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第 10 期（2020.４～2021.3） 事 業 報 告 書 

                            

特定非営利活動法人 日本の竹ファンクラブ 

 

１ 事業の成果 

 

２０２０年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により、事業活動が大幅に制限され、これま

で経験したことのない事業環境のなか推移いたしました。そうした状況の中、感染防止策を徹底

して事業活動を継続してまいりました。しかし、その影響は甚大で予定された年間活動日数１１

４日の内、実に 3 割にあたる３４日間の活動中止を余儀なくされました。特に、保全活動、普及

活動、野外イベント等上半期に予定された大半の事業活動が中止となり、経営資源にも多大な影

響を及ぼすことになりました。下半期に移り、活動に一定の制限があったもののようやく回復傾

向に戻り、皆様のご支援ご協力を頂き、困難な事業環境を乗り切ることができました。 

 

（１） 竹林の環境保全と活用に関する事業 

① 竹林の保全育成事業 

フィールド数は本年より伊豆の活動が全面休止となり３か所となりました。間伐面積はコロナ

禍で作業中止を余儀なくされたものの予定通り７haの竹林を整備することができました。作業日

数は３２日で前年比―１１日、作業参加者は３６０人で前年比－１１６人と大幅減になりました。

原因は伊豆の休止とコロナ禍による作業中止－１４日が大きく影響しました。 

② 竹林の管理受託 

受託事業もコロナ禍の影響が大きかったものの２か所１，５ha の竹林を整備することができま

した。作業日数は２１日で前年比－８日、作業参加者は１８６人、前年比－９７人と大幅に減少

しました。原因はコロナ禍による作業中止が計画比－１２日と大きく影響しました。 

（２） 竹林に関する教育・研究支援に関する事業 

① 竹の学校事業 

「管理コース」は開催日数が８回、中止１回で延べ受講者数は３２人（前年比－１９人）、「親

子体験講座」は開催１回、中止１回で受講者２３人、（前年比１６人増）、今年から開講された「筍

料理教室」は１回開催、受講者９人でした。 

② 出前講座事業 

講座受託件数は３件で前年比－５件でした。 

（３） 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 

① 竹灯籠まつり事業 

コロナ禍の影響で「横浜国際プール」が中止、「小机城址市民の森」のみの開催となりました。

このため前年実績比では作業日数、入場者数とも大幅減となりました。しかし計画比では困難な

中、予定通り終えることができました。準備期間１３日間、作業参加者３１０人（計画比－１０

人）、入場者数は１，３２４人（計画比－１７６人）でした。 

② 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。 

③ たけのこ堀自然体験事業 

コロナ禍により全て中止となりました。 

④ 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。 

 

（４） 新規プロジェクトの取り組み 

筍料理教室を開講しました。 
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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、中井町の竹林間伐とチッパー機による粉砕処理。会員及び市民、

企業との協働作業。 

・日   時 通年 

・場   所 横浜市内２か所、中井町、 

・従事者人員 ３６０人 

・受益対象者 地域住民 

・支出額   ３３０，０３０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 

・従事者人員   １８６人 

・受益対象者  市民 

・支出額   １７５，４４１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   ２５人 

・受益対象者  竹林の管理、加工、活用に関心ある一般市民６４人 

・支出額    １３４，８４５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３か所 

・従事者人員  １２人 

・受益対象者  学校、団体、企業、一般市民生徒 ５０人 

・支出額        ６０６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 １１月 

・場所 横浜市内１か所 

・従事者人員  ３１０人 

・受益対象者  コミュニティー、一般市民 １，３２４ 人 

・支出額    ５７８，７２５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。 
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   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 

・コロナ禍により全て中止となりました。 

・場所 横浜市、中井町 

・従事者人員     無 

・受益対象者     無 

・支出額       １，４４２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      ３８，２４５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    １３４、６５４円 

 

（２）その他の事業 

    なし 
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[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 266,916 

