
特定非営利活動法人リトカル 2020年通常総会 

 

１ 開催日時  令和 2年 3月 28日  9:30～12:00 

２ 開催場所  千葉県千葉市美浜区打瀬２丁目１３ ベイタウン・コア会議室 

３ 議題 

    第１号議案 2019年度事業報告 

 第２号議案 2019年度収支決算書 

第３号議案 2020年度事業計画 

第４号議案 2020年度予算書 

第５号議案 理事および監事選出の承認 

第６号議案 定款の変更について 

 

    

 

 

 



第１号議案 

2019年事業実施報告書 

 

特定非営利活動法人リトカル（以下リトカルという）定款第４条に規定する環境の保全を図る活動を

行うため、同第５条に規定する以下の事業を行いました。 

１． 市民が自然に対して興味を深めるための活動 

幕張海浜公園で以下のイベントの実施 

（１） 自然観察会の実施 

― 晩秋の自然観察会 

 日程：2019年 11月 10日（日） 

参加人数：31名（大人 14名、子供 17名） 

内容：クイズに挑戦しながら Bブロックを散策。最後に Bブロック花の広場で集

合し、木の実で作る図鑑と落ち葉で作るステンドグラスを各参加者に挑戦しても

らいました。 

― 冬芽と鳥の自然観察会 

 日程：2020年 2月 2日  

参加人数：14名（大人 4名・子供 10名） 

内容：クイズやビンゴに挑戦しながら幕張海浜公園の冬芽と鳥の観察を行いました。 

（１） 工作会の実施 

― クリスマスリース作り 

 日程：12月 15日（日） 

  参加人数：53名（18組、大人 22名、子供 31名） 

 内容：主に千葉県内で採取された自然の素を使用してクリスマスリース

を作りました。 

（２） 樹名板作り 

― 幕張海浜公園樹名板作り 

 日程： 参加人数： 

※取り付けについてはコロナウィルスの影響で 4月以降に延期になりました。 

― 真砂第三保育所児童と協働で実施する樹名板作り 

 ＜樹名板作り＞ 

 場所：真砂第三保育所 

日程：2020 年 1月 28日（火） 

参加人数：真砂第三保育所年長児児童 26名（保育所職員がサポート） 

内容：まず樹名板を作る樹木のエピソードをスライドを使って児童に説明、その後

樹名板をビーズや木の実、絵の具を使っての飾り付けを保育所児童が行った 

＜樹名板取り付け＞ 

 場所：真砂第三保育所・真砂五丁目第三公園（保育所隣の公園） 

 日程：3月 23日（月） 

 参加人数：真砂第三保育所年長児児童 26名（保育所職員がサポート） 

内容：児童が作成した樹名板を児童自身が樹木に取り付けしました。 

 



２． 活動を活発にするための取り組み 

上記１．の活動をより多くの方に知ってもらい、参加してもらうため以下の広報活動を行いまし

た。 

（１） 会報誌の発行  

・10月号・12月号・3月号発行 

・活動に以前参加・協力いただいた方にメール 

・リトカルHPに掲載 

（２） HPの活発な更新・フェイスブックページの作成  

・2019年 12月より開始 

・各イベント告知・報告を投稿 

（３） 幕張海浜公園パークセンターを通じたイベント告知  

・各イベント 1カ月前から前日までパークセンターHPおよび公園内へのポスター貼付 

 

２． 活動を広げるための取り組み 

来年度の樹名板作り事業をより多くの場所に展開するため以下の活動を行った 

（１） 2020年度樹名板作りを行う場所を以下の通り決定しました。 

① 千葉県緑化センター  

② 千葉市美浜区内保育所または公園 

③ 千葉県立幕張海浜公園 

④ 川口市見沼自然の家周辺緑地 

⑤ 四国山岳植物園岳人の森キャンプ場 

⑥ てくてく栗生野周辺緑地 

⑦ 筑波実験植物園 

（２） WEBサイトのリニューアル後の概要決定（添付資料１参照） 

ウェブサイトの概要を以下の通りと決定しました。制作は 4月から開始予定です。 

（３） 助成金の申請 

活動の幅を広げるため以下の助成金を申請を行い①、②については助成金を 2020年度

の活動のための助成金が受けられることとなりました。 

① ちば環境再生基金 

② 美浜区地域活性化支援事業 

×③ 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 

×④ まちぽっと市民社会強化活動支援事業 



第２号議案 

2019年度活動計算書（案） 

(2019年 10月 1日～2020 年 3月 31日) 

