特定非営利活動法人

NPO 富里のホタル第１4 回通常総会 議案
【第１号議案】令和 2 年度事業報告、事業収支決算及び会計監査報告
（期間：令和 2 年 1 月 1 日～令和 2 年 12 月 31 日）
１． 事業報告
A. ホタル発生地等の環境整備事業
（1） ホタル発生地の草刈り作業

【注】下記数値は月/日(人数)を示す。

➢作業エリア：天神谷津、地蔵谷津
･･･1/16(1),19(9),25(11),2/9(9),20(6),22(9),3/8(1),15(27),18（27),21(21),24(31),
26(8),4/5(1),7(2),23(1),24(2),26(2),30(1),5/2(11),3(5),11(1),13(3),24(9),29(1),
6/5(1),11(1),13(5),24(3),7/11(29),8/10(1),20(1),26(1),29（17),9/5(15),11(1),
17(1),18(1),20(4),26(6),10/3(17),7（9),18(7),19(9),20(6),24(13),25(13),26(5),
27(5),28(4),29(9),30(11),31(11),11/1(12),7(17),8(3),9(1),11(1),12(1),14(15),16(1),
19(5),28(20),30(1),12/1(1),3(1),6(7) (計 68 日／延べ 493 人）
（２） 市指定記念物希少植物自生地の整備作業
➢2019 千葉県台風豪雨被害による桧や杉の倒木を処理した。また昨年 2 月に植樹
した落葉広葉樹の苗木の手入れも行った。
・・・1/4(8),6(1),9(1),11(11),2/1(16),17(7),29(4),3/1(10),5(4),7(15),11(11),13(16),
23(1),4/23(1),5/3(1),8/1(13),8/8(14),14(1),22(10),12/12(13)
（計 20 日／延べ 158 人）
（３） 希少植物自生地の下草刈り等の継続
➢大和（ﾌｸｼﾞｭｿｳ）、久能（ｾﾝﾀﾞｲﾀｲｹﾞｷ,ｶﾀｸﾘ,ﾌｸｼﾞｭｿｳ等）、中沢（ｶﾀｸﾘ）
・・・1/6(1),9(1),2/1(16),17(7),27(9),29(4),12/13(13),19(12),26(10),28(3)
（計 10 日／延べ 76 人）
（４） 畔や湿地などホタル発生のための水環境の整備（天神谷津･地蔵谷津）
･･･2/31(9),4/4(16),11(15),12（2),14(5),19(12),21(1),25(17),28(2),5/1(1),4(2),6(2),
9(12),14(3),17(10),20(1),26(2),31(2),6/2(1),6(1),20(11),27(16),7/5(10),19(6),
26(1),8/2(1),4(1),14(1),9/2(1), 9(1)【天神】 11/30(1),12/3(1),6(7)【地蔵】
（計 33 日／延べ 173 人）
（５） 千葉県台風・豪雨災害支援基金「2019 台風豪雨からの再生プロジェクト」事業
➢期間：2/1～3/31、対象：天神谷津,田中茶園,福寿草山,中沢城趾
➢落葉広葉樹の苗木 100 本を植樹・・・天神(28 本)・茶園(57 本)・城趾(15 本)
＊コナラ,クヌギ,ヤマザクラ,エゴ,ヤマボウシ,ヒノキ
・・・2/1(16),9(9),17(7),19(6),20(6),22(9),27(9),29(4),3/1(10),5(4),6(23),7(15),
11(11),13(16),15(11),18(7),20(2),21(14),22(11),23(2),25(11),26(8),27(17),31(9)
（計 24 日／延べ 237 人）
（６） 木道の交換・補修作業（天神谷津）
・・・2/19（6）,20(6),22(4),3/15(3),21(2),5/13(3),17(3),24(4),6/6(3),20(3),7/11(4)
（計 11 日／延べ 41 人）
