (800,000) (446,980) (203,020) 人件費・

別刷費用含む

広報活動費 (100,000) (36,196) (63,804)

研究・調査費 (960,000) (1,224,000) (-264,000)

雑草インストラクター養成費 (700,000) (0) (700,000)

雑草ウオッチャー費 (400,000) (0) (400,000)

人件費 (0) (600,000) (-600,000) 該当事業に計上

備品費 (0) (0) (0)

事務局経費 330,000 192,537 137,463

消耗品費 (30,000) (43,459) (-13,459)

通信・運搬費 (70,000) (86,358) (-16,358)

会議費 (200,000) (49,560) (150,440)

雑費 (30,000) (13,160) (16,840)

次期繰越金 469,428 529,428 -60,000

当期支出合計 4,459,428 3,803,737 655,691
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第 6 号議案． 役員の選任

平成 28 年度、平成 29 年度の新役員候補について、以下のように提案致します。

現役員 新役員候補（案）

理事

伊藤幹二（理事長）

清水 等（副理事長）

八木 元（事務局長）

伊藤操子

宮崎敏治

中川 豪

長村智司

坪井真二

吉岡俊人

監事

白崎弘隆

理事

伊藤幹二 ※

清水 等 ※

伊藤操子 ※

宮崎敏治 ※

中川 豪 ※

長村智司 ※

吉岡俊人 ※

黒川俊二

師井洋明

監事

八木 元

※再任

任期：平成 28 年 3 月 21 日～平成 30 年１月 31 日

第７号議案．その他


