
2009年度事業報告、決算報告について

NPO 法人 共存の森ネットワーク

1



NPO法人共存の森ネットワークの活動指針

　当 NPO は、「森の聞き書き甲子園」の活動と、この甲子園に参加した経験をもつ卒業生有志から

はじまった「共存の森」と呼ぶ活動を母体に生まれました。

森とともに生きてきた先人たちの伝統的な暮らしの知恵や技の集積の中に持続可能な社会の基

本があることを見据えながら、人と自然・人と人との「共存」を基本とした社会づくりと、新たな価

値観の創造に寄与することを目的としています。

そのために、当 NPOは「森の聞き書き甲子園」の運営をはじめ、「閉じられた生態系－地球－」

の上で全人類と他の生物が共存するための「人づくり」、「森づくり」、「地域づくり」、「情報発信」等、

様々な活動を展開していきます。

これらの活動を末永く続けていくことが、持続可能な社会の構築への一歩と考えます。そのため

には、大人たちから若い世代へ、若い世代から大学生・高校生へと、世代をつないでいくことが重

要です。

当 NPO の活動は「森の聞き書き甲子園」に参加した経験をもつ卒業生、あるいは「共存の森」の活

動に参加する学生等、若者たちを中心とした活動へと引き継いでいきたいと思います。

そのために、現在は当NPO の活動基盤の強化を図ることが必要ですし、会員の皆様と共に活動

全体の将来像をしっかりと考え、共有していかなければなりません。

皆様の引き続きの御指導、御鞭撻をお願い申し上げます。
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第 1号議案－１　2009年度事業報告（案）　＜2009 年 5 月 1 日～2010 年 4 月 30 日＞

概要

2009 年度は、「森の聞き書き甲子園」の取り組みを通じた「青少年育成事業」と、その卒業生等の

有志によって行われる「共存の森の活動」を中心とした、「森づくり事業」、「地域づくり事業」、「普

及啓発事業」を実施しております。ＮＰＯ発足から３年目を迎え、さらにその活動は広がりと深

みを増しております。この間の皆様の御支援、御協力に対し、厚く御礼申し上げますとともに、こ

こに 2009 年度の活動概要をご報告いたします。

当 NPO の活動の中心である「森の聞き書き甲子園」は第８回開催を無事、終えることができまし

た。今期は、「自然再生を推進する市民団体連絡会」と水産庁等の御協力により、「海・川の名人」へ

の聞き書きも試行的に実施いたしました。あわせて、「海・川の聞き書き甲子園実施検討委員会」を

立ち上げ、次年度より「海・川の名人」選定と「海・川の聞き書き甲子園」を実施するための体制づ

くりを行いました。

「森の聞き書き甲子園」卒業生有志から始まった「共存の森」の活動は、前年度に引き続き５地区

の農山村地域で活動を行いました。この活動は、いわゆる「森づくり」活動とは異なり、「聞き書き」

や「地元学」の手法を活かしながら、地域の歴史や現状を学び、未来を共に築いていく「地域づくり」

の活動に発展しております。今年度は、その活動事例と手法を「聞く！からはじめる森づくり」とい

う冊子にまとめました。同冊子は、学校の授業や他団体の活動にも御活用いただいています。

あわせて、日本財団の助成により書籍『森と木と人の暮らし』を製作しました。この書籍は、社団

法人農山漁村文化協会より一般書籍として発行するとともに、次年度より「森の聞き書き甲子園」

「海・川の聞き書き甲子園」に参加する高校生のテキストとしても活用いたします。

その他、今期は、筑波大学附属坂戸高等学校及び京都造形芸術大学にて、「聞き書き」の手法を活

かした総合学習や講座運営のサポートを行いました。

また、学生や会員相互の交流と学びの場として、「共存の森・全国セミナー」を山形県飯豊町にて

開催するとともに、「第３回森の名手・名人フォーラム」を奈良県川上村で開催いたしました。

広報活動では、年３回の会報誌の発行やメールマガジンの配信、取材受入の他、NPO 法人パブリ

ックリソースセンターが運営する寄付サイト「Give one」において「森の聞き書き甲子園」への寄付

を募るなど、当 NPO の取り組みの発信に努めました。

それらの活動の結果、「森の聞き書き甲子園」の卒業生を中心にユース会員が増え、2010 年４月

末の時点で、正会員が 70 名、賛助会員が 21 名となりました。
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Ⅰ　組織

