
令和３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３年４月１日～令和４年３月３１日

Ⅱ 事業の成果
   名 新規自然体験活動     育成    

 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             調査 行    

 他団体 支援        大学     等 行    

 初 試  府民 森 演奏会 行   

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】 １５０，０００円
【支 出】 ７０，００６円

(2) 自然体験活動における福祉事業
【内 容】 感染症対策で中止
【実施場所】 大阪府民の森内
【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】 １５５，３５０円
【支 出】 ３６２，３７４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】 １８８，６７３円
(6) 他団体への支援活動



【内 容】 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】 ７６０，０００円
【支 出】 １００，９８０円

Ⅳ 社員総会の開催状況

通常総会
（日 時） 令和３年４月４日 午前１３時３０分から午後１４時００分
（場 所） 会員の自宅等を結んだＷＥＢ会議
（社員総数） ７８名
（出席者数） １７名＋３９（委任状） ５６名
（内 容） 第１号議案 令和２年度事業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３年度事業計画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 主たる事務所の変更
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 議事録署名人について
議長より署名人を提案、満場一致をもって異議なく可決決定した

署名をした

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３年５月１１日 午後８時から９時
（場 所） ＷＥＢ 会議
（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、感染症対策について、園地閉演とイベントの自粛について、

他

第二回運営委員会
（日 時） 令和３年６月８日 午後８時から９時
（場 所） ＷＥＢ 会議
（出席者数） ９名
（内 容） みどり公社への報告内容について、感染症対策で園地閉演の延長と対策について、他

第三回運営委員会
（日 時） 令和３年７月６日
（場 所）
（出席者数） ０名
（内 容） 中止

第四回運営委員会
（日 時） 令和３年８月１０日 午後８時から９時
（場 所） ＷＥＢ 会議
（出席者数） ８名
（内 容） みどり公社との連絡会議の報告 キャンプ実証の報告について、他

他

第五回運営委員会
（日 時） 令和３年９月７日 午後８時から９時
（場 所） ＷＥＢ 会議
（出席者数） ５名
（内 容） みどり公社との連絡会議の報告 中部園地でのオカリナの演奏会報告、下期の催しのチラシ配布につ

いて、他

第六回運営委員会
（日 時） 令和３年１０月１２日 午後８時から９時
（場 所） ＷＥＢ 会議
（出席者数） ８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、パークレンジャーまつりについて、他



第七回運営委員会
（日 時） 令和３年１１月９日 午後８時から９時
（場 所） ＷＥＢ 会議
（出席者数） ８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、新規 ２９期の所属について、他

第八回運営委員会
（日 時） 令和３年１２月７日 午後８時から９時
（場 所） ＷＥＢ 会議
（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、新メンバー候補の養成講座の募集につ

いて、会費未入金者について、R4年度の事業について、他

第九回運営委員会
（日 時） 令和４年１月１８日 午後８時から９時
（場 所） ＷＥＢ 会議
（出席者数） ８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、他

第十回運営委員会
（日 時） 令和４年２月 ８日 午後８時から９時
（場 所） ＷＥＢ 会議
（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 次年度の取り組み

新指定管理団体との会議報告 他

第十一回運営委員会
（日 時） 令和４年３月 ８日 午後８時から９時
（場 所） ＷＥＢ 会議
（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、年度総会について 他

第十二回運営委員会
（日 時） 令和年３月２７日 午後１３時から１５時
（場 所） 大阪市中央区谷町２－２―２０ 市民活動スクエア 会議室
（出席者数） ６名
（内 容） みどり公社との連絡会儀の報告の内容について、令和４年度の総会について、他


