
平成２３年度 事業計画書

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

特定非営利活動法人 渚滑川とトラウトを守る会

1.事業実施方針

今年度は、釣り人の資質向上を図るなどのスポーツフィッシングの振興に関する事業、渚滑

川の環境保全に関する事業、地域の人々や渚滑川に訪れる多くの人々に川が人間に与える豊

かさや価値を伝え、渚滑川を愛する人々の輪を広げることで、スポーツの振興と環境の保全

に寄与することを実施する。

2.事業の実施に関する事業

（1） 特定非営利活動に係る事業

1）

2）

事業名 釣り人の資質向上を図るための競技会、講習会等の開催

事業内容
広く参加者を求めＣ＆Ｒの効果・安全な釣りの方法・スポーツ

として認められる広報

実施予定日時 トラウトダービー７月２日（土）

実施予定場所 Ｃ＆Ｒ区間

従事者の予定人数 １２名

受益者対象の範囲及び予定人数 会員及び一般参加者 参加予定者３０名程度

支出見込み額(千円) ２７０

事業名 釣り人の資質向上を図るための競技会、講習会等の開催

事業内容
広く参加者を求めＣ＆Ｒの効果・安全な釣りの方法・スポーツ

として認められる広報

実施予定日時 ６月～８月 年１回 キャスティングスクール ８月予定

実施予定場所 Ｃ＆Ｒ区間

従事者の予定人数 １２名

受益者対象の範囲及び予定人数 会員及び一般参加者 参加予定者２５名程度

支出見込み額(千円) ３０



3）

4）

5）

事業名 案内板の設置など、釣り場環境の整備に関する事業

事業内容 委託事業 案内板等の制作・補修・設置そして撤去

実施予定日時

５月と１０月 新看板作成 ６枚

看板設置 ５月２９日（日）

看板撤去１１月 ６日（日）積雪による

実施予定場所 Ｃ＆Ｒ区間

従事者の予定人数 ６名

受益者対象の範囲及び予定人数 渚滑川に訪れる人々

支出見込み額(千円) ４００

事業名 環境調査や清掃など、渚滑川の環境保全事業

事業内容 河川の清掃・水質調査

実施予定日時

５月～１０月 河川清掃７月３日（日）

水質検査 ３回程度 実施月６月．８月．１０月

実施予定場所 渚滑川（滝上町区間）

従事者の予定人数 １２名

受益者対象の範囲及び予定人数 渚滑川に訪れる人々及び地域住民

支出見込み額(千円) ４０

事業名 魚族資源の保護に関する事業

事業内容 委託事業 虹鱒放流事業

実施予定日時 ５月 ５月２９日（日）

実施予定場所 Ｃ＆Ｒ区間

従事者の予定人数 ２０名

受益者対象の範囲及び予定人数 渚滑川に訪れる人々

支出見込み額(千円) １，４００



6）

7）

8）

事業名 魚族資源の保護に関する事業

事業内容 標識放流（タグ）

実施予定日時 ５月 ５月２９日（日）

実施予定場所 Ｃ＆Ｒ区間

従事者の予定人数 ６名

受益者対象の範囲及び予定人数 渚滑川に訪れる人々

支出見込み額(千円) ５０

事業名 魚族資源の保護に関する事業

事業内容 発眼卵放流

実施予定日時 ５月 ５月の実施

実施予定場所 Ｃ＆Ｒ区間

従事者の予定人数 ６名

受益者対象の範囲及び予定人数 渚滑川に訪れる人々

支出見込み額(千円) １０

事業名 渚滑川に関する情報収集・情報提供

事業内容
収集した情報をホームﾍﾟーｼﾞで情報の提供を行なう

渚滑川とトラウトを守る会の活動の公告

実施予定日時 ４月～３月 平成２３年４月～平成２４年３月

実施予定場所 ホームﾍﾟーｼﾞ

従事者の予定人数 ４名

受益者対象の範囲及び予定人数 不特定多数の一般市民

支出見込み額(千円) １００



（２）その他の事業

1）

2）

事業名 釣り場環境の整備に関する事業

事業内容 滝上町植樹祭へ参加

実施日時 ５月１５日 9：30 開会

実施場所 植樹祭会場 ウッドパークゴルフ場

従事者の予定人数 4名

受益者対象の範囲及び参加人数 不特定多数の一般市民

支出金額(千円) ０

事業名 他団体交流事業

事業内容 他団体交流会

実施日時
５月～１０月 道南の川を考える会交流会

６月、９or１０月 屈斜路湖の魚を育てる会交流会

実施場所 各現場

従事者の予定人数 １２名

受益者対象の範囲及び人数 各団体 ３０名

支出金額(千円) ３０



説明
１経常収入の部

１会費収入 380,000
正会員会費収入 300,000 ６０人×５，０００円
賛助会員会費収入 80,000 ４０人×２，０００円

２事業収入 1,825,000
ﾄﾗｳﾄﾀﾞｰﾋﾞｰ収入 225,000 ４５人×５，０００円
放流事業委託収入 1,600,000 放流及び看板設置委託

３補助金等収入 0
補助金収入 0

４負担金収入 0
負担金収入 0

５寄付金収入 0
寄付金収入 0

６雑入 30,000
受取利息 0 預金利息
雑収入 30,000 協力金等

経常収入合計（Ａ） 2,235,000
２経常支出の部

１管理費 371,000
会議費 5,000 会議賄
旅費交通費 40,000 フォーラム参加等
通信運搬費 50,000 切手、はがき等
振込手数料 8,000 郵便局振込手数料
諸謝金 5,000 佐藤5,000円謝礼
租税公課 0
会費負担金 25,000 サポートセンター会費外
事務消耗品 40,000 紙、インク等
会員用消耗品 100,000 ピンバッチ作成
交際費 50,000 理事長交際費
会議室等使用料 48,000 釣り小屋使用料

２事業費 2,240,000
競技会開催事業 300,000 ﾄﾗｳﾄﾀﾞｰﾋﾞｰ懇親会、参加賞
釣り場環境整備事業 400,000 案内看板作成及び撤収等
川の環境保全事業 40,000 河川清掃等賄・水生昆虫調査用器具等
魚族資源保護事業 1,400,000 ニジマス放流、タグ設置
情報収集及び提供事業 100,000 ＨＰ容量増、ソフト・ハード購入

経常支出合計（Ｂ） 2,611,000
経常収支差額（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） △ 376,000

３その他資金収入（Ｄ） 0 0

４その他資金支出（Ｅ） 0 0

当期収支差額（Ｆ） （Ｃ）＋（Ｄ）－（Ｅ） △ 376,000
前期繰越収支差額（Ｇ） 417,799
次期繰越収支差額 （Ｆ）＋（Ｇ） 41,799

平成２３年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算書
平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

特定非営利活動法人 渚滑川とトラウトを守る会

科目 金額（単位：円）


