
特定非営利活動法人　行徳野鳥観察舎友の会

前年度までと同様、水鳥をはじめとする野生生物が生息できる湿地環境の保全と復元を中心に活動しました。
野鳥観察舎動向については千葉県他関係各所との連携・情報収集に努めました。
認定NPOの更新(国税庁所管→千葉県所管へ)の他、業務運営体制の改善、保護区利用ルール作りを進めました。

2017年度のおもな活動内容　◆は今年度新規・初参加の活動
※【】内はその活動に関する決算報告書財務諸表の注記2.事業別損益の状況における支出項目を示しています。
記述のないものは管理部門に含まれています。

1　自然保護の意義と知識の普及啓蒙に関する活動　【観察会等事業費】
1-1． 行徳鳥獣保護区利用者等の応対　　※5-1．に関連項目

・保護区内や観察舎周辺等の案内・解説(団体利用・小中学校総合学習対応等含む)　
団体利用43件1660名(内小学校8校387名、保護区案内18団体519名)
[前年度団体利用38件1515名(うち小学校8校379名、保護区案内16団体442名)]
・実習生受入(7校20名)　[前年度7校22名]

1-2． 自然観察会等の開催
・定例新浜探鳥会(毎月第2日曜)延べ437名参加　[前年度延べ437名]
　※日本野鳥の会東京支部、千葉県野鳥の会との共催　
・夕暮れ観察会(毎月第4土曜)12回開催延べ106名参加　[前年度12回開催延べ108名]　
・平日観察会(原則毎月第1木曜)12回開催延べ140名参加　[前年度11回開催延べ136名]
・ミニガイド(行事のない土曜)26回開催延べ108名参加
その他行事
・桜の花の観察会(4月7日31名参加)　[前年度101名]　【助成金事業】
・行徳やちょかん祭り(11月23日荒天中止)　[前年度300名]
・江戸前干潟研究学校　12回延べ208名参加［前年度12回196名］　※3-2．に関連項目
・フィールドミュージアム　8回延べ193名参加［前年度7回130名］　※行徳生物多様性フィールドミュージアム研究会との共催
・トビハゼ祭り（6月10日264名参加）　◆
・セミ羽化観察会(8月12日48名参加)［前年度48名］
・夜の生き物観察会(8月24日34名参加)［前年度34名］
・クモ観察会(8月27日14名)　　◆【助成金事業】
・キノコ観察会(9月18日35名)　◆【助成金事業】
・巣箱かけ教室(12月2日15名)
・しめ飾り作り(12月25日120名参加)[前年度120名]

1-3． 自然観察会・各種イベントなどへの参加・協力・出展、講師派遣

・愛鳥週間　千葉県主催観察会　講師(5月13日雨天中止）
・我孫子野鳥を守る会　野鳥サロン　講師(5月27日)　◆
・湾岸施設スタンプラリー(谷津干潟自然観察センター主催)　協力(スタンプ設置6月1日～7月17日)　◆
・しのざき文化プラザ企画展示「干潟の生きもの大集合」　協力(6月3日～9月3日：展示用生物提供)
・いちかわ環境・防災フェア2017　出展(6月4日)
・谷津干潟の日　出展(6月10・11日)
・葛西臨海水族園トビハゼ観察会　補助(6月24日）
・市川市自然環境課夏休み講座　講師(8月19日)
・東京湾大感謝祭出展協力(東京湾官民連携フォーラム東京湾の窓PT)(10月21日。22日は荒天中止)
・TOKYO METRO 90 Days FES!スタンプラリー　協力(スタンプ設置10月27日～1月24日)　◆
・ジャパンバードフェスティバル2017　出展(11月4・5日)
・千葉県傷病鳥獣救護ボランティア講習会　講師(1月21日)　◆
・千葉県野鳥の会総会記念講演　講師(1月27日)
・いちかわエコギャラリー出展(1月25日～2月6日)
・第9回東京湾海洋環境シンポジウム　事例発表(江戸前干潟研究学校報告)(2月12日)
・市川市自然環境講座保護区観察会　講師(3月3日)

2　生物の良好な生息環境の確保、保全、改善および復元に関する活動

2-1． 市川市および周辺地域における各種会議等での発言・提言

・江戸川放水路水面等利用者協議会
・市川市生物多様性モニタリング調査(情報提供・観察会協力)
・市川市校長会　(学校利用PR。4月13日)　◆
・市川緑の市民フォーラム12月例会(活動近況報告。12月17日)

