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１ 事業の成果 
  
２０１９年度は、依然として環境ＮＰＯを取り巻く環境には厳しいものがありました。加えて年明け以
降の新型コロナウイルスの発生でさらに不透明感が増す中、全員一丸となって初期の目的を達成するこ
とができました。 
竹林の保全と活用に関する事業ではフィールド数、面積に変化はなく、予定したフィールド１０，８ha
の竹林整備を完了することができました。しかし、保全育成事業においては伊豆の作業日縮小による作
業参加者の減少だけでなく、３月に入り新型コロナウイルスの発生によるフィールド作業の中止という
事業環境の激変に遭遇、次年度への大きな懸念材料となりました。 
教育・研究支援に関する事業では「竹の学校」で新規講座の開設が２件ありました。「出前講座」は前
年並みをキープ、竹資源活用事業では「竹灯籠まつり」が予定通り２か所で開催され、地元からの応援
参加者も増え、例年に増して盛り上がりました。「たけのこ堀体験事業」は本年が裏年に当たるため低
調でした。 
  
竹林の環境保全と活用に関する事業 

竹林の保全育成事業 
フィールド４か所は変わらず９、３haの竹林を整備した。作業日数は４3日で前年比２日減、作業参加
者は４７６人で前年比－９６人の大幅減となりました。伊豆の作業日縮小（－５日）による影響が大き
く－１０７人の減少となりました。 

竹林の管理受託 
受託事業は２か所１，５haの竹林を整備した。作業日数は２９日で前年比４日間減少、作業参加者は２
８３人で前年比－１５０人と大幅な減少でした。原因は３月に入り新型コロナ発生による作業中止の他、
こどもの国で１回あたりの作業参加者の減少（１６人から１１人）が挙げられます。 
  
竹林に関する教育・研究支援に関する事業 

竹の学校事業 
「管理コース」は開催日数が９回、延べ受講者数は５1人（前年比－４人）で漸減傾向が続いています。
新規開設として「親子体験講座」１回、受講者７人、「竹かご教室」１回、受講者５人がありました。 

出前講座事業 
講座受託件数は全８件で前年と同数の依頼がありました。 
  
竹資源を活用したコミュニティーづくり、イベントの企画・運営に関する事業 

竹灯籠まつり事業 
予定通り２か所で開催することができました。準備期間１６日間、作業参加者４０２人（前年比－１０
５人）、入場者数は３，１００人（＋２００人）でした。 

竹灯籠まつり受託事業 
前年に続き受託開催はありませんでした。 

たけのこ堀自然体験事業 
本年は筍の裏年に当たり、開催場所２か所で２日間開催、参加者は９８人（前年比－４０人）、従事者
は２５人（前年比－８人）でした。 

販売事業 
販売は竹灯籠イベントで、筍するめ、竹細工製品等の販売をしました。 
  
新規プロジェクトの取り組み 
筍の加工食品「筍するめの」が完成、竹灯籠祭りで竹製品と一緒に店頭を飾りました。 
  
２ 事業内容 
（１）特定非営利活動に係る事業 
① 竹林・里山の環境保全と活用に関する事業 
ア 竹林の保全育成事業 
・内   容 横浜市他２地域の竹林間伐とチッパー機による粉砕処理。会員及び市民、行政との協働
作業。 
・日   時 通年 
・場   所 横浜市内２か所、中井町、伊豆の国市 
・従事者人員 ４７６人 
・受益対象者 地域住民 
・支出額 １、７３０，３００円 
イ 竹林の管理受託事業 
・内   容  横浜市内２か所の竹林の間伐・整備を会員、市民で行う 
・日   時  通年 
・場   所  横浜市内 



・日   時  通年 
・場   所  横浜市内 
・従事者人員   ２８３人 
・受益対象者  市民 
・支出額   ３５２，２９２円 
  
② 竹林に関する教育・支援に関する事業 
   ア 竹の学校事業 
    ・内容  竹林の管理、加工、活用に関わる人材の育成 
・日時  通年 
・場所  横浜市内 
・従事者人員   ３1人 
・受益対象者  竹林の管理、加工、活用に関心ある一般市民６３人 
・支出額     ３０，０３４円 
   イ 出前講座事業 
    ・内容  行政、学校、企業、団体ヘ竹林管理講座や竹細工教室の講師を派遣 
・日時  通年 
 ・場所  横浜市内８か所 
・従事者人員  ２５人 
・受益対象者  学校、団体、企業、一般市民生徒 ２００人 
・支出額   ４８，４８４円 
    
  ③ 竹資源を活用した持続可能なコミュニティーづくり、イベントの企画・運営に関する事 
   業 
   ア 竹灯籠まつり自主事業 
    ・内容 竹の間伐材を活用した竹灯籠に明かりを灯すイベント。 
・日時 ４月、１０月 
・場所 横浜市内２か所 
・従事者人員  ４０２人 
・受益対象者  コミュニティー、一般市民 ３，１００ 人 
・支出額  １、２５７，８１４円 
イ 竹灯籠まつりの企画・運営受託に関する事業 
・内   容  竹の間伐材を活用した竹灯籠に明かりを灯すイベント。 
・受託開催事業はありませんでした。 
   ゥ たけのこ掘り体験事業 

