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日 時   平成 28年 4月 3日（日） 

                午後 1時 00分より 

 

場 所 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室 

 

 



 

 

 

 

第 16回 社員総会議事進行次第 

 
特定非営利活動法人八千代オイコス 

1. 開催日時  平成 28年 4月 3日（日）  13：00～ 

 

2. 開催場所  八千代市市民活動サポートセンター2階会議室 

 

3. 社員総数  30名 （出席 名、委任状 通）出席者確認 

 

4. 審議事項 

第 1号議案 平成 27年度 事業報告 

第 2号議案 平成 27年度 会計報告 

第 3号議案 平成 28年度 役員改選 

第 4号議案 平成 28年度 事業計画 

第 5号議案 平成 28年度 会計予算 

その他議案 議事録署名人の選任 

 

5. 議事の進行方法 

○ 総合司会 小原事務局長より 総会議事進行方法の説明 

○ 議事に先立ち川瀬代表理事より社員総会開会の宣言。 

社員総数 30名 出席( )名、委任状( )通。 

オイコス定款 26条の定足数を満たしておる旨の発言。 

 

☆ 議長選出  （互選―候補 金室）以下議長により議事進行 

 

第１号議案 平成 27年度事業報告 

○ 平成 27年度活動報告。（小原）             総会資料 2～5頁 

○ 平成 27年度活動実績表及び実施事項の説明。（川瀬代表理事）総会資料 6～7頁 

第 2号議案 会計 収支報告書、財産目録、貸借対照表の報告。 

○ 平成 27年度決算会計諸表の報告。（島会計担当理事）   総会資料 8～10頁 

○ 監事の監査報告――監査報告。（田邉監事）        総会資料 11頁 

☆ 1号議案、2号議案（採決）  

第 3号議案 理事改選 

 ○   役員の任期と改選に関する説明 総会資料 12頁 

  ☆  3号議案 （採決） 

第 4号議案 平成 28年度活動計画 

○ 平成 28年度事業計画の説明。（川瀬代表理事）      総会資料 13頁 

○ 平成 28年度活動予定及び予定事項の説明。（小原事務局長）総会資料 14～15頁 

第 5号議案 収支予算 

○ 平成 28年度収支予算の説明。（島会計担当理事 ）    総会資料 16頁 

☆  4号議案、第 5号議案(採決)  

 

議事録署名人の選任 

○ 議長より本日の議事録をまとめるにあたり、議事録署名人 2 名選任することを

諮る。 

   (候補― 田邉  桑波田) 

審議事項終了につき、議長と司会者が交代。 

司会役より総会終了の宣言。                 以上 
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平成 27年度特定非営利活動に係る事業報告書 
ＮＰＯ法人八千代オイコス 

Ⅰ実施事業内容 
東京から東洋高速鉄道で 40 分の距離にある我が街八千代も開発の波が押し寄せ、自然のホタルやメ

ダカの生息が見られていた場所が年々その数は減少している。水田の乾田化や農地の減少、水質汚染、

水辺の環境悪化等が最大の原因である。このままでは八千代市の豊かな自然環境は損なわれてしまう

との思いから、八千代オイコスは自然環境を守るため、住民・地域企業・行政その他の市民団体等と

連携を保ちながら、2001年 12月に設立し、以来花輪川を中心に環境保全と環境啓蒙活動を行っている。 

 