2-2． 行徳鳥獣保護区の野生生物の生息環境の改善・復元のための活動
・会員によるボランティア作業(随時)　※5-2．に関連項目含む

2-3． 他団体との協力・意見交換
・トビハゼ保全　施設連絡会参加(湾岸地域自然観察施設等連携によるトビハゼについての調査・情報交換・普及啓発活動)
・東京湾官民連携フォーラム「東京湾の窓PT」参加　(PTメンバーとして東京湾大感謝祭2017に出展参加)
・湾岸鳥施設ベントス調査情報交換会参加(10月)
・ラムサール条約推進意見交換会(ラムネットJ・環境省)　出席◆
・東京湾官民連携フォーラムCSR交流会　出席(江戸前干潟研究学校事例報告)
・CSR活動検討・打合せ：三菱電機　◆
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3　野生生物についての調査および研究に関する活動
3-1． 野生生物の生息調査および研究　【調査研究事業費】

・県内サギ類生息状況調査(繁殖地現況・予測調査、ねぐら入り調査、標識調査、情報収集)
・周辺地域コアジサシ・シロチドリ繁殖状況調査
・セグロカモメ、ユリカモメ標識調査
・鳥類カウント　行徳鳥獣保護区・新浜鴨場・江戸川放水路・三番瀬市川側各年3回、市川市北部1回
・環境省モニタリング1000　シギ・チドリ類調査協力・交流会参加
・夜間調査(センサ―カメラによる哺乳類・鳥類等保護区利用状況調査。日本鳥学会2017にてポスター発表)
・保護区植物調査(植物班)　【助成金事業】
・保護区昆虫調査(昆虫班)　【助成金事業】
・保護区キノコ調査(キノコ班)　【助成金事業】
・三島池汽水化実験(東邦大・茨城大・友の会)
・保護区タヌキ調査(日大動植物研究会・友の会)
・保護区海苔調査(福田武司さん(福田海苔店)・友の会)　◆

3-2． 「江戸前干潟研究学校」の実施　　【観察会等事業費】
・月1回、保護区水域で定置網等を利用した水生生物調査イベント
　(講師：風呂田利夫さん。公開調査6回、自主調査6回。今年度は86種を採集・観察)

3-3． カワウに関する調査
・行徳鳥獣保護区内繁殖状況調査
・千葉県「千葉県カワウ生息状況等調査業務」( 7・12・3月)　【収益事業費】

4　傷病野生生物の保護および救護に関する活動　※5-1．に関連項目含む
・傷病鳥救護、問合せへの対応など
・禽舎解説パネル、野鳥病院ニュースなど掲示物の作成
・警察署摘発の違法飼育野鳥鑑定、および保護飼養・放鳥協力
・「Yahoo!ボランティア」インターネット募金活動、イオン南行徳店(旧ダイエー)「幸せの黄色いレシートキャンペーン」登録団体
・会員等によるボランティア作業(随時)　

5　千葉県行徳野鳥観察舎および行徳内陸性湿地の管理および運営に関する活動　【収益事業費】
5-1． 千葉県「行徳鳥獣保護区管理運営業務委託」

(1)　野鳥観察舎受付関連・普及啓発・周知広報等業務
・定例園内観察会指導　(毎週日曜・祝日)60回開催延べ859名参加　[前年度62回実施延べ812名]
・ボランティア指導(ボランティアデー毎月第4土曜)12回開催・延べ100名参加　[前年度12回開催延べ108名]
・行徳野鳥観察舎HP(http://suzugamo.seesaa.net/)の作成・更新
・取材・問合せ対応：新聞・テレビ・ラジオなど12件　[前年度9件]
(2)　傷病鳥の救護と施設の管理
・傷病鳥受付、台帳整備、治療、給餌給水、看護、回復訓練、放鳥、傷病棟の管理清掃、
　収容鳥の健康管理、餌場手入れ補修　入所54種185個体・放鳥等102個体　　[前年度入所60種308個体・放鳥等184個体]
(3)　その他施設維持管理・清掃業務
・館内外清掃、除草、軽微な修繕等

5-2． 千葉県「行徳鳥獣保護区管理運営業務委託」　
(1)　保護区利用対応
・保護区案内18団体519名　[前年度16団体442名]
(2)　保護区施設維持管理
・観察路・観察壁維持管理、巡視点検、清掃・除草・植栽整備
(3)　野鳥等誘引
・営巣場所整備(除草等)、カワウコロニー管理