１．会員（2010 年 4 月 30 日現在）

一般会員 ユース会員 法人・団体会員 特別会員

正会員 29
（24）

41
（31）

賛助会員 ９人 10口
（９人 10口）

３社７口

（４社８口）
８人 10口

（８人 10口）

※ ユース会員……満 23歳未満で正会員となる方

※ 特別会員………社団法人国土緑化推進機構が選定する「森の名手・名人」に選ばれた方

ないし満 23歳未満で賛助会員となる方。

※（　　）内の数字は、2009 年 4 月 30 日時点での会員数です。

２．役員（敬称略）

役職 氏名 所属
理事長 塩野　米松 作家・「森の聞き書き甲子園」講師
副理事長 澁澤　寿一 NPO 法人樹木・環境ネットワーク協会理事長
理事

事務局長

吉野　奈保子 「森の聞き書き甲子園」実行委員会事務局

理事 結城　登美雄 民俗研究家・フリーライター
理事 竹田　純一 山村再生支援センター事務局長
理事 浜田　久美子 作家
理事 久田　浩司 結デザインネットワーク代表取締役

理事 葛西　陽介 東北森林管理局三八上北森林管理署
理事 代田　七瀬 慶應義塾大学大学院１年
理事 前川　洋平 東京農業大学大学院１年

理事 宮本　芳樹 株式会社ファミリーマート　専務取締役

監事 永野　巖 エー・アイ・コンサルティング代表取締役

葛西陽介氏は、一身上の都合により 2010 年３月 20 日に理事を辞任いたしました。
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Ⅱ　事業

１．「森の聞き書き甲子園」事業

①　第８回「森の聞き書き甲子園」の開催

「森の聞き書き甲子園」は、全国から選ばれた高校生が、森林に関わる分野で活躍する「森の名

手・名人」を訪ね、一対一の対話を通して、その知恵や技術、ものの考え方や生きざまを「聞き書き」

し、記録する活動です。株式会社ファミリーマート、富士フイルムホールディングス株式会社、環境

文化創造研究所、トヨタ自動車株式会社等、複数の企業の御協賛、御支援により運営しています。

第８回は 142 名の応募があり、試行的に実施した「海・川の聞き書き」への参加者も含めて、105

人の高校生に参加いただきました。

　聞き書き研修やフォーラムの運営は 5 期生～7 期生の卒業生たちを中心に行いました。

②　海・川の聞き書きの試行的実施

　自然再生を推進する市民団体連絡会及び水産庁等の御協力により「海・川の聞き書き」を試行

的に実施しました。参加した５名の高校生は、「森の聞き書き甲子園」の参加高校生と共に、聞き書

き研修やフォーラムに参加しました。

あわせて、「海・川の聞き書き甲子園実施検討委員会」を立ち上げ、次年度より「海・川の名人」選

定と「海・川の聞き書き甲子園」を実施するための体制づくりを行いました。

※自然再生を推進する市民団体連絡会……森・里・川・海の自然再生に取り組む４団体（ＮＰ

Ｏ法人海辺つくり研究会／ＮＰＯ法人全国水環境交流会／里地ネットワーク／ＮＰＯ法人共

存の森ネットワーク）で構成。

③　第６回「森の聞き書き甲子園」映像化プロジェクト

映像化プロジェクトは、森と共に生きる知恵や技を映像で記録する取り組みです。

本年度は、聞き書き甲子園に参加した経験のある卒業生２名が、神奈川県横須賀市のシラス漁の

名人と、その聞き書きをした高校生を取材し、森と海のつながりをテーマに映像をまとめました。

出来上がった映像は、2010 年３月 28 日に開催した「森の聞き書き甲子園」フォーラムで上映しま

した。

④　「海の森づくり」との連携事業

　「森の聞き書き甲子園」フォーラムの翌日、３月 29 日に東京湾中央防波堤内側埋立地の「海の森」

にて、参加高校生による植樹活動を実施しました。マツやスダジイ、タブノキなど計７種、139 本の

苗木を植樹したほか、ごみ処分場の見学と海の環境保全に関する講義を行いました。

⑤　第３回「森の名手・名人フォーラム」の開催

　11 月 21～23 日の２泊３日の日程で「林業」をテーマに奈良県川上村で開催しました。初日は、先

進的な取り組みを行う林業家や製材業に関わる方をお招きし、シンポジウムを開催したほか、二日

目は、林業の現場や、樽丸、割箸といった吉野材の利用・加工の現場を見学し、また、同村の高原集

落で山村の暮らしを学ぶフィールドワークを実施しました。10 代の高校生から一般の方、60～80

代の名人まで、76 名の方に参加いただきました。
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⑥　FOXFIRE倶楽部の開催