１． 地域環境の保全を図るための自然環境調査・評価事業 

（１）よみがえれ花輪川事業（豊かな自然を感じられる花輪川） 

  ―印旛沼環境基金及び八千代市 1％支援制度助成事業― 

八千代市は新川（印旛沼放水路）に代表されるように印旛沼水系にある市で  

す。その印旛沼の水質は様々な理由によって汚染され、一昨年も全国ワースト

1 という不名誉なことになっている。  

花輪川は八千代市北西部を流れ、桑納川から新川、印旛沼に注いでいる。  

私どもは「印旛沼をきれいにするにはまず身近な河川から」という合言葉の下

に花輪川の水質浄化と豊かな自然環境を市民と共有し、印旛沼再生に思いを馳

せてもらうことを願って活動している。  

① 花輪川遊歩道の整備と花壇の保守 

(ア) 遊歩道の整備 

花輪川には桑納川まで散策できる側道がある。この景観を保全するために花輪橋～土橋ま 

での範囲で清掃、雑草刈りを毎月１回、夏場は２回行い遊歩道としての通路を確保してい

る。また、側道脇や花壇の草木に陶板で作成した名称表示板を貼付け、散策者に樹木や草

花の名称を知ってもらい自然をより楽しんでもらう試みを行っている。 

(イ) 花壇の花苗植栽 

花輪川の土橋から上流 50ｍには側道脇に整備した花壇がある。そこには季節に応じた草花

を植栽するとともに、川の堤側面にはマツバギクの植栽を行い、遊歩道を訪れる市民の目

を楽しませるため景観の保守、整備を定期的に行っている。 

本年度も環境緑化公社や市内の園芸店からご協力いただいた。 

② 花輪川河川内の整備 

(ア) 水草の繁茂状況 

夏場の度々にわたる豪雨の影響か中洲護岸の崩壊とともに川底の土壌も押し流され、一時

は川全体で繁茂する光景が見られたヤナギモやオオカナダモ等の水草も今年はほとんど見

られなくなっている。 

(イ) 中州の護岸修復作業 

夏場の急激な増水や激流の発生で中州の護岸の崩落が起り、その都度修復を行っているが、

夏場はアシ等の繁茂が激しく間に合わない状況が起こっている。花輪川全体の川筋も変化

がみられるが、自然に抗うことをせず様子を見守りながら美観を維持することを心掛けて

きた。 今年もほたるの里などでの剪定枝で 12月～3月までの冬場に護岸の修復を行った。 

③ 花輪川最上流部分の自噴量と水質調査 

(ア) 花輪川最上流部の流入水 

花輪川の最上流部は暗渠で緑ヶ丘住宅地の雨水管に繫がっている 3 面コンクリートに覆わ

れた排水路である。八千代緑ヶ丘住宅地北東部の東葉高速鉄道操車場脇下を流れており、花

輪橋を過ぎてから花輪川となる。この水路には吉橋工業団地内の工場で使用した処理水（原

則は法令で規制された基準を満たした水）、川底のコンクリート孔 5 個所からの自噴水、そ

の他にも山側の側面数か所からも湧水とみられる水、操車場側からも車両を洗車に使用した

処理水など多くの水が流入している。 
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（27年度実績） 
（イ）川底 4個所からの自噴水の水量と温度調査とその結果 

