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特定非営利活動法人 

NPO 富里のホタル第１５回通常総会 議案 

【第１号議案】令和 3 年度事業報告、事業収支決算及び会計監査報告 
        （期間：令和 3 年 1 月 1 日～令和 3 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  【注】下記数値は月/日(人数)を示す。 

（1） ホタル発生地の草刈り作業 

➢作業エリア：天神谷津、地蔵谷津 

･･･1/30(14),2/7(8),10(6),13(18),14(1),17(5),20(9),21(2),24(5),25(5),27(13),3/6 

(10),25(2),27(20),31(8),4/3(9),9(5),11(1),17(9),21(6),22(2),24(21),26(1),27(1),28 

(8),30(3),5/1(12),5(8),8(21),12(4),16(3),19(5),20(4),22(9),25(1),26(8),28(1),29(25) 

,6/5(11),6(10),13(3),17(1),20(8),23(11),26(18),30(6),7/10(20),14(8),17(17),18 

 (10),21(4),24(12),28(3),31(14),8/7(12),10(2),16(1),18(3),21(9),25(3),9/1(3),4(12) 

,8(3),12(11),24(1),25(11),29(11),10/2(10),6(6),9(13),16(24),23(14),30(20),11/6 

 (18),7(2）,13(12),21(1),12/5(2)  (計 78 日／延べ 653 人） 

（２） 市指定記念物希少植物自生地の整備作業 

   ・・・1/5(18),6(16),7(14),9(8),16(9),18(4),31(7),6/12(11),16(3),8/28(9),12/11(10), 

18(9),25(15) （計 13 日／延べ 133 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・天神（ｶﾀｸﾘ） 

・・・1/5(18),6(16),7(14),9(8),16(9),18(4),31(7),2/17(1),20(1),6/12(11),16(3), 

8/28(9),12/11(10),18(9),25(15) （計 15 日／延べ 135 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） 

･･･2/27(4), 3/27(20),4/17(30),21(6),22(2),24(21),26(1),27(1),28(8),30(2),5/1（12), 

2(1),6(1),8(21),9(1),16(2),19(1),20(4),24(2),28(1),29(25),6/9(4),11/21(1) 【天神】  

3/6(10),4/3(9),5/22(9),25(1)【地蔵】（計 27 日／延べ 200 人） 

（５）  台風等自然災害による被害個所の復旧 

・・・1/5(18),6(16),7(14)6/12(11),16(3)（計 5 日／延べ 62 人） 

（６）  木道の交換・補修作業（天神谷津） 

・・・5/5(2),7/10(14),14(8)（計 3 日／延べ 24 人） 

   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；5/3 上陸 6 匹,5/5 初見 1 匹（地蔵）, 

ヘイケボタル；5/12 上陸 2 匹，6/14 初見 1 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】オトギリソウ、リンドウ開花確認。 

＊ﾐｽﾞｵﾄｷﾞﾘｿｳ(5/22 地蔵),ﾂﾙﾆﾝｼﾞﾝ(5/17 天神・城趾),ﾘﾝﾄﾞｳ(10/23 天神) 

【動物】ニホンアカガエル卵塊調査:2/3～3/14（計 6 日/6 人）昨年 350→482 個 
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 ＊絶滅危惧種のコオイムシ発見(6/3 天神) 

（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】2/18(1),23(6),3/3(7),10(9),20(10),24(12）（計 6 日／45 人） 

＊合計：昨年 2,804→3,121 株（H21 年 635 株,約 4.5 倍） 

【カタクリ】3/17(6),20(10）,24(12),4/7（4）・・天神（昨年 70→73 株）,中沢 

（昨年 430→188 株）,久能（昨年 480→280 株）（計 4 日／32 人） 

【ｾﾝﾀﾞｲﾀｲｹﾞｷ】3/20(10), 4/7（4）（計 2 日/14 人）＊開花（昨年 168→125 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 