　FOXFIRE倶楽部は、「森の聞き書き甲子園」の運営に携わる行政、ＮＰＯ、企業、団体等が一堂に

集まり、情報共有や意見交換を行いながら、当活動の展望について話し合う場です。

今年度は 5 月 25 日と 10 月 20 日に開催しました。

⑦　聞き書き電子図書館

　「聞き書き電子図書館」は、2008 年 10 月より社団法人農山漁村文化協会の御協力により運営し

ています。ウェブ上で聞き書き作品を検索・閲覧できるシステムで、収録した作品数は、2009 年 9

月 1 日現在で 700作品となりました。

　名人の概要（プロフィール）はどなたでも閲覧できますが、聞き書き作品の全文閲覧は有料

（年会費 3000円）で閲覧用のパスワードを配布し、提供しています。2010 年 4 月末現在の閲覧会

員は 11 名。この他、当ＮＰＯの会員及び農山漁村文化協会のルーラル電子図書館の会員には、無料

で閲覧できます。

　

⑧　映画「森聞き」への協力

　プロダクション・エイシア（監督：柴田昌平）が「森の聞き書き甲子園」のドキュメンタリー映

画「森聞き」（もりきき）を製作しました。３月 25 日には、富士フイルムホールディングス株式会

社の会場を御提供いただき、完成試写会を開催いたしました。

　

２．「森づくり」「地域づくり」事業

① 「共存の森」各地区の活動

　「共存の森」は、「森の聞き書き甲子園」卒業生有志から始まった「森づくり」・「地域づくり」の活

動です。東北、関東、関西、北陸、東海の５地区の農山村地域で活動を行っています。本年度の活動は、

社団法人国土緑化推進機構の「緑の募金」及び「創造的公募事業」の助成金、トヨタ自動車株式会社

の「トヨタ環境活動助成プログラム」助成金、NPO 法人りすシステムからの寄付金で実施しました。

＜各地区の活動概要＞

東北地区：山形県飯豊町の広河原集落を拠点に「生きるための森づくり」をテーマに活動。NPO 法

人美しいやまがた森林活動支援センターの協力を得て、「森の名手・名人」の高橋竹子

さん、高橋君子さんに、日々の営みについて聞き取りを行い、10 月 10～12 日には、「共

存の森・全国セミナー」を開催しました。

関東地区：千葉県市原市の県有林、「鶴舞創造の森」をフィールドに「人が集まる森づくり」をテー

マに活動。NPO法人樹木・環境ネットワーク協会のグリーンセイバーや地元、山小川

地域の協力により、里山の整備活動と合わせて、地域の茅葺き職人、竹細工職人等に聞

き取りを行い、集落の方への報告会を実施しました。

関西地区：滋賀県大津市の龍谷大学瀬田キャンパスにある「龍谷の森」と隣接する堂町にて「大学

と地域をつなぐ森づくり」をテーマに活動。里山学・地域共生学オープンリサーチセン

ターの先生方と地域の方々の協力により、休耕田を活用したソバの栽培に取り組む他、

同地区の環境こだわり米を大学生協で販売、普及する活動に取り組みました。

北陸地区：新潟県村上市の高根集落にて「未来につなぐ高根のくらし」をテーマに活動。高根フロ

ンティアクラブをはじめとする地域の方々の協力を得て、ブナの森づくりと棚田での

米づくりを実施しています。今年度は、同地区の夏祭りへの参加、東京朝市への出店な

どを通じて、高根の魅力を地域外の人に伝えるとともに、高根の 10 年後を考えながら、

今後、取り組むべき活動の整理を行いました。
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東海地区：愛知県豊田市の椿立自治区にて、「椿立の暮らしを知る」をテーマに活動を行いました。