花輪川最上流部の水路の調査は平成 23年 11月から行っており、平成 27年も 3月、5月、7

月、11月の計４回の測定を行った。 

年月日 Ｈ27.3.12 Ｈ27.5.17 Ｈ27.7.23 Ｈ27.11.17 前年度平均 

気温 10℃ 24℃ 27℃ 18.5℃  

川の水温 14℃ 20℃ 23℃ 18.0℃  

自噴水温 16℃ 18℃ 18℃ 17.0℃  

自噴水合計量(Ｌ/毎分) 111.66 124.98 120.3 132.24 122.30 

川の総流量(Ｌ/毎分) 2,713.3 3,136,6 3,779.8 2,091.0 2,680.18 

この自噴水の温度は気温や川の水温と比較して、夏では 17～18度前後、冬は 14～15度前後と、

比較的安定していたことからこの自噴水は比較的浅い層ではあるが地下水であると推測され

る。この水路ができる以前、このあたりは湿地帯であったことからこの川底穴は地下からこの

4個所の孔は湧水を逃がす噴出孔であることが考えられる。 

（ウ）花輪川上流の流入水の水質調査と比較 

本年度はこの花輪川の最上流部分の流入水のうち、Ａ暗渠の出口付近、Ｂ川底 4個所からの

自噴水、Ｃ山側側面から流入する湧水と比較のために、Ｄ花輪川中流（土橋付近）の 4個所の

水質調査と分析を行った。 

<表Ⅰ> 【年間（5・9・12・3月）4か月の平均水質比較】   

   ＣＯＤ ＮＯ3-Ｎ ＮＨ４-Ｎ Ｐ Ｈ 

Ａ 最上流暗渠出口付近 6.0 5.0 1.0 7.4 

Ｂ 地下からの噴出水(４孔平均) 2.0 4.1 1.8 6.8 

Ｃ 山側横穴からの流入水 0.8 3.3 0.2 6.2 

Ｄ 花輪川中流域 4.2 6.2 0.5 7.3 

注―ＣＯＤ（化学的酸素消費量）許容範囲は 5 以下（コイやフナが住める上限） 

ＮＯ３-Ｎ（硝酸態窒素）飲料水環境基準は 10 以下であるが、畑の肥料などに含まれる。 

ＮＨ４-Ｎ（アンモニア態窒素）雨水の標準は 0.4 程だが、腐敗が進むと高くなる。 

ＰＨ （水素イオン濃度）酸、アルカリの目安。酸性＜７中性＜アルカリ性となる。 

④ 花輪川の放射線量の定期的な測定と観察 

平成 24年 3月より八千代市より放射線量計を借用し毎月測定を行ってきた。 

昨年も川の放射線量を定期的に測定してきた。その結果、前年同様に川の側道や周りの田畑

には基準値を超える放射線量は一切測定されなかった。 

<表Ⅱ>  【花輪川中洲空間放射線量 月別抜粋】 平成年.月.日 （高さ 1ｍ）単位（μ㏜/ｈ） 

 測定場所/測定月日 24.12.9 27.2.8 27.6.29 27.10.11 27.12.22 

1 花輪橋第一階段下中洲（最上流） 1.166 0.606 0.527 0.568 0.485 

2 第 2階段下左岸中洲 0.568 0.180 0.252 0.236 0.223 

3 第 3階段下左岸中洲 0.525 0.237 0.225 0.235 0.219 

4 第 4階段下左岸（無名橋下 3ｍ） 0.518 0.171 0.163 0.171 0.162 

5 第 4階段下左岸（ＮＯ180付近） 0.673 0.202 0.225 0.246 0.194 

☆国の放射線量暫定基準値は 0.23μ㏜である。 

☆平成 24年 12月の数値はいずれも環境基準を上回って汚染度は高いが、3年後の平成 27年は「1」

を除きいずれも環境基準を下回ってきている。 

☆今後も定期的に定点観測を続けてゆくが、放射線量の水準は既に子供が１～2時間入って遊んで

も問題はない水準になっている。 

⑤ 環境美化里親(アダプト)制度の活動 

 本年度も花輪川の各活動においては平成 20年 5月に改定したアダプト制度の合意書に基づ

き、八千代市土木建設課と連携をとりながら活動を行っている。 
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２． 自然環境に関する意識開発、環境教育支援事業 

(1) 川の学校 

今回は以前と同様に花輪川を中心に川の学校を開催しました。 

8月 8日の一日目、班作りから始まり、花輪川の水の検査を各自で試薬を使い調べて花輪川に入

り目網とペットボトルで作った仕掛けを設置した。2日目は仕掛けを外しどんな生き物が入って

いるかをしらべ、全員花輪川の中の生き物探しに夢中になる。午後には農業研修センターに移

動してワークショップ「花輪川に生き物がたくさん住める作戦会議」を班ごとに話し合いそれ

を発表しあいました。参加者は市内の小学校より 42名の子供たち、27名の保護者(未就学 3人+

小 2年)の参加があり発表は大人の班も一緒に行い例年同様参加頂いたご父兄、児童からは大好

評をいただくことができました。  

 かわら版川の学校特集号を参照 

 

３． 地域のホタル等の水辺の動植物調査及び棲息環境の保全・改善事業 

(1) 市内のホタル調査 

① 本年度も会員により、八千代市内に生息するヘイケボタルの調査を行ったが、確認個所も少

なくなり、ホタルの分布個所の集計ができなかった。 

② 8月１日（日）には八千代市民 40名の参加による八千代でも数少ないホタルの自生が見られ

る石神谷津にて開催。 

昨年からこの地も自然のホタルの減少が目立ち本年もあまり多くは見ることが出来なかっ

た。以前は毎年数十匹を超えるヘイケボタルが見られたが、上流の谷津がなくなり住宅開発

が進んでいる事と、例年実施される田圃への除虫薬飛行散布も影響しているものと思われる。 

 

③ 8月 12日（火）に有志による合同調査を行なった。八千代ゴルフクラブ脇の間谷谷津には無

数のホタルが乱舞する姿を確認したがこの場所も次第に人の知れるところとなり、何らかの

保存対策を検討するべきである。        

４． 地域の里山自然保全のための河川等の水質浄化及び湿地帯、休耕田の有効利用事業 

(１)  米づくり体験教室を開催 

昨年に引き続き神久保において 1/4反ほどの小規模田圃を借り受け、全て手作業にてもち米

の植え付けを行った。本年度は一般市民から希望者を募った結果、6家族、23名が参加して

くれた。田植えから他の草取り、ハザ架け、収穫まで大勢の参加者でにぎやかに楽しく作業

が進められた。天候にも恵まれ昨年より 10ｋｇ多い約 84kgの収穫ができた。 

(２)  餅つき会 

昨年度に引き続き島田地区、道の駅の新川の対岸に新設オープンされた島田地区農業交流セ

ンター広場で 12月 20日（日）に開催した。 

参加人数は米づくり教室の会員 6家族を含め 21家族大人 28名、子供 12名。 

もち米 43㎏、臼で 25臼搗いた。本年は交流センターの蒸かし機を 2台お借りして 

臼部隊と餅つき機を 2台使用、打ち手の負担を少なくしようと試みをした、良質なお餅を搗

きあげることが出来た。 

当日は農業研修センターのご協力を得て、風もなく好天に恵まれ、暖かい一日をおいしい搗

きたてのお餅とトン汁などに舌鼓みを打ち、楽しいひと時を過ごすことができた。 

５． まちづくり活動に係る行政及び諸団体との協働及びネットワーク事業 

(１) 印旛沼環境基金助成事業成果報告会にて発表 

平成 27年 1月 22日（金）印旛沼合同庁舎 2階大会議場 

八千代オイコスは 2７年度の活動をパワーポイントにて発表した。 

(２) 八千代市 1％支援制度に応募 

八千代オイコスでは本年もこの制度に応募し花輪川遊歩道、花壇整備の活動にこの資金を充

当した。この制度は市民税の 1％が納税者の指定する市民団体の活動に支援されるものである。

毎年市民に協力を呼び掛けているのだが、金額は 56.165 円であった。どこに訴えかけるのか

が問題であるような気がする 

ただし、来年度からは制度に変更があり、金額は半分になってしまいそうなので倍の人数の

得票が必要となってくる。 
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(３) 行政及び市民活動団体との協働  