➢東邦大学・国立環境研究所・千葉県環境研究センター他 

1/28(3+2n),2/11(14+2n),3/8(3+1n),26(2+1n),4/15(11+1n),22(3+1n),5/10(6+1n), 

20(16+3n),6/24(15+5n),7/8(5+3n),15（8+2n）,8/10(5+2n),19（17+2n）,9/16(14+1n) 

,10/14(24+2n),21(10+4n),11/25(11+1n),12/16(20+5n)  （計 18 日／187+39n人） 

(6) リンドウの調査・保護活動 

➢日本大学薬学部の支援（人工受粉と採種）：1/24(2+1n),3/24(4+7n),10/4(3+1n), 

11/17(5+1n),12/17(2+1n)＠天神・大谷津・根木名･福寿草山（計 15 日/16+11n） 

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（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 3 年生「児童研修会」打合せ・ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ撮影：10/20(2),28(4),11/6（4） 

ｲ． 夏休み！小学生ボランティア体験：8/4(4,5,6 年生 10+7n)＠天神 

(3) 出前教室・里山お話会等の実施（幼稚園等） 

＊下記ｲ～ｵ項は京葉鈴木記念財団助成事業 

ｱ.若草児童館里山お話会：4/6(57+4t+5n) 

ｲ.若草児童館種コプター出前教室：8/24（55+3t+1n） 

ｳ.浩養幼稚園生き物出前教室：10/27(15+5t+保護者 15+6ｎ) 

ｴ.はぼたん幼稚園生き物出前教室：11/10(250+10t+5n) 

ｵ.末広幼稚園生き物出前教室：11/12(160+10t+3n) 

(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：7/10(9n+北中 6)＠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：5/26～6/16＠地蔵谷津(122 人) 

 ・ヘイケボタル：7/14～7/31＠天神谷津(475 人) 

        ｳ.子どもプラザ成田役員ホタル観賞会：6/1(12+2n)＠地蔵 

(5) 里やま塾など体験型イベントの実施 

＊下記のｴ～ｵ項；京葉鈴木記念財団事業 

ｱ.3時間だけ里やま疎開「透明な水をゲットせよ」：4/11(33+取材 1+28n) 

 ＊ｶﾃﾘｰﾅ･ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ 

ｲ.田植え体験：5/15(50+富高 4+14n) 

ｳ.マザーズホーム「ザリガニ釣り」：6/11(6家族+6t+3ｎ)＠天神 

ｴ.稲刈り体験：9/19(35+富高 3+13n)  

ホタル観賞者 

合計 597 人 

名 
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ｵ.脱穀・籾摺り作業：9/23（9n）,10/6(6n),10/16(5n)→収穫：玄米 455kg 

ｶ.3時間だけ里やま疎開「竹を使えありっ竹」：11/20(26+富高 2+24n) 

(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(Zooｍ)：3/27(2n),4/21(5n),5/25(2n),7/27(4n), 

9/14 (4n),11/19(4n),12/22(4n) 

・里山GI事務局会議(Zoom)：4/26,6/21,9/10,12/3 

・「富里の大切な自然を教えていただくウェブ会議」：12/20(6) 

        ｲ.ｱｰｽｳｫｯﾁｼﾞｬﾊﾟﾝ環境保全活動（清水建設・国環研等）の支援 

  ・湿地再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ＠八ツ堀のしみず谷津：5/20（15+1n）,6/24(15+5n), 

7/15 (9+1n),8/19(17+2n),9/16(14+1n),10/14(24+2n),10/21茶話会(10+4n), 

11/25（11+1n）,12/16忘年会(20+5n) （計 9 日／105+16n） 

ｳ.国環研・東邦大・民間団体合同「池掘りプロジェクト」：2/11(27+6n)＠大谷津 

ｴ.県環境生活部水質保全課湖沼浄化対策班の視察：5/12(4+1n)＠天神 

ｵ.北総クルベジ(ｻｲｸﾙ&ｸｰﾙﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ)による視察：8/10(5+2n)＠天神→大谷津  

ｶ.印旛沼流域水循環健全化会議・第 3 期行動計画に向けた視察：8/26(9+1n) 

 ＠天神→しみず→大谷津 

ｷ.環境省・国交省の谷津視察&意見交換会：10/19(16+3n) 