5-3． 千葉県「行徳湿地保全事業湿地環境改善・維持管理業務委託」
内陸性湿地帯を良好な状態に保ち、野鳥を誘致するための環境維持・改善・野鳥保護事業
・水管理
・湿地環境改善・維持管理

5-4． 千葉県「行徳湿地保全事業水質・鳥類継続的調査業務委託」　
内陸性湿地帯管理に役立てるため水質調査・鳥類調査
・水質調査(表層水10地点・2回/月、底泥水5地点・1回/隔月)
・鳥類調査(内陸性湿地帯　ラインセンサス及びマッピング週1回及び観察舎周辺定点月2回)
・鳥類標識調査　(10～3月)

6　この法人の活動についての広報に関する活動
6-1． ・会報「すずがも通信」発行(年6回偶数月第2日曜日)

7　このほか、この法人の目的を達成するために必要な活動
7-1． インターネット等での活動紹介、行事案内等

・友の会Webサイト・ブログ・Facebook・Twitter・Instagram等での情報発信、
・市川ボランティアNPOweb、行徳新聞等へのイベント情報案内



7-2． 行徳野鳥観察舎友の会インターン制度の実施　【インターン事業費】
・第12期生　修了報告会(9月29日)1名
・第13期生　4名受入(6～10月)　修了報告会(10月29日)2名　(10月31日)2名

7-3. 職員研修　【観察会等事業費】
・里山管理実習(山武市)(4月29日）
・シギチ生息環境視察ツアー(印旛沼・霞ヶ浦・利根川下流部)(4月30日)　◆
・ビオトープ管理士セミナー(7月1・2日)　◆
・環境省油等汚染事故対策水鳥救護研修(11月21・22日)
・環境教育関東ミーティング(2月10・11日)



【経常収益】
  【受取会費】
    運営会員受取会費 21,000 
    賛助会員受取会費 262,000 
    普通会員受取会費 142,000 
    団体・法人会員受取会費 20,000 
    電子会員受取会費 16,000 461,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 818,160 
    受取募金 582,846 1,401,006 
  【受取助成金等】
    受取助成金 229,000 
  【事業収益】
    活動収益 95,900 
    受託事業収益 34,365,772 34,461,672 
  【その他収益】
    受取利息 2,816 
    雑  収  益 259,568 262,384 
        経常収益  計 36,815,062 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料手当(事業) 20,834,498 
      法定福利費(事業) 1,982,424 
      退職金共済掛金(事業) 720,000 
      福利厚生費(事業) 342,499 
        人件費計 23,879,421 
    （その他経費）
      旅費交通費（事業） 323,179 
      研修費（事業） 27,788 
      通信運搬費（事業） 56,078 
      消耗品費(事業) 1,012,173 
      餌代(事業) 567,371 
      燃料費(事業) 116,219 
      医薬品(事業) 114,153 
      印刷製本費(事業) 315,930 
      図書費（事業） 16,604 
      修繕費(事業) 493,398 
      保険料(事業) 104,699 
      賃借料（事業） 81,042 
      減価償却費(事業) 290,000 
      租税公課(事業) 1,305,700 
      業務委託（事業） 432,000 
      謝金(事業) 882,500 
      雑      費(事業) 43,879 
      ごみ処理費（事業） 28,944 
        その他経費計 6,211,657 
          事業費  計 30,091,078 
  【管理費】
    （人件費）
      給料手当 1,586,272 
        人件費計 1,586,272 
    （その他経費）
      印刷製本費 112,680 
      旅費交通費 1,818 
      通信運搬費 131,860 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成29年 4月 1日  至 平成30年 3月31日特定非営利活動法人　行徳野鳥観察舎友の会



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成29年 4月 1日  至 平成30年 3月31日特定非営利活動法人　行徳野鳥観察舎友の会
      消耗品  費 71,726 
      諸  会  費 23,200 
      公租公課 429 
      雑      費 4,256 
        その他経費計 345,969 
          管理費  計 1,932,241 
            経常費用  計 32,023,319 
              当期経常増減額 4,791,743 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
  固定資産除却損 8,704 
    経常外費用  計 8,704 
        税引前当期正味財産増減額 4,783,039 
        法人税、住民税及び事業税 747,600 
          当期正味財産増減額 4,035,439 
          前期繰越正味財産額 44,077,284 