① 八千代市市民活動サポートセンターでの協働 

八千代オイコスでは八千代市の市民活動サポートセンターには毎年継続的に運営スタッフ

や運営委員として参画し、その運営に関して積極的に協力している。 

・ 平成 27年 11月 1日(日)「市民活動サポートセンター祭り」フルルガーデン広場 

・ 平成 28年 2月 20日（日）第 1回ＮＰＯフォーラムに参加 

② 千葉県河川環境課との協働 

八千代オイコスは千葉県の「印旛沼連携プログラム」の参加団体として登録されている。 

この事業の一環として、毎年「花輪川エコウォーキング」として実施してきた。 

本年度は 4月 4日に「菜の花エコウォーキング」を開催し 10 月 25日に秋のエコウォーキン

グ「花輪川歴史散歩」会員を案内役に行いました。 

③ 八千代市「ほたるの里づくり実行委員会」との協働 

八千代オイコスはこの会の団体会員に登録しているが、オイコス会員の内、数名が「ほたる

の里づくり実行委員会」の役員になり、その運営に参画し、行事企画・実行に協力している。 

・平成 27年 4月 11日（土）ほたるの里総会、生き物調査報告会に参加。 

・平成 27年 6月 28日(日)バス見学 見沼たんぼ見学会に参加 

④ 八千代市環境保全課との連携活動＝行政主催の以下の行事に参加 

・ 平成 27年 10月 8日（水）桑納川ナガエツルノゲイトウ合同調査。 

・ 平成 27年 11月 15日（日）八千代市里山シンポジウム(郷土史博物館)。  

(４) 企業の協賛 

① イオン八千代緑が丘店において「イオン幸せの黄色いレシート」キャンペーンに参加し、  

毎月 11日には店頭活動を行い、活動に必要な文具や作業用品の支給を受けている。 

② イオンでは毎年 3月 11日に東日本大震災支援キャンペーンを行っている。 

(５) 広報活動 

① 八千代オイコス会報の発行 

本年度は 29号（5月）・30号（10月）を昨年に続きカラー印刷にて毎号 500部発行。千葉県

庁、八千代市庁、市内図書館、公民館他の公共施設等、30個所に設置をお願いする他、協力

団体や市民にも配布し、八千代オイコスの活動を広く紹介している。 

② ホームページにより各月のオイコス活動を掲載 

本年度も専門家に依頼し、ホームページのシステムとデザインを変更した。引き続きロリポ

ップとサーバー使用契約を結び、ホームページを随時更新している。 

Ⅱ本年度の成果と留意点  

   オイコスは長きに渡り花輪川の清掃と水の浄化を目指し活動を続けてきましたが、都市化の波は活動

の範囲を超えスピードを増しています。これまで外に向かってアピール出来るオイコス活動としては花

輪川を使った[川の学校]、通年を通して神久保の[米作り]が主でそれは八千代と言う都市化と原風景が

混在する中でたくさんの子供たちに体験を通して八千代がその子供たちにとって故郷として心の片隅

に残っていてほしいと願い、また八千代のたくさんの子供たち同士の知り合う場、友達つくりの場とし

て、“自然”と言うキーワードの中で、八千代でしか出来ない経験をしてもらう場作りを提供してきま

した。また、それなりの成果が出ているとオイコスは自負しております。 

毎月 1回の花輪川の清掃活動や水質調査・放射能測定などの会員の一部の人が見えないところでの活動

は決して楽なものではありません。でも たくさんの人の集まりが楽しい活動に変えると考えています。 

長年に渡り同じような行事はマンネリ化になって新鮮味が会員自体にもなくなってきていると感じて

います。常に新しい会員の拡大と、新しい行事にチヤレンジしていくことが団体を維持していくことだ

と思っています。 

美しく豊かな環境の保全は一朝一夕にはなしがたいものであり、放置すればまた元の荒地になってしま

うと感じています。今年度もご協力いただいた関係各位の方に心より感謝を申し上げるとともに、 

今後の支援、ご協力をお願い申し上げます 

   

 

 

 

 

                        



平成27年度活動実績表 八千代オイコス　平成28年3月31日現在

月 日 曜日 項目 内容
4月 4 土 菜の花エコウォーキング 八千代緑が丘駅午前9：30集合

10,11 金,土 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店（特別2日間）
11 土 オイコス理事会（毎月原則定例会前日） 市民活動サポートセンター16：00～
12 日 花輪川作業・総会（第2日曜） 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室
19 日 田起こし(神久保田圃） 耕運機で作業
26 祭 シロカキ（神久保田圃） シロカキ、田植えを連休中に完了

5月 6 振休 田植（神久保田圃） 一般家族会員募集
10 日 オイコス花輪川作業・定例会 市民活動サポートセンター16：00～
11 月 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店
23 土 市民活動サポートセンター事業報告会

6月 7 日 田の草刈り 神久保田圃　9：00～
11 水 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店
13 土 オイコス理事会 市民活動サポートセンター18：00～
14 日 花輪川作業・定例会（第2日曜） 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室
28 日 ほたるの里バス見学会 見沼田んぼ