＠天神→しみず→大谷津→中沢区集会場 

  ｸ.経団連自然保護協議会「西廣先生環境ｾﾐﾅｰ」の現地視察&意見交換会： 

10/30（10+7n）＠天神→しみず→大谷津 

       ｹ.西廣先生の研究ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる谷津視察・研究発表会：11/22(19+7n) 

        ＠天神→しみず→大谷津→中沢区集会場 

       ｺ.久能放棄林の調査・研究(東邦大)支援：3/11(4+2n),4/1(2+1n),4/15(11+1n) 

       ｻ. IVUSA(国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ学生協会)による谷津見学会：6/30(8+3n)＠天神→大谷津 

       ｼ.ちょうしのたからﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの谷津見学会：9/15（5+2n）＠天神→大谷津→しみず  

       ｽ.子どもプラザ成田「代掻き体験」：4/17(30+7n) 

       ｾ.子どもプラザ成田主催「里山を知りつくそう！わくわく自然体験」ｲﾍﾞﾝﾄ講師派遣 

①田植え体験：5/1(58+11s+2n) 

②生き物探し・ホタル観賞：6/5(61+11s+2n+3) *ｶﾃﾘｰﾅ･ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ 

③サバイバル（ｼｪﾙﾀｰ&火起こし）：7/24(61+12s+2n+1) 

④稲刈り体験：9/11(58+11s+2n+4) 

       ｿ.ウクライナ大使館「田植え体験」：6/26(16+富里市 2+5n) 

       ﾀ.ウクライナ大使館「稲刈り体験」：9/26(8+10n) 

       ﾁ.宝田ほたるの会との交流：3/6(9+3n)視察、7/18(10+7n)ﾎﾀﾙ観賞＠成田市宝田 

       ﾂ.おしどりの里を育む会「焼き芋大会」：11/28(100+5n)＠大谷津 

       ﾃ.富里市環境審議会：3/17(1n),11/12(1n)＠すこやかｾﾝﾀｰ 

       ﾄ.富里市「緑の基本計画」意見交換会：6/18(9+1n),28(9+1n)＠ｻﾎﾟｾﾝ 

(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：6/2,3（延べ 87+10t+6c+12n） 

  ｲ.はぼたん幼稚園（年長）稲刈り体験：9/21,22,27（延べ 78+12t+8c+15n） 
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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生物調査、ホタル観賞ガイド、作業ボランティア 

ｲ.富里高校生物部による生物調査、作業ボランティア 

ｳ.感謝の集い：12/4(富高 3+八街北中 13+11n)＠ｲﾍﾞﾝﾄ広場 

(9) SNS活用による情報発信活動 

(10) 第 9回市民活動フェスタ～新しいカタチ～展示：1/8～1/18(4n)＠ｻﾎﾟｾﾝ 

(11) 末廣の谷津再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：4/15(3),見学会 18(9),6/12*(7),7/24(11),26(3),8/2(3), 

23(4),30(3),9/13(4),27(6),10/6*(9),11(5),11*(5),18(5),19*(7),見学会 28 (11), 

11/15(6),19*(15),29(7),12/6(7),17(6) (計 21 日/延べ 136 人) *設立準備会 

 

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 4 年度 事業方針、事業計画及び事業収支予算（案） 
              （期間：令和 4 年 1 月 1 日～令和 4 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」 

ホタルなど多様な動植物が生息する谷津の継続的な整備を行い、多面的機能を高

める。 

 B. 「動植物の調査保護事業」 

動植物の種数・個体数調査を継続し、保全作業の効果を検証する。 

 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) 希少植物自生地の下草刈り等の整備作業の継続 

(3) 稲作の実施によるホタルなどの多様な生物の生息環境維持 

(4) 来場者等、第三者の安全確保のための散策路整備 

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) 大学・研究機関の調査・研究活動の協力と情報共有 
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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) ホタルガイドの養成とホタル観賞会 

(5) 里やま塾など体験型イベントの実施 

(6) 様々な主体との交流・連携 

(7) 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≫ 
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