地域の方々とともに同地区を歩きながら、気づいたことをカードや地図にまとめてい

く作業や「昭和 40 年前後の暮らし」をテーマにした聞き取りを行い、高度経済成長期前

後の同地区の暮らしの変化を学ぶとともに、集落の方への報告会を開催しました。

活動回数と参加者

東北地区　７回、 延べ 24 人（１回あたり平均 3.4 人）

関東地区　10 回、延べ 87 人（１回あたり 8.7 人）

関西地区　11 回、 延べ 56 人（１回あたり平均 5.1 人）

北陸地区　８回、 延べ 103 人（１回当たり平均 12.9 人）

東海地区　４回、 延べ 39 人（１回あたり平均 9.7 人）

共存の森・全国セミナー　26 人

　※活動回数：フィールドでの活動のみ（会議、打ち合わせ等は除く）

　※参加者：活動に協力いただいている地域の方や事務局スタッフ等は除く。

② 「地域づくり」とともにある「森づくり」のモデル構築

社団法人国土緑化推進機構の「創造的公募事業」の助成により、「聞き書き」や「地元学」の手法を

活用した「森づくり」・「地域づくり」の実践マニュアル『聞く！からはじめる森づくり』を作成しま

した。

同マニュアルは、「共存の森」各地区の活動の他、高校の授業や他団体の活動等でも活用いただい

ています。

また、同助成事業の一環として、当 NPO のラベルを貼った「緑の羽根」募金箱を作成し、イベン

ト会場や活動周辺地域の商店等に設置を呼びかけました。

３．「聞き書き」「森と人の暮らし」の普及啓発事業

①　森Livingにおける「森の名手・名人」イベント

７月 28 日から８月９日にかけて、財団法人せたがや文化財団が企画した「森_living」展の開催に

協力し、期間中に３名の「森の名手・名人」を招いて、トークショーや名人の手技の実演等を行いま

した。

【ご協力いただいた名人】小林鶴三氏（長野県：ヘギ板、網代編み）、水野美代子氏（愛知県：染め

物）、高田一善氏（東京都：椿油づくり）

②　「聞き書き」の授業や講座の実施

筑波大学附属坂戸高等学校の２年生 15 名を対象とした「環境創造」科目で、「竹と日本人の暮ら

しのつながり」をテーマとした「聞き書き」を、当NPOのスタッフや「森の聞き書き甲子園」の卒業

生が講師となり、実施しました。

　また、京都造形芸術大学では、塩野理事長が講師となり、「聞き書き」の卒業生が中心となって講

座運営をサポートしました。

③　書籍『森と木と人の暮らし』の制作

日本財団の助成により、書籍『基礎から学ぶ　森と木と人の暮らし』（著者：鈴木京子、赤堀楠雄、

浜田久美子、発行：社団法人 農山漁村文化協会）を制作しました。

今後、「森の聞き書き甲子園」参加する高校生には、テキストとして無料配布する他、一般書店で

も販売します。

４．広報活動
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①　会報誌の発行やウェブサイト、blog、メールマガジン

ウェブサイトや blog、メールマガジンにて情報公開、広報活動を行いました。また、イベント等へ

のブース出展、マスコミへの情報発信も行いました。

（１）出展イベント

　　１月 20 日：第３回「シンポジウム＆ＮＰＯ・社会起業 見本市（メッセ）」

（主催：社団法人経済同友会）

９月 14日：生物多様性入門セミナー「いのちのつながり　よくわかる生物多様性」

　　　　　（主催：経団連自然保護協議会）

12月 10日-12日：エコプロダクツ 2009

　　　　　　　（主催：社団法人産業環境管理協会、日本経済新聞社）

（２）マスコミ掲載

（「森の聞き書き甲子園」関連）

　新聞 25 回　　　その他 11 回

（共存の森づくり）

新聞３回　　　ラジオ２回　　　その他１回

②　寄付プロジェクトとの連携

　寄付プロジェクトと連携した広報活動を行いました。

「Give one」…NPO法人パブリックリソースセンターが運営するオンライン寄付サイト。

2009 年４月 15 日から 2011 年３月 31 日の期間、寄付先として「森の聞き書き甲

子園」プロジェクト登録されています。

「Leafbank」...株式会社 adingo が運営する寄付システムの寄付先団体となっています。専用の

　　　　　　　検索ツールバーをダウンロードしウェブサイトの検索を行うと、広告費の一部が

ＮＰＯに寄付されます。

　　　　　　　

５．新たな人材の受入れ

①　インターン生

　財団法人損保ジャパン環境財団の CSOラーニング制度を通じて、2009 年 6 月から 2010 年 1 月

まで、千葉大学園芸学部の仁平佑一さんをインターン生として受入れました。

　また、NPOサポートセンターが主催する、Panasonic NPOサポート・インターンプロジェクト

を通じて、千葉大学院工学研究科 1 年の堀内雄世さんをインターン生として受入れました。

また同プロジェクトの一環として行われる NPOマーケティング研修に事務局スタッフが参加

しました。

６．ひこばえ会

当ＮＰＯの活動に関わる大学生や 20 代の社会人を中心とした若者たちの会「ひこばえ会」が発

足しました。

　本年度は、2009 年９月６日と 2010 年３月 27 日に会合を行い、「共存の森」各地区の活動におけ

る課題や今後の展望を共有するとともに、「森の聞き書き甲子園」10周年にむけた企画等を話し合

いました。

第 1号議案－２　2009年度決算書（案）
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1. 2009年度収支計算書（案）