川の学校チラシ配布/広報やちよ掲載原稿送付市内小学校
7月 5 日 田の草取り 神久保田圃

11 土 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店
11 土 オイコス理事会（川の学校申込締切） 市民活動サポートセンター18：00～
12 日 花輪川作業・定例会（第2日曜） 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室
18 土 川の学校参加申し込み締め切り 児童42名保護者２７名
25 土 ホタル調査(合同） 間谷谷津(農業会館ｐｍ7：00集合）

8月 2 日 ホタル観察会（石神谷津） オイコス事業に参加したメンバーに呼びかける
8 土 川の学校第1日目 緑が丘～花輪川
9 日 川の学校第⒉日目 花輪川～農業交流センター
11 火 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店

ホタル調査終了
9月 11 金 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店

12 土 稲刈り取り・ハザ架け、オイコス理事会 市民活動サポートセンター
13 日 花輪川作業・定例会（第2日曜） 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室
23 祭 エコメッセ27 幕張メッセ

米収穫、脱穀 ９月２１日に行った
10月 10 土 お米モミすり（配布） 神久保田圃

11 日 花輪川作業・定例会（第2日曜）・イオンデー 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室
24 土 秋の花輪川エコウォーキング 緑ヶ丘駅～花輪川

11月 3 日 サポセン祭り参加（日程未定） 村上フルルガーデン
7 土 オイコス理事会 市民活動サポートセンター
8 日 花輪川作業・定例会（第2日曜）・イオンデー 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室
11 火 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店

12月 11 金 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店
5 土 忘年会 八千代中央庄屋
13 日 花輪川作業・定例会（第2日曜） 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室
20 日 餅つき会 農業交流センター

平成28年1月 9 土 オイコス理事会 市民活動サポートセンター
10 日 花輪川作業・定例会（第2日曜）・イオンデー 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室
11 祭 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店
22 金 印旛沼環境基金助成金活動報告会 佐倉合同庁舎

2月 11 祭 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店
13 土 オイコス理事会 市民活動サポートセンター
14 日 花輪川作業・定例会（第2日曜） 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室

3月 11 祭 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店
12 土 オイコス理事会 市民活動サポートセンター
13 日 花輪川作業・定例会（第2日曜） 八千代市市民活動サポートセンター1階会議室
27 日 春のエコウオーキング 八千代緑が丘駅午前9：30集合

下旬

28（日）～

下旬

（上記はおおよその予定であり、詳細が決定し次第、ホームページ、又は定例会でご連絡します。）
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Ⅱ平成27年度事業の実施に関する事項

単位千円 (百円以下四捨五入）

事業名 事業内容 実施日時 実施場所
従業者
の人数

受益対象
者の範囲
及び人数

支出額

1

(1)地域環境の保
全を図るための
自然環境調査
評価事業

よみがえれ
花輪川事業

八千代アダプト

毎月
第2日曜

必要に応じ
他の休日

花輪川遊歩道
河川内中洲及

び流水

会員延べ
120名

一般市民
流域住民

52,000

2
(2)自然環境に関
する意識開発のた
めの教育支援事業

川の学校
夏休期間
8月8日(土)
及び9日(日)

花輪川
印旛沼

会員12名
行事参加者
約60名

126,000

市内ホタル
棲息調査

6月下旬
～8月末

市内全域
会員希望
者15名

一般市民 0

ホタル観察会 8月上旬 石上谷津 会員10名 一般市民 0

ほたるの里づく
り実行委員会へ

の協力
通年

八千代市
ほたるの里

延べ60名
超

一般市民 2,000

米づくり 通年
神久保
水田

延べ30名 行事参加者 50,000

竹林の整備 通年
神久保
竹林

0 行事参加者 0

花輪川エコ
ウォーキング

4月19日
(土）及び10
月26日(日）

八千代緑が丘
駅～桑納川～

花輪川
20名

一般市民
３０名

1,000

行政・八千代市
民活動団体、サ
ポセン等の行事

参加

通年 八千代市内
延べ40名
以上

一般市民 33,000

広報誌かわら版
発行

年3号 事務局 6名 一般市民 15,000

ホームページ
保守

通年 事務局 2名 一般市民 6,000

事業合計 285,000

(3)地域のホタル
等の水辺の動植物
調査および棲息環
境の保全・改善事

業

3

5

(5)まちづくり活
動に係る行政及び
諸団体との協働及
びネットワーク構

築事業

4

(4)地域の里山自
然保全の河川等の
水質浄化及び

湿地帯、休耕田の
有効利用事業
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平成27年度活動計算書[特定非営利活動に係る事業]　 平成27年4月1日～28年3月31日
単位円