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B. 動植物の調査保護事業
（１） ホタル発生数調査の継続とデータ蓄積
➢ゲンジボタル（5 月末～6 月中旬）、ヘイケボタル（6 月下旬～8 月下旬）
➢ホタル上陸/初見日観察･･･ゲンジボタル；5/5 上陸 1 匹,5/17 初見 2 匹（地蔵）,
ヘイケボタル；5/10 上陸 1 匹，6/16 初見 8 匹（天神）
（２） 天神谷津及び地蔵谷津他における動植物調査
・・・【植物】ツリガネニンジン、リンドウ開花確認。
＊ﾐｽﾞｵﾄｷﾞﾘｿｳ(5/9 地蔵),ﾂﾙﾆﾝｼﾞﾝ(5/17 天神・城趾),ﾄﾓｴｿｳ(8/1 茶園),
ｶﾗﾀﾁﾊﾞﾅ(12/6 地蔵・城趾)発見
【動物】ニホンアカガエル卵塊調査:2/5～2/21（計 3 日/3 人）昨年 380→350 個
＊ｽｼﾞｸﾞﾛﾎﾞﾀﾙ(5/24 天神),ﾑﾈｸﾘｲﾛﾎﾞﾀﾙ(5/30 大谷津)発見
（3） フクジュソウ、カタクリ、センダイタイゲキ個体数調査
・・・【フクジュソウ】2/27(9),3/6(23),7(15),11(11),27(17)（計 5 日／75 人）
＊合計：昨年 2,444→2,804 株（H21 年 635 株、約 4.4 倍）
【カタクリ】3/15(1),29(2）,30(1),4/3(1),18(1)・・天神（昨年 72→70 株）,中沢
（昨年 420→+430 株）,久能（昨年 465→480 株）（計 5 日／6 人）
【センダイタイゲキ】3/22(11),4/3(15)（計 2 日／26 人）＊開花（昨年 35→168 株）
(4) 上記三項の結果と整備事業の効果との関連性を考察
（5） 天神谷津、地蔵谷津及び大谷津での大学・研究機関の調査・研究活動の支援
➢東邦大学・国立環境研究所・千葉県環境研究センター・中央大学
3/12(16+2n),5/2(8),6/18(10+3n),7/29(15+1n),8/6(15+5n),8/27(13+3n),
11/27(15),12/2(10+3n) ※8/6 朝日新聞社取材（9/9 新聞掲載）
(6) リンドウの調査・保護活動
➢日本大学薬学部・薬用植物園の支援（人口受粉と採種）：3/27(2+15n),11/5
(1+5n),14(2+1n),12/10(1),20(2+2n)＠天神・大谷津・根木名谷津
C. 自然環境保護思想の啓発事業 【注】下記数値は月/日(人数)を示し、NPO 人数には“ｎ”付す
(1) 会報「NPO 富里のホタル」の発行（3 回）
(2) 自然観察会・総合学習等の支援（市内小学校）
ｱ.第一小 5 年生「感謝のお米パーティー」：2/5(12+2+8n)
ｲ.第一小ビオトープ（池）用泥土の搬入：3/4（1+2n）
ｳ.第一小ビオトープ（池）漏水箇所の修理：3/25（1+2n）
(3) 出前教室・里山お話会等の実施（幼稚園等）
＊下記ｱ,ｲ項の後期は京葉鈴木記念財団助成事業
ｱ.はぼたん幼稚園生き物出前教室：6/25(270+15+7ｎ),10/14(270+15+5ｎ)
ｲ.若草児童館里山お話会：1/27(3n),2/25(4n),9/17(3n),11/25(3n)
ｳ.末広幼稚園里山お話会：1/20(3n),2/21(3n)
ｴ.富里幼稚園里山お話会：1/27(3n)
ｵ.葉山こども園里山お話会：2/25(4n)
ｶ.向台こども園里山お話会：1/28(2n)
ｷ.向台こども園子育て支援ｾﾝﾀｰ里山お話会：2/22(2n)
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(4) ホタルガイドの養成とホタル観賞会
ｱ.ホタルガイド養成講座：7/11(20n+北中 9)＠天神
ｲ.ホタル観賞会 ※コロナ感染予防のため人数制限、検温・消毒・マスク着用
・ゲンジボタル：6/5～6/14＠地蔵谷津
ホタル観賞者
・ヘイケボタル：7/15～7/31＠天神谷津
(5) 里やま塾など体験型イベントの実施
＊下記のｲ～ｵ項；京葉鈴木記念財団事業
ｱ.ミニイベント「谷津の春をつまみ食い」：3/18(20+7n)