    ・内容  自然体験活動の一環としてたけのこ掘り、竹遊びを体験 
・日時 ４、６月、 
・場所 横浜市、中井町 

・従事者人員   ２５人 
・受益対象者  一般市民 ６７人 
・支出額     ３４，１１８円 

   エ 販売事業 
    ・内容  竹の間伐材、竹.筍の加工品、竹イベント用ろうそくの販売 

・日時  イベント開催時、消費者よりの依頼時 
・場所  横浜市2か所、中井町、我孫子市、他 
・従事者人員   ６７人 

・受益対象者  竹に関心ある一般市民  
・支出額    １３７、７０６円 

   オ 加工事業 
・内容  筍の食品加工、 
・日時  春期 

・場所  横浜市、中井町、 
・従事者人員   ４０人 
・受益対象者  加工食品に関心のある一般市民  

・支出額    ４６８、２１６円 
  
 



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   未　払　金 39,422 
   小口　現金 194,714    流動負債  計 39,422 
   普通　預金 5,756,877 負債合計 39,422 
    現金・預金 計 5,951,591 
  （その他流動資産）  【正味財産】
   前　渡　金 5,580   前期繰越正味財産額 7,224,351 
   未収　収益 442,800   当期正味財産増減額 △ 166,234 
    その他流動資産  計 448,380    正味財産　計 7,058,117 
     流動資産合計 6,399,971 正味財産合計 7,058,117 
 【固定資産】
  （有形固定資産）
   機械及び装置 543,566 
   什器　備品 2 
    有形固定資産  計 543,568 
  （投資その他の資産）
   敷　　　金 154,000 
    投資その他の資産  計 154,000 
     固定資産合計 697,568 

資産合計 7,097,539 負債及び正味財産合計 7,097,539 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
全事業所 令和2年 3月31日 現在
特定非営利活動法人　日本の竹ファンクラブ



  【流動資産】
    （現金・預金）
      小口　現金 194,714 
      普通　預金 5,756,877 
        旧横浜銀行 (6,592)
        横浜銀行 (820,108)
        三菱東京UFJ決済専用 (2)
        ゆうちょ銀行 (4,929,458)
        三菱東京UFJ (717)
        現金・預金 計 5,951,591 
    （その他流動資産）
      前　渡　金 5,580 
      未収　収益 442,800 
        その他流動資産  計 448,380 
          流動資産合計 6,399,971 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      機械及び装置 543,566 
        ウッドチッパー機 (151,467)
        食品加工機 (392,099)
      什器　備品 2 
        パソコン (2)
        有形固定資産  計 543,568 
    （投資その他の資産）
      敷　　　金 154,000 
        投資その他の資産  計 154,000 
          固定資産合計 697,568 
            資産の部  合計 7,097,539 

  【流動負債】
    未　払　金 39,422 
      流動負債  計 39,422 
        負債の部  合計 39,422 

        正味財産 7,058,117 

《資産の部》

《負債の部》

財　産　目　録
特定非営利活動法人　日本の竹ファンクラブ [税込]（単位：円）

全事業所 令和2年 3月31日 現在



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 206,000 
    準会員受取会費(家族) 6,000 
    賛助会員受取会費(個人) 39,000 
    賛助会員受取会費(団体) 5,000 
    賛助会員受取会費(法人) 60,000 
    入会金 8,000 324,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 21,260 
  【受取助成金等】
    受取助成金 3,244,699 
  【事業収益】
    管理受託事業収益 1,185,600 
    竹の学校事業収益 60,000 
    出前講座事業収益 103,760 
    竹灯籠まつり事業収益 891,462 
    たけのこ掘り事業収益 52,000 
    販売事業収益 573,221 2,866,043 
  【その他収益】
    受取　利息 15 
        経常収益  計 6,456,017 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 371,380 
      臨時雇賃金 42,000 
        人件費計 413,380 
    （その他経費）
      材料費 578,627 
      業務委託費 136,267 
      諸　謝　金 35,000 
      印刷製本費(事業) 58,987 
      会議会場費(事業) 195,392 
      旅費交通費(事業) 69,126 
      車　両　費(事業) 92,800 
      通信運搬費(事業) 37,032 
      消耗工具費(事業） 1,142,559 
      消耗品　費(事業) 738,457 
      消耗食材費(事業) 135,664 
      水道光熱費(事業) 25,326 
      賃  借  料(事業) 17,572 
      減価償却費(事業) 338,005 
      保　険　料(事業) 23,670 
      諸　会　費(事業) 1,100 
      支払寄付金 20,000 
        その他経費計 3,645,584 
          事業費  計 4,058,964 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 389,354 
        人件費計 389,354 
    （その他経費）
      印刷製本費 81,173 
      会　議　費 67,231 
      旅費交通費 110,721 
      通信運搬費 258,221 
      消耗品　費 321,599 
      水道光熱費 92,388 
      地代　家賃 1,034,900 
      減価償却費 47,401 
      保　険　料 99,635 
      諸　会　費 35,000 
      租税　公課 200 
      支払手数料 25,464 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人　日本の竹ファンクラブ 自 平成31年 4月 1日  至 令和2年 3月31日



        その他経費計 2,173,933 
          管理費  計 2,563,287 
            経常費用  計 6,622,251 
              当期経常増減額 △ 166,234 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 △ 166,234 
          当期正味財産増減額 △ 166,234 
          前期繰越正味財産額 7,224,351 
          次期繰越正味財産額 7,058,117 