          次期繰越正味財産額 48,112,723 



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 54,945 
      普通  預金 11,720,413 
      郵便貯金 2,039,830 
        現金・預金 計 13,815,188 
    （売上債権）
      未  収  金 3,444,725 
        売上債権 計 3,444,725 
    （その他流動資産）
      前払  費用 40,300 
        その他流動資産  計 40,300 
          流動資産合計 17,300,213 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      基本財産 33,689,994 
      什器  備品 2 
        有形固定資産  計 33,689,996 
          固定資産合計 33,689,996 

            資産合計 50,990,209 

  【流動負債】
    未  払  金 2,079,862 
    預  り  金 166,624 
    未払消費税等 631,000 
      流動負債合計 2,877,486 
        負債合計 2,877,486 

  前期繰越正味財産 44,077,284 
  当期正味財産増減額 4,035,439 
    正味財産合計 48,112,723 

      負債及び正味財産合計 50,990,209 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

特定非営利活動法人　行徳野鳥観察舎友の会
貸　借　対　照　表

[税込]（単位：円）

平成30年 3月31日 現在全事業所



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 54,945 
      普通  預金 11,720,413 
        三菱東京UFJ銀行行徳 (11,720,413)
      郵便貯金 2,039,830 
        市川塩浜郵便局 (2,001,330)
        振替口座 (38,500)
        現金・預金 計 13,815,188 
    （売上債権）
      未  収  金 3,444,725 
        売上債権 計 3,444,725 
    （その他流動資産）
      前払  費用 40,300 
        その他流動資産  計 40,300 
          流動資産合計 17,300,213 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      基本財産 33,689,994 
        普通預金　三菱東京UFJ銀行浦安 (3,913,554)
        定期預金　三菱東京UFJ銀行行徳 (29,776,440)
      什器  備品 2 
        有形固定資産  計 33,689,996 
          固定資産合計 33,689,996 
            資産合計 50,990,209 

  【流動負債】
    未  払  金 2,079,862 
    預  り  金 166,624 
      社会保険料 (131,296)
      源泉所得税 (1,531)
      雇用保険料 (33,797)
    未払消費税等 631,000 
      流動負債合計 2,877,486 
        負債合計 2,877,486 

        正味財産 48,112,723 

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人　行徳野鳥観察舎友の会
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

平成30年 3月31日 現在全事業所



【重要な会計方針】
　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

(1).固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産：定率法
(2).消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【事業費の内訳】
　事業費の区分は以下の通りです。

[税込]（単位：円）

科目 インターン事業 助成金事業 調査研究事業 観察会等事業 収益事業 事業部門計

１．人件費

  給料手当 83,628 185,762 20,565,108 20,834,498 

  法定福利費 1,982,424 1,982,424 

  退職金共済掛金 720,000 720,000 

  福利厚生費 342,499 342,499 

    人件費計 0 0 83,628 185,762 23,610,031 23,879,421 

２．その他経費

  旅費交通費 70,322 68,678 113,527 3,380 67,272 323,179 

  研修費 2,788 25,000 27,788 

  通信運搬費 2,902 1,620 270 51,286 56,078 

  消耗品費 2,380 22,195 987,598 1,012,173 

  餌代 567,371 567,371 

  燃料費 116,219 116,219 

  医薬品 114,153 114,153 

  印刷製本費 168,632 3,472 143,826 315,930 

  図書費 16,604 16,604 

  修繕費 493,398 493,398 

  保険料 11,520 7,079 86,100 104,699 

  賃借料 1,000 230 79,812 81,042 

  減価償却費 8,700 8,700 272,600 290,000 

  租税公課 1,305,700 1,305,700 

　公租公課

  業務委託 432,000 432,000 

  謝金 35,000 10,000 837,500 882,500 

　諸会費

  雑      費 19,039 24,840 43,879 

  ごみ処理費 28,944 28,944 

    その他経費計 81,842 310,975 115,147 70,074 5,633,619 6,211,657 

経常費用計 81,842 310,975 198,775 255,836 29,243,650 30,091,078 

【固定資産の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

（有形固定資産）

　車両運搬具 500,000 0 0 500,000 △ 499,999 1 

　什器  備品 1,920,000 290,000 870,000 1,340,000 △ 1,339,999 1 

　    合計 2,420,000 290,000 870,000 1,840,000 △ 1,839,998 2 

財務諸表の注記
特定非営利活動法人　行徳野鳥観察舎友の会 平成30年 3月31日 現在