9

書式第１２号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人  共存の森ネットワーク

（単位：円）

（経常収支の部）

Ⅰ  経常収入の部
１  会費収入 225,000                 
２  事業収入

普及啓発事業収入 768,121                 
森づくり事業収入 150,000                 918,121                 

３  参加費収入 264,500                 

４  補助金収入 701,600                 
５  助成金収入 5,095,391               
６  協賛金収入 15,200,000             

７  寄付金収入 19,384,242             
８  雑収入 185,762                 

  経常収入合計 41,974,616             

Ⅱ  経常支出の部

１  事業費
青少年教育事業費 22,821,678             
普及啓発事業費 54,600                   

森づくり事業費 6,656,080               
地域づくり事業費 701,600                 30,233,958             

２  管理費

給料手当 4,776,500               
法定福利費 923,309                 
福利厚生費 108,414                 

印刷費 247,827                 
支払手数料 37,924                   
制作費 186,777                 

施設借上費 139,530                 
講師料 60,000                   
リース料 891,356                 

事務用品費 11,100                   
消耗品費 102,604                 

地代家賃 1,087,500               
租税公課 116,800                 
旅費交通費 320,845                 

通信費 90,617                   
道具資材費 90,425                   
会議費 2,139                     

新聞図書費 1,500                     
委託費 818,495                 
雑費 176,400                 10,190,062             

  経常支出合計 40,424,020             
  経常収支差額 1,550,596               

Ⅲ　その他資金収入の部 -                           
Ⅳ　その他資金支出の部 -                           

　当期収支差額 1,550,596               

　前期繰越収支差額 3,685,274               
　次期繰越収支差額 5,235,870               

（正味財産増減の部）

Ⅴ　正味財産増加の部
１　資産増加額

当期収支差額 1,550,596               

２　負債減少額 -                           
　増加額計 1,550,596               

Ⅵ　正味財産減少の部

１　資産減少額 -                           
２　負債増加額 -                           
　減少額計 -                           

　当期正味財産増加額 1,550,596               
　前期繰越正味財産額 4,239,265               

  次期正味財産合計 5,789,861               
（注記）
１.資金の範囲は、現金預金、未収入金、未払金、前受金、預り金を含んでいる。

科          目

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成21年 5月 1日から平成22年 4月30日まで

金                  額



２．2009年度事業会計財産目録（案）
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書式第１０号（規則第１１条関係）

特定非営利活動法人  共存の森ネットワーク

（単位：円）

Ⅰ  資産の部
１  流動資産
    現金預金

現金 49,937                   
三菱東京ＵＦＪ銀行本店 185,117                 
三菱東京ＵＦＪ銀行本店 17,228,659             
郵便局 149,370                 

    未収入金
(社)国土緑化推進機構 4,572,265               
林野庁 701,600                 
自然再生を推進する市民団体連絡会 531,170                 
その他 33,064                   

    仮払金
出張旅費未精算 200,000                 

    前払費用
青少年教育事業費 80                         
普及啓発事業費 3,469,185               
森づくり事業費 1,347,129               

流動資産合計 28,467,576             

２  固定資産 -                           
固定資産合計 -                           

資産合計 28,467,576             

Ⅱ  負債の部
１  流動負債
    未払金

(社)国土緑化推進機構 2,619,000               
社会保険料 110,677                 
㈱KNDコーポレーション 176,400                 
佐川急便㈱ 26,376                   
ヤマト運輸㈱ 73,040                   
その他 1,810,608               

    前受金
トヨタ自動車㈱ 2,000,000               
(特非)パブリックリソースセンター 1,000,000               
(特非)リスシステム 1,500,000               
キャノンマーケティングジャパン㈱ 3,500,000               
佐川急便㈱ 500,000                 
日本財団 8,760,000               

    預り金
源泉所得税 601,614                 

流動負債合計 22,677,715             

２  固定負債 -                           
固定負債合計 -                           

負債合計 22,677,715             

正味財産 5,789,861               

金                  額

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成22年 4月30日現在

科          目



３．2009年度決算についての監査報告書
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