 
科目 活動内容 決算額 

収入 

受取会員費 
 

20,000 

寄付金 
 

67,957 

総計 
 

87,957 

支出 

消耗品費 管理事業 1,311 

通信運搬費 管理事業 1850 

間接事業費計 3,161 

消耗品費 自然観察会工作会事業 27,640 

 
樹名板作り事業（美浜区） 4,722 

新聞図書費 樹名板作り事業（共通） 7,920 

 
樹名板作り事業（美浜区以外） 1,000 

旅費交通費 樹名板作り事業（美浜区以外） 43,314 

直接事業費計 84,596 

総計 
 

87,757 

 



第３号議案 

2020年度事業計画書（案） 

定款にもとづき市民をはじめとするすべての人々に対して、公園での樹名板作り活動や自然観察な

どを行い、すべての人々が自然に対して興味を深めてもらうとともに、自然環境保護に寄与するた

め以下の活動を計画します。 

1. 幕張海浜公園での自然観察会・工作会の実施 

幕張海浜公園では前年と同じく以下の通り、観察会・工作会・樹名板作りのイベントを実施す

る予定です。 

 

事業名 

 

事 業 内 容 

実施予

定日時 

実施予定

場所 

従事者の

予定人数 

受益対象者の

範囲及び予定

人数 

(1) 公園等での自然

観察・工作会事業 

 

 

 

・春の生き物観察会 

・初夏の生き物観察会 

・きのこ観察会 

・晩秋の生き物観察会 

・クリスマスリース 

作り 

・鳥と冬芽の観察会 

4月 

～3月 

幕張海浜

公園A・Ｂ

ブロック 

各イベン

ト 5名 

各イベント 30

名 

計 180名 

(2) 公園等での樹名

板作成事業 

 

 

 

・間伐材を使用した樹名

板作り 

・樹名板と取り付け 

4月 

～3月 

幕張海浜

公園 A・B

ブロック 

各イベン

ト 5名 

各イベント名 

30名 

計 60名 

 

2. 樹名板作り活動を全国へ展開 

（１） 樹名板の QRコードから読めるWEBサイトのシステムのリニューアル 

システム会社に発注し以下の日程でWEBサイトを複数場所での使用もでき、構造に

Googleマップとも連動したゲーム感覚で樹木観察が楽しめる機能も加えたサイトに改造を

進めます。 

     ・発注する会社：現在検討中 

・システム仕様決定：～2020年 6月 

・システム制作：2020年 7月～9月 

（２） WEBサイトの樹木図鑑・地域情報の内容作成 

上記のWEBサイトの樹木図鑑・地域情報のページ情報の内容（説明文および画像）を一般

の協力も得ながらを 2020年 11月までに作成します。 

（３） 以下の場所で樹名板作り・取り付けを実施 

① 千葉県緑化センター  

② 千葉市美浜区内保育所または公園 

③ 千葉県立幕張海浜公園 

④ 川口市見沼自然の家周辺緑地 

⑤ 四国山岳植物園岳人の森キャンプ場 



⑥ てくてく栗生野周辺緑地 

⑦ 筑波実験植物園 

（４） 活動内容・日程 

内容：各場所でそれぞれ約 100枚の樹名板を作成・取り付けを行います。 

②③④⑥⑦については、一般募集で参加者を募集し樹名板の制作取り付けを実施す

る予定です。                                              

日程：2020年 11月～2021年 3月に樹名板作成・取り付けを実施します。 

  