   現　　　金 218,929    流動負債  計 266,916 

   普通　預金 7,638,689 負債合計 266,916 

    現金・預金 計 7,857,618 

  （その他流動資産）  【正味財産】

   未収　収益 450,450   前期繰越正味財産額 7,058,117 

    その他流動資産  計 450,450   当期正味財産増減額 1,521,993 

     流動資産合計 8,308,068    正味財産　計 8,580,110 

 【固定資産】 正味財産合計 8,580,110 

  （有形固定資産）

   機械及び装置 384,956 

   什器　備品 2 

    有形固定資産  計 384,958 

  （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 538,958 
資産合計 8,847,026 負債及び正味財産合計 8,847,026 

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3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
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  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金 218,929 

      普通　預金 7,638,689 

        旧横浜銀行 (6,592)

        横浜銀行 (2,308,535)

        三菱東京UFJ決済専用 (2)

        ゆうちょ銀行 (5,322,843)

        三菱東京UFJ (717)

        現金・預金 計 7,857,618 

    （その他流動資産）

      未収　収益 450,450 

        その他流動資産  計 450,450 

          流動資産合計 8,308,068 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      機械及び装置 384,956 

        ウッドチッパー機 (90,881)

        食品加工機 (294,075)

      什器　備品 2 

        パソコン (2)

        有形固定資産  計 384,958 

    （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 538,958 

            資産の部  合計 8,847,026 

  【流動負債】

    未　払　金 266,916 

      流動負債  計 266,916 

        負債の部  合計 266,916 

        正味財産 8,580,110 

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人　日本の竹ファンクラブ

財　産　目　録
[税込]（単位：円）

令和3年 3月31日 現在全事業所
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【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費 218,000 

    準会員受取会費(家族) 6,000 

    賛助会員受取会費(個人) 51,000 

    賛助会員受取会費(団体) 10,000 

    賛助会員受取会費(法人) 130,000 

    入会金 4,000 419,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金 26,430 

  【受取助成金等】

    受取助成金 1,297,395 

  【事業収益】

    管理受託事業収益 1,126,050 

    竹の学校事業収益 43,500 

    出前講座事業収益 70,500 

    竹灯籠まつり事業収益 502,392 

    販売事業収益 254,091 1,996,533 

  【その他収益】

    受取　利息 14 

    雑　収　益 2,000,000 2,000,014 

        経常収益  計 5,739,372 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業) 200,000 

      臨時雇賃金 97,150 

        人件費計 297,150 

    （その他経費）

      材料費 348,896 

      業務委託費 37,647 

      諸　謝　金 40,500 

      印刷製本費(事業) 23,926 

      会議会場費(事業) 5,520 

      旅費交通費(事業) 6,210 

      車　両　費(事業) 36,796 

      通信運搬費(事業) 370 

      消耗工具費(事業） 115,579 

      消耗品　費(事業) 326,004 

      消耗食材費(事業) 30,673 

      修　繕　費(事業) 26,752 

      水道光熱費(事業) 3,167 

      減価償却費(事業) 158,610 

      保　険　料(事業) 73,338 

        その他経費計 1,233,988 

          事業費  計 1,531,138 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当 361,887 

        人件費計 361,887 

    （その他経費）

      印刷製本費 79,921 

      会　議　費 18,270 

      旅費交通費 97,848 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 令和2年 4月 1日  至 令和3年 3月31日特定非営利活動法人　日本の竹ファンクラブ
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活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

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

      研修調査費 4,000 

      通信運搬費 299,283 

      消耗品　費 201,670 

      水道光熱費 81,634 

      地代　家賃 1,042,800 

      広告宣伝費 33,000 

      保　険　料 1,532 

      諸　会　費 84,896 

      支払手数料 103,620 

      管理　諸費 275,880 

        その他経費計 2,324,354 

          管理費  計 2,686,241 

            経常費用  計 4,217,379 

              当期経常増減額 1,521,993 

【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 1,521,993 

          当期正味財産増減額 1,521,993 

          前期繰越正味財産額 7,058,117 

          次期繰越正味財産額 8,580,110 
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