金額（単位：円）

社員受取会費 30,000

受取寄付金 0

受取事業参加費 80,100

受取助成金

印旛沼環境基金助成金 99,000

八千代市1％支援制度 56,165
助成金合計 155,165

受取利息 114

当期収入合計 265,379

Ⅱ経常支出
①地域環境の保全を図るための自然環境調査・評価事業

よみがえれ花輪川事業

資材・水質調査・消耗品合計 38,141
人件費・交通費・謝礼 1,500
保険料・郵便 12,300

①事業合計 51,941

②自然環境に関する意識開発のための教育支援事業

川の学校

資材・消耗品 33,369
人件費・交通費・謝礼 53,550
保険・郵便・報告書作成関係費 36,310
会場等使用料 3,240

②事業合計 126,469

③地域のホタル等の水辺の動植物調査・環境保全・改善事業

ホタル調査 0
ほたるの里協力事業 2,000

③事業合計 2,000

④地域の里山自然保全のための湿地帯、休耕田の有効利用事業

竹炭焼事業 0
米づくり事業 49,821

④事業合計 49,821

⑤まちづくり活動に係るネットワーク構築事業

花輪川～神納川エコウォーキング 1,140
市民活動サポートセンター事業・エコメッセ等行事参加会費 33,000

会報・広報誌の発行 14,576
ホームページ 6,307

⑤事業合計 55,023

285,254

⑥管理費

事務用品 5,207
通信費 1,797
印刷費 1,880
交通費 0
支払手数料 0
会議費 17,412

26,296 26,296

311,550

Ⅲ収支差額

当期収支差額 △ 46,171
前期繰越金 814,560

当期前受金 0

次期繰越額 768,389

当期支出合計

特定非営利活動法人八千代オイコス

科目

Ⅰ経常収入

事業費合計

管理費合計
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特定非営利活動法人八千代オイコス

単位円

当年度残高 前年度残高 変化額

Ⅰ資産の部

現金 25,845 28,079 △ 2,234

預金 742,544 786,481 △ 43,937

未収入金 0 0 0

立替金 0 0 0

仮払金 0 0 0

有価物（切手・ハガキ等） 7,450 8,776 △ 1,326

合計 775,839 823,336 △ 47,497

Ⅱ負債の部

未払金 0

預り金 0

前受金 0

借入金 0

合計 0

Ⅲ正味財産の部

正味財産 775,839 823,336 △ 47,497

（うち当期収支差額）

Ⅳ負債及び正味財産合計 775,839 823,336 △ 47,497

平成27年度貸借対照表

平成28年3月31日現在

科目
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特定非営利活動法人八千代オイコス

財産目録
平成28年3月31日現在

 資産の部 負債の部

科目 金額 科目 金額

【流動資産】 【流動負債】 0

   現金 25,845 短期借入金 0

 　普通預金（千葉銀行新八千代支

店）
742,544  未払い費用 0

   前払費用（はがき、切手類） 7,450 前受金 0

 はがき（52円×50枚）＝2600円

往復はがき（104円×25枚）＝2,600円

 切手（82円×20枚）＝1640円

 切手（５2円,１０円,2円）＝610円

 　短期貸付金 0

   その他流動資産 0

【固定資産】 0 【固定負債】 0

(有形固定資産） 0

　　土地・建物

　備品

　車両運搬具

   減価償却累計額

（無形固定資産） 0

　営業権

   減価償却累計額

　特許権

（投資等） 0

　長期貸付金

   敷金・保証金

　その他

資産合計 775,839 負債合計 0

正味財産 775,839

 上記以外に中古物置3基、簡易テント２基、長机２基、パイプ椅子5、草刈機4、　耕運機、鍋
釜、バーベキュウセット、大工道具,スコップ、バケツ、箒等を所有しているが、いずれも評価額
0円のため、資産計上せず。

（単位：円） 
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平成 2７年度監査結果報告書 

平成 28年 3月 31日 

 

特定非営利活動法人八千代オイコス 

川瀬純一代表理事 殿 

監事 田邉 英明 

 

 

特定非営利活動法人八千代オイコスの平成27年度の事業運営及び

会計に関しては計算書、出納帳、領収書などの関係書類を詳しく調

査した結果、法令及び定款に違反する事実はなく、監査結果におい

て指摘するべき事項はありません。 

以上ご報告申し上げます。 
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平成 28 年度役員改選に係る事項 

事務局長より説明 

 

○ 八千代オイコス定款 16条により役員の任期は 2年である。 

 

○ 現役員の就任は平成 26年 4月 13日の第 14回総会により選任されたので、

任期満了に就き平成 28年の総会で役員改選をする。 

 

 

≪役員候補は以下の通り。≫ 

 

○ 理事 

 川瀬純一（代表理事）・小原翔（副代表兼事務局長）・島秀光（会計） 

 桑波田和子（渉外）・金室彰（企画）         

 

○ 監事 

田邉英明 

 

○ 定款 13条に理事は 3名以上、5名以内、監事 2名以内とあり抵触しない。 

 

○ ()内の担当職務は総会決議後、理事の互選によって決定する。 

 

○ この役員全員の任期は平成 30年(第 18回)総会終了までである。 

 

 

以上 
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平成 28年度特定非営利活動に係る事業計画（案） 
特定非営利活動法人八千代オイコス 