合計 485 人
名

ｲ.第 1 回稲刈り体験：9/13(35+14n)
ｳ.第 2 回稲刈り体験：9/19am(33+富高 2+北中 8+13n)→pm(14+6n)
ｴ.3 時間だけ里やま疎開：11/21(26+17n)
ｵ.脱穀・籾摺り作業：9/22（1+7n）,10/21(1+6n)→収穫：玄米 250kg
(6) 様々な主体との交流・連携
ｱ.里山ｸﾞﾘｰﾝｲﾝﾌﾗ勉強会：1/20(2n),2/24(54+11n),4/30ｚ(5n),7/1ｚ(4n),14(4+6n),
8/26ｚ(3n),9/29ｚ(3n),10/30ｚ(3n) ＊ｚ：オンライン会議 by Zoom
・同会「オンライン事務局会議」：9/2,10/7,11/16
・同会「雑田んぼ現地意見交換会」：9/16(6+2n)＠千葉 NT 谷津田
ｲ.グリーンインフラ・ネットワーク・ジャパン全国大会：11/7(2n)
「流域水循環をまわす“里山グリーンインフラ”を語ろう！」
話題提供：「里山保全と環境教育」（NPO 富里のホタル）
ｳ.グリーンインフラ官民連携プラットフォーム 第 2 回オンラインセミナー：9/28（2n）
＊国立環境研究所（西廣淳氏）の話題提供と意見交換
ｴ.国土交通省総合政策局環境政策課による天神谷津の視察：10/28（3+1n）
ｵ.アースウォッチ・ジャパン環境保全活動（清水建設・国立環境研究所等）の支援
・現地下見：3/12(16+2n)＠天神谷津・大谷津
・調査活動：11/18(27+8+2n)＠天神谷津・大谷津・立沢谷津
ｶ.「市民企画部会」：2/20(2n) ＊以降コロナで開催延期
ｷ.富里市環境ネットワーク会議：2/17(1n)
ｸ.ユネスコ環境教室「一緒に考えよう気候変動！～未来世代への私達の課題」
（佐藤ミヤ子氏）：2/13(2n)＠成田市健康福祉館
ｹ.ふるさと案内人講座：2/23(4n)＠ゆめパーク牧野みどりと空のプロジェクト）
＊3 名が NEAL（自然体験活動指導者登録証）授与
ｺ.NPO 環境ネットワークちば「若者と語り合う印旛沼」ｵﾝﾗｲﾝ配信：12/6(3n)
・講演：滋賀県琵琶湖環境科学研究センター(佐藤祐一氏)
「なぜ市民参加はうまくいかないのか～琵琶湖の総合保全における経験と新時代
の多主体協働～」

＊若者：IVUSA（NPO 法人国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ学生協会）

(7) 稲作体験学習の支援（第一小等）
ｱ.はぼたん幼稚園（年長）田植え体験：6/9,10,11（延べ 90+24t+7c+16n）
ｲ.はぼたん幼稚園（年長）稲刈り体験：9/28,29（延べ 90+11t+6c+14n）
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(8) 学校の部活動・ボランティア活動の受け入れ支援
ｱ.八街北中科学部による観察会、ホタル観賞ガイド、作業ボランティア、生物調査
ｲ.富里高校生物部による観察会、作業ボランティア、生物調査
(9) SNS 活用による情報発信活動
(10) 第 8 回市民活動フェスタへの展示・体験：2/8(9n)
(11) カテリーナ里山コンサート＠天神谷津：10/31(123+22n)
(12) 里山オープンデー：3/12(19+7n),13（14+6n）,15(13+14n),18(20+7n),21(11+10n),
24(22+9n),25(3+8n),26(7+2n),31(12+12n),4/15(8+2n)(計 10 日/延べ 206 人)

２． 事業収支決算報告・・・≪別紙‐1,‐1a 参照≫

３． 会 計 監 査 報 告・・・≪別紙‐2 参照≫

【第２号議案】令和 3 年度 事業方針、事業計画及び事業収支予算（案）
（期間：令和 3 年 1 月 1 日～令和 3 年 12 月 31 日）
１． 事業方針
A. 「ホタル発生地等の環境整備事業」
ホタルの生息に適した谷津環境の整備を試行し、発生数との関連性を考察する。
B. 「動植物の調査保護事業」
希少動植物の個体数調査を継続し、保全作業の効果を観察する。
C. 「自然環境保護思想の啓発事業」
健全な地域コミュニティー形成を意識して、子供達への環境教育などに取り組む。

２． 事業計画
A. 「ホタル発生地等の環境整備事業」
(1) ホタル発生地の草刈り作業
(2) 市指定記念物希少植物自生地の整備作業
(3) 希少植物自生地の下草刈り等の継続（３ヶ所）
(4) 畔や湿地などホタル発生のための水環境の整備
(5) 台風等自然災害による被害個所の復旧
B. 「動植物の調査保護事業」
(1) ホタル発生数調査の継続とデータ蓄積
(2) 天神谷津及び地蔵谷津他における動植物調査
(3) フクジュソウ、カタクリ、センダイタイゲキ個体数調査
(4) 上記三項の結果と整備事業の効果との関連性を考察
(5) 天神谷津及び地蔵谷津における大学・研究機関の調査・研究活動の支援
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C. 「自然環境保護思想の啓発事業」
(1) 会報「NPO 富里のホタル」の発行
(2) 自然観察会・総合学習等の支援（市内小学校）
(3) 出前教室・里山お話会等の実施（幼稚園等）
(4)
(5)
(6)
(7)

ホタルガイドの養成とホタル観賞会
里やま塾など体験型イベントの実施
様々な主体との交流・連携
稲作体験学習の支援（第一小等）

(8) 学校の部活動・ボランティア活動の受け入れ支援
(9) SNS 活用による情報発信活動の充実

３． 事業収支予算・・・≪別紙‐3,‐3a 参照≫

【第 3 号議案】役員の改選について（敬称略）
A. 退任理事（2 名） ： 平井敏雄、三浦克美
B. 新任理事（2 名） ： 佐藤恭子、堀越洋志
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