
令和２年度事業報告書

NPO法人日本パークレンジャー協会
Ⅰ 事業期間

令和２年４月1日～令和３年３月３１日

Ⅱ 事業の成果
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の取り組みで、上期の事業計画を中止した。下期は当初の計画の規模
を見直し実施を行った。
・募集人数の１／２に変更 ・募集人数に見合ったスタッフ人数 ・（府）の感染防止ガイドライン

  名 新規自然体験活動     育成    

 下期 自然体験活動                 自然        実施 自然 大切  伝     

    

 里山環境 保全事業    府民 森    森林整備 人工林 整備 竹林 整備等 活動 実施   

 府民 森    園地     池付近 第二    場付近     調査      園地及    園地

    夜 生 物 調査 行    

 感染症対策 他団体 支援    交野    村 大阪   自然     特別養護        等 

中止    

Ⅲ 事業の実施状況
１ 特定非営利活動に係る事業
(1) 自然体験活動リーダー等養成事業
【内 容】 自然体験活動のリーダーを目指す方々の研修
【実施場所】 大阪府民の森他
【実施日時】 通年
【事業の対象者】 養成基礎講座受講生
【収 入】 ８０，０００円
【支 出】 ２８，２００円

(2) 自然体験活動における福祉事業
【内 容】 心身障がい者向けハイキングや自然散策

府民の森なるかわ園地の閉鎖で府下の都市公園で実施
【実施場所】 大阪府 都市公園内
【実施日時】 通年
【事業の対象者】 助成金事業参加者
【収 入】 ０円
【支 出】 ０円

(3) 環境保全調査事業及び自然災害時の援助活動事業
【内 容】 府民の森を中心とした環境調査及び自然災害時の援助
【実施場所】 大阪府民の森内
【実施日時】 通年
【事業の対象者】 正会員
【収 入】 ０円
【支 出】 ０円

(4) 自然体験活動としてのイベント事業
【内 容】 府民の森を訪れる方々を対象に、自然のおもしろさや不思議さを自然体験

活動を通して感じてもらい、自然の大切さをもう一度考えてもらう
【実施場所】 大阪府民の森内
【実施日時】 通年
【事業の対象者】 イベント参加者（一般）
【収 入】 １６７，５６０円
【支 出】 ３５５，８２３円



(5) 里山環境及び文化を保全及び継承する事業
【内 容】 生物多様性の源にもなっている里山を守り、次世代につなぐ
【実施場所】 大阪府民の森内
【実施日時】 通年
【事業の対象者】 正会員
【収 入】 ０円
【支 出】 ３０２，６９１円
(6) 他団体への支援活動
【内 容】 学校や子供会等が自然体験活動及び環境保全活動等を行う際の支援をする
【実施場所】 大阪府民の森他
【実施日時】 通年
【事業の対象者】 他団体
【収 入】 ７１０，０００円
【支 出】 ６，５００円

Ⅳ 社員総会の開催状況

通常総
（日 時） 令和２年４月７日 午後７時００分から午後７時４０分
（場 所） 参加した理事、チームリーダーの自宅等を結んだWEB会議（コロナ情勢による感染防止のため。）

（社員総数） ８５名
（出席者数） １１名、委任状数 ５６名
（内 容） 第１号議案 令和１年度活動計算書報告と収支決算報告について

審議の結果，満場一致をもって異議なく可決決定した。
第２号議案 令和２年度活動予算書及び事業予算案について
審議の結果，満場一致をもって異議なく可決決定した。

第３号議案 令和２年度役員改選について
審議の結果，満場一致をもって異議なく可決決定した。

第４号議案 活動補助ポイント改定について
審議の結果，満場一致をもって異議なく可決決定した。

第５号議案 議事録署名人について
議事録署名人 満場異議なく議事録に署名

Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況

第一回運営委員会
（日 時） 令和２年４月７日 午後８時から８時３０分
（場 所） 参加した理事、チームリーダーの自宅等を結んだWEB会議（コロナ情勢による感染防止のため。）
（出席者数） １１名
（内 容） 総会後に実施

みどり公社との連絡会議に報告について、感染症予防対策について、感染予防と事務所活用の見直し
について、園地活動の進め方について、その他

第二回運営委員会
（日 時） 令和２年５月１６日 午後８時から９時
（場 所） 参加した理事、チームリーダーの自宅等を結んだWEB会議（コロナ情勢による感染防止のため。）
（出席者数） １３名
（内 容） みどり公社との連絡会議に報告について、各園地の近況について、各園地活動の報告について、