Ⅰ事業実施の方針    
１．地域環境の保全に係る事業を図るための自然環境調査・評価事業 

(1) よみがえれ花輪川事業  

① 本年度も花輪川の花壇・遊歩道の整備など、環境と景観の保全活動を行ってゆく。 

② 昨年度に引き続き、果樹園等からの剪定枝を利用し、急流・増水などで崩れた中州護岸を修

復し美観を整えるとともに「水質浄化実験」、「水辺の復活」などにも引き続き挑戦してゆく。 

③ 花輪川上流に自噴する湧水の水量や水質も定期的に測定して行く。 

④ 本年度も花輪川河川敷内の土壌より検出される放射線量の測定を定期的に続けると共に、そ

の推移を注意深く見守り、安全で安心して遊べる小川として保全してゆきたい。 

２．自然環境に関する意識開発のための教育支援事業 

(1) 川の学校 in花輪川事業 

① オイコスでは毎年継続してゆく事業として位置づけている。 

② 八千代市環境保全課、教育委員会と連携を保ち協力を要請して行く。 

③ 市内の小学校と連絡を取りながら夏休み期間に開催を予定している。 

④  春 、秋のエコウオーキングの刷新を図る 

３．地域のホタルの棲息環境の保全・観測調査 

(1) ホタル調査 

  本年度は７月末～8月上旬にかけて、間谷谷津、八千代市北部の合同調査を予定している。 

(2) 本年度も 8月６（土） 石神谷津において「ホタル観察会」の開催を予定している。 

(3) 八千代市「ほたるの里づくり実行委員会」の運営にオイコス会員数名が参画。 

 

４．休耕田の有効利用事業 

(1) 米づくり事業 

本年度も神久保の水田にてもち米を栽培してゆく。昨年新規に参加していただいた一般市民家

族とともに楽しみながら活動の輪を広げてゆく。年末には昨年に引き続き、収穫した米で餅つ

き会を予定している。 

５．まちづくり活動に係る行政、諸団体との協働及びネットワーク構築事業 

(1) 千葉県、八千代市行政との協働 

千葉県環境生活部県民交流・文化課、印旛沼流域圏交流会、八千代市環境保全課など関係各課と

連絡を取りながら予定された事業を展開して行く。 

(2) 八千代市市民活動サポートセンター、八千代市ほたるの里づくり実行委員会との連携 

「市民活動サポートセンター祭り」及び「ＮＰＯフォーラム in やちよ」に協力するとともに、

ほたるの里づくり実行委員会の開催する事業にも引き続き積極的に参加して行く。 

(3) 市民活動団体との連携 

千葉県及び八千代市で活動する市民団体とも協力し、それらの主催するイベントには必要に応じ

て参加してゆくこととする。 

(4) オイコス会報の発行及びホームページ保守管理 

会報「オイコスかわら版」は本年度も引き続きカラー印刷発行を予定しているとともに、昨年リ

ニューアルが完了したホームページの充実を図ってゆく。 

 

６．定例会、花輪川作業の日程については昨年度に引き続き、原則第 2 日曜の開催とする。また、それ

に伴う理事会は原則として定例会直前の土曜日とし、会運営の充実と会員の団結を図ってゆく。 

 

７．助成金,補助金について 

八千代オイコスの活動資金に関しては本年も引き続き八千代市「1％支援制度」にも応募する予定

でいる。 

以上 
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平成28年度活動予定表 八千代オイコス　平成28年3月31日現在

月 日 曜日 項目 内容
4月 3 日 第１６回八千代オイコス総会 市民活動サポートセンター２階会議室

9 土 ホタルの里総会オイコス理事会 市民活動サポートセンター16：00～
10 日 花輪川作業・総会（第2日曜） 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室
17 日 田起こし(神久保田圃） 耕運機で作業
24 日 シロカキ（神久保田圃） 耕運機で作業

５月 　
5 振休 田植（神久保田圃） 一般家族会員募集
8 日 オイコス花輪川作業・定例会 市民活動サポートセンター16：00～
11 水 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店

市民活動サポートセンター事業報告会
６月

5 日 田の草刈り 神久保田圃　9：00～
11 土 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店
12 日 花輪川作業・定例会（第2日曜） 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室

７月 　
3 日 田の草取り 神久保田圃
10 日 オイコス理事会 市民活動サポートセンター18：00～
11 月 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店

川の学校チラシ配布/広報やちよ掲載原稿送付 
30 土 川の学校第1日目 緑が丘～花輪川
31 日 川の学校第⒉日目 花輪川～農業交流センター

8月 　 　
6 土 　ホタルを探す会 石神花輪谷津
11 祝 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店

14 日 花輪川作業・定例会（第2日曜） 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室
田の草取り 神久保田圃

９月 　
11 日 花輪川作業・定例会（第2日曜）イオンデー 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室

稲刈り取り・ハザ架け、 神久保田圃
10月 　 　 　 　

米収穫、脱穀 天候によっては順延
9 日 花輪川作業・定例会（第2日曜） 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室