3. 活動を広げるための広報活動の実施 

活動をより多くの方に知ってもらい、参加してもらうため広報活動の強化を行っていきたいと

思います。 

（１） 会報誌の発行  

・例年通り 2～3カ月に１回発行します。 

・活動に以前参加・協力いただいた方にメールします。 

・リトカルHPに掲載します。 

（２） HPの活発な更新・フェイスブックページの作成  

・2019年 12月より開始しています。 

・各イベント告知・報告を継続的に投稿します。 

・上記に加えて樹木の観察活動など常時投稿し、SNSにもシェアし、アクセス数の増加を図   

 ります。 

（３） 幕張海浜公園パークセンターを通じたイベント告知  

・例年通りパークセンターHPおよび公園内へのポスター貼付を依頼します。 

（４） リーフレットを作成し里山団体や法人に活動案内 

 ・WEBサイトの作成と活動案内のリーフレットの作成を同時進行で行い、完成した時点で

他の里山活動団体や法人にリトカルの活動の紹介を行います。 

（５） 助成金の申請 

より活動の幅を広げる資金を得るため、自然環境保護活動および地域活動を支援する助成金

の申請は継続して行っていきます。 



第４号議案 

2020年度予算書（案） 

(2020年 4 月 1日～2020 年 3月 31日) 

＜収入＞ 

 

＜支出＞ 

 

 

科目CD 科目名 区分 金額 備考

P01 正会員受取会費 受取収益 20,000 2000円×10名

P02 賛助会員受取会費 受取収益 0

P03 受取寄附金 受取収益 200,000

P04 受取民間助成金 受取収益 1,784,120

P05 事業収益 事業収益 0

P08 雑収益 その他収益 0

合計金額 2,004,120

合計 / 費用 事業名

区分 科目名 管理 樹名板作り（美

浜区以外全国）

樹名板作り（美

浜区内）

事業横断 自然観察会・工

作会

総計

間接事業費 通信費 10,000 10,000

印刷・備品費（管理費） 5,000 5,000

会議費 3,000 3,000

間接事業費 集計 18,000 18,000

直接事業費 ＨＰ・アプリコンテンツ制作費 1,520,000 1,520,000

機材費 30,000 30,000

給料手当 50,000 50,000

材料費 100,000 30,000 20,000 150,000

書籍代など 37,920 37,920

森林インストラクター会費 10,200 10,200

旅費交通費 105,000 105,000

宿泊費 48,000 48,000

広報 20,000 20,000

印刷・備品費（事業費） 5,000 5,000 5,000 15,000

直接事業費 集計 258,000 35,000 1,668,120 25,000 1,986,120

総計 18,000 258,000 35,000 1,668,120 25,000 2,004,120



第５号議案 

理事および監事の選任 

 

特定非営利法人リトカルは定款第４章役員の項第 14条に基づき理事ならび監事は以下のものを選

出します。 

 

理事長       中田 真也子 

副理事長     山口 和代 

理事       鵜沢 和男 

監事             伊藤 道男 



第６号議案 

定款の変更について 

以下の通り特定非営利活動法人リトカルの定款を変更します。 

現行定款 変更後定款 

第 16条 役員の任期は、２年とする。ただし、

再任を妨げない。 

 

第 16条 役員の任期は、２年経過後最初の総会

が開催されるまでとする。ただし、再任を妨げ

ない。 

第１１章  雑則 

附 則 

６  この法人の設立当初の入会金及び会費は、

この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額と

する。 

(1) 正会員入会金  なし 

正会員会費   ２,０００円（１年間分） 

(2) 賛助会員入会金 なし 

 賛助会員会費  １,０００円（1年間分） 

第１１章  雑則 

附 則 

６  この法人の設立当初の入会金及び会費は、

この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額と

する。 

個人会員  ３,０００円 

家族会員  ３,０００円（生計を一にする家族全

員が対象になります） 

賛助会員  ３,０００円 

団体会員  １０,０００円 

法人会員  ５０,０００円 

 