感染症対策について 他

第三回運営委員会
（日 時） 令和２年６月９日 午後８時から９時
（場 所） 参加した理事、チームリーダーの自宅等を結んだWEB会議（コロナ情勢による感染防止のため。）
（出席者数） １２名
（内 容） みどり公社との連絡会議に報告について、２８期生の養成講座について、里山保全森林整備について、

感染症予防対策用市販器材の購入と保管について、

第四回運営委員会
（日 時） 令和２年７月１２日 午後１時から午後３時
（場 所） 交野市私市９－４－８ 星の里いわふね 会議室
（出席者数） ９名
（内 容） みどり公社との連絡会議に報告について、感染症対策とイベントの進め方について、下期のイベント

計画について、スキルＵＰについて、事務作業について、他



第五回運営委員会
（日 時） 令和２年８月１１日 午後８時から９時
（場 所） 参加した理事、チームリーダーの自宅等を結んだWEB会議（コロナ情勢による感染防止のため。）
（出席者数） ９名
（内 容） みどり公社との連絡会議でのイベントの報告の内容について、下期の事業計画の確認と見直して、

スキルアップ用の機材購とパークレンジャーまつりの進め方について、他

第六回運営委員会
（日 時） 令和２年９月１日 午後７時から８時３０分
（場 所） 参加した理事、チームリーダーの自宅等を結んだWEB会議（コロナ情勢による感染防止のため。）
（出席者数） ９名
（内 容） みどり公社との連絡会議でのイベントの報告の内容について、催しのスタッフ体制について、９月以

後のイベントについて、他

第七回運営委員会
（日 時） 令和２年１０月６日 午後８時から９時
（場 所） 参加した理事、チームリーダーの自宅等を結んだWEB会議（コロナ情勢による感染防止のため。）
（出席者数） ７名
（内 容） みどり公社との連絡会議でのイベントの報告の内容について、２８期生の育成計画の見直しについて、

第一回パークレンジャーまつりについて、自主取り組みのについて

第八回運営委員会
（日 時） 令和２年１１月４日 午後８時から９時
（場 所） 参加した理事、チームリーダーの自宅等を結んだWEB会議（コロナ情勢による感染防止のため。）
（出席者数） １０名
（内 容） みどり公社との連絡会議でのイベントの報告の内容について、２０２１年度の事業計画について、２

９期生の募集について、他

第九回運営委員会
（日 時） 令和２年１２月１日 午後８時から９時
（場 所） 参加した理事、チームリーダーの自宅等を結んだWEB会議（コロナ情勢による感染防止のため。）
（出席者数） ９名
（内 容） みどり公社との連絡会議でのイベントの報告の内容について、２０２１年事業計画（案）について

、 くろんど園地森づくり体験について、スキルアップの進め方について、他

第十回臨時運営委員会
（日 時） 令和２年１２月１６日 午後８時から９時
（場 所） 参加した理事、チームリーダーの自宅等を結んだWEB会議（コロナ情勢による感染防止のため。）
（出席者数） １２名
（内 容） 第二回外出自粛要請とイベントの進め方について、他

第十一回運営委員会
（日 時） 令和３年１月１９日 午後８時から９時２０分
（場 所） 参加した理事、チームリーダーの自宅等を結んだWEB会議（コロナ情勢による感染防止のため。）
（出席者数） １２名
（内 容） みどり公社との連絡会議でのイベントの報告の内容について、Ｒ３年度1月２月と３月のイベントに

ついて、２０年度の事業報告と２１年度の事業計画について、意向調査について、他

第十二回運営委員会
（日 時） 令和３年２月９日 午後８時から９時
（場 所） 参加した理事、チームリーダーの自宅等を結んだWEB会議（コロナ情勢による感染防止のため。）
（出席者数） ９名
（内 容） みどり公社との連絡会儀でのイベントの報告の内容について、感染対策でイベント自粛、他

第十三回運営委員会
（日 時） 令和３年３月２日 午後８時から９時
（場 所） 参加した理事、チームリーダーの自宅等を結んだWEB会議（コロナ情勢による感染防止のため。）
（出席者数） ８名
（内 容） みどり公社との連絡会儀でのイベントの報告の内容について、令和３年度のイベントについて、他



第十四回 臨時運営委員会
（日 時） 令和３年３月２３日 午後８時から９時
（場 所） 参加した理事、チームリーダーの自宅等を結んだWEB会議（コロナ情勢による感染防止のため。）
（出席者数） １１名
（内 容） 総会の進め方について、活動収支の報告。

以上