　 11 火 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店
23 日 秋の花輪川エコウォーキング 緑ヶ丘駅～花輪川

１１月
11 金 イオンデー

サポセン祭り参加（日程未定） 村上フルルガーデン(場所未定）
13 日 花輪川作業・定例会（第2日曜） 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室

１２月
オイコス忘年会 忘年会場所未定

　 11 日 花輪川作業・定例会（第2日曜）・イオンデー 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室
23 祝 餅つき会 八千代交流センター

平成29年1月 15 日 花輪川作業・定例会（第2日曜） 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室
　 　 　 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室

2月 11 祭 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店
12 日 花輪川作業・定例会（第2日曜） 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室

3月 　 　 　 　
11 土 イオンデー イオン・ジャスコ緑が丘店
12 日 花輪川作業・定例会（第2日曜） 八千代市市民活動サポートセンター2階会議室

中旬
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Ⅱ平成27年度事業の予定に関する事項

単位千円 (百円以下四捨五入）

事業名 事業内容 実施日時 実施場所
従業者
の人数

受益対象
者の範囲
及び人数

支出額

1

(1)地域環境の保
全を図るための
自然環境調査
評価事業

よみがえれ
花輪川事業

八千代アダプト

毎月
第2日曜

必要に応じ
他の休日

花輪川遊歩道
河川内中洲及

び流水

会員延べ
110名

一般市民
流域住民

45,000

2
(2)自然環境に関
する意識開発のた
めの教育支援事業

川の学校
夏休期間
8月8日(土)
及び9日(日)

花輪川
印旛沼

会員15名
行事参加者
約40名

113,200

市内ホタル
棲息調査

6月下旬
～8月末

市内全域
会員希望
者15名

一般市民 0

ホタル観察会 8月上旬 石上谷津 会員10名 一般市民 2,000

ほたるの里づく
り実行委員会へ

の協力
通年

八千代市
ほたるの里

延べ150名
超

一般市民 2,000

米づくり 通年
神久保
水田

延べ80名
以上

行事参加者 40,000

竹林の整備 通年
神久保
竹林

0 行事参加者 0

花輪川エコ
ウォーキング

4月19日
(土）及び10
月26日(日）

八千代緑が丘
駅～桑納川～

花輪川
10名 行事参加者 2,000

行政・八千代市
民活動団体、サ
ポセン等の行事

参加

通年 八千代市内
延べ40名
以上

一般市民 25,000

広報誌かわら版
発行

年3号 事務局 6名 一般市民 15,000

ホームページ
保守

通年 事務局 2名 一般市民 6,500

事業合計 250,700

5

(5)まちづくり活
動に係る行政及び
諸団体との協働及
びネットワーク構

築事業

平成28年度事業の予定に関する事項

3

(3)地域のホタル
等の水辺の動植物
調査および棲息環
境の保全・改善事

業

4

(4)地域の里山自
然保全の河川等の
水質浄化及び

湿地帯、休耕田の
有効利用事業

15



平成28年度活動予算書[特定非営利活動に係る事業]　 平成28年4月1日～29年3月31日
単位円

金額（単位：円）

社員受取会費 30,000

受取寄付金 35,000

受取事業参加費 94,600

受取助成金

印旛沼環境基金助成金 0

八千代市1％支援制度 60,000
助成金合計 60,000

受取利息 100

当期収入合計 219,700

Ⅱ経常支出
①地域環境の保全を図るための自然環境調査・評価事業

よみがえれ花輪川事業

資材・水質調査・消耗品合計 25,000
人件費・交通費・謝礼 0
保険料・郵便 12,000

①事業合計 37,000

②自然環境に関する意識開発のための教育支援事業

川の学校

資材・消耗品 20,000

会場使用料 3,200

人件費・交通費・謝礼 40,000

保険・郵便・報告書作成関係費 25,000
②事業合計 88,200

③地域のホタル等の水辺の動植物調査・環境保全・改善事業

ホタル調査・　ホタル観察会 2,000
ほたるの里づくり実行委員会への協力事業 2,000

③事業合計 4,000

④地域の里山自然保全のための河川等の水質浄化及び湿地帯、休耕田の有効利用事業

米づくり事業 30,000
竹林の整備事業 0

④事業合計 30,000

⑤まちづくり活動に係るネットワーク構築事業

花輪川～神納川エコウォーキング 2,000
市民活動サポートセンター事業・エコメッセ等行事参加会費 25,000

会報・広報誌の発行 15,000
ホームページ 6,500

⑤事業合計 48,500

207,700

⑥管理費

事務用品 2,000
通信費 3,000
印刷費 2,000
交通費 2,000
支払手数料 0
会議費 3,000

12,000 12,000

219,700

Ⅲ収支差額

当期収支差額 0
前期繰越金 768,389 0

当期前受金 0

次期繰越額 768,389

当期支出合計

特定非営利活動法人八千代オイコス

科目

Ⅰ経常収入

事業費合計

管理費合計
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