（法第28条第1項関係様式例）

平成29年度
平成29年

4月

事業報告書

1日から平成30年

3月31日まで

特定非営利活動法人環白山保護利用管理協会
1

事業の成果

1．自然環境の保護と利用も
・自然環境に関するHPな

￣る普及啓発

よるリアルタイム情報の提供

①環白山通信の発行をしました。
第25号（4／1）、第匹号（7／1）、第27号（10／1）、第28号（l／1）

②ホームページ、ブログ（151件）、フェイスブックの更新を随時行いました。

③メルマガ会員へ月2回の26回情報を発信しました。
・地域活性化PR事業の実施

世界文化遺産菅沼集落で茅場（かやば）整備（6／18：南砺市菅沼）に参加。
「山の日」シンポゾウムi n郡上（8／11：郡上市総合文化センター文化村1用こ出展・参加。

「白山フォーラム2017」〜禅定道登山隊を迎えて〜（8／15：白山室堂）に共催・参加。

「環境フェア」（8／19−20：石川県産業展示館4号館）に出展。

「雪だるままつり白峰」（2／2：白山市白峰）に出店
会員などのイベント情報をHPやブログ、FBでの告知。
・講演会の実施：第1期通常総会にて講演会を実施しました。

「白山国立公園における外来植物対策活動とその成果」
アルスコンサルタンツ（株）

稲葉

弘之氏

・安全対策と事故防止：HPやブログ、FBでの告知。
平成29年度白山二県合同山岳遭難防止対策連絡会議（5／16，11／24）に出席。
白山二県合同山岳遭難防止対策連絡会 合同キャンペーン（6／30，8／19）に参加。

第7回白山火山防災協議会に出席（2／28）。
・外来植物除去作業及び研修会の開催：環境省の受託内容以外の事業。

活動支援金：白山商工会「白山きりまんじゃろプロジェクト」様より
161，920円。

寄付：オオバコの会様より50，000円。

日本損害保険代理業協会「グリーン基金」様より50，000円。
外来植物除去活動イベントの実施
◎ボランティア研修会1回目（5／21：白山市鶴来 鶴来総合文化会館クレイン）
◎白山チブリ尾根登山道外来植物対策活動（6／17：白山市白峰 猿壁登山口）に協力。
◎インストラクター養成研修会（6／24：白山市白峰 白山国立公園センター）
◎市ノ瀬園地駐車場外来植物除去作業（6／25：白山市白峰 市ノ瀬）
◎ボランティア研修会2回目（7／8：白山市白峰 白山国立公園センター）

◎美濃禅定道（7／23日石徹白大杉、神鳩ノ宮避難小屋）石徹白清掃登山と合同
◎赤兎山外来植物除草作業（8／8：勝山市 赤兎山）荒天の為中止。
◎外来植物除去登録ボランティア一斉除去1回目
（8／27：砂防新道・！甚之助避難小屋一高竜ヶ馬場）
◎室堂外来植物除去作業（9／2−3：白山市白峰 白山室堂）
◎南竜ヶ馬場外来植物除去作業（9／9−10：白山市白峰 南竜ヶ馬場）
◎外来植物除去登録ボランティア一斉除去2回目（9／24：別当出合、砂防新道一部）
◎外来植物除去登録ボランティア一斉除去3回目
（10／14：別当出合」砂防新道・観光新道一部）

◎講師派遣：4回、作業道具貸し出し：1回。
・避難小屋等施設維持管理改善：特にありませんでした。
・湿原保全対策：特にありませんでした。
・その他

JICA ベトナム国ランビエン生物圏保護区管理能力強化に係る研修受け入れ
（5／19：白山市松任i松任文化会館）

2．自然保護と利用に関する諸団体との連携
・各地区地域連絡会の開催（4地区各年1回以上）：
岐阜県石徹白地区地域連絡会（5／25：郡上市白鳥 白鳥ふれあい創造舘）
岐阜県石徹白地区地域連絡会（11／8：郡上市白鳥 白鳥ふれあい創造館）
石川県中宮一里野地区地域連絡会（12／4：白山市一里野 岩間山荘）
・当協会会員や白山ユネスコエコパークなどの他団体との連携による事業：

平成29年度石川県白山自動車利用適正化連絡協議会総会
（4／19：白山市吉野谷 石川県白山自然保護センター）

第6回白山ユネスコエコパーク協議会（5／8：白山市松任 白山市民交流センター）
平成29年度 白山山開き（平瀬）（6／6：白川村平瀬）

平成29年度 白山安全祈願祭（6／30：白山市白峰 別当出合）
平成29年度 白山夏山開き（7／l：白山市白峰 白山室堂）
白山ユネスコエコパークWG、幹事会に参加（環白山地域内 8回）。
白山生態系維持回復事業検討委員会（3／6：金沢市 女性センター）
専門委員会（1／18：金沢市 金沢勤労者プラザ）
白山国立公園コマクサ対策事業検討会（l／30：金沢市 金沢勤労者プラザ）
3．自然環境の保全管理及び公園施設等の管理運営受託事業：下記を受託。
・白山生態系維持回復事業に係る外来植物除去業務（環境省）

◎オオキンケイギク除去活動（6／18：南砺市桂湖）
・白山生態系維持回復事業に係る外来植物侵入防止対策業務（環境省）
・登山者カウンター設置・撤去及び維持管理委託業務（環境省）
・登山道等施設維持管理委託業務（環境省）

・北部登山道等施設維持管理委託業務（石川県）
・美化事業（環境省、石川県、白山市、一財）白山観光協会）
4．自然、文化の保全及びエコツーリズムを活用した地域振興のための調査・支援：
HPやブログ、FBでの告知。
・ノーム自然環境教育事務所（福井県大野市）
・評0白jII郷自然共生フォーラム（トヨタ白川郷自然撃校：岐阜県白川村）

・石川県自然解説員研究会（石川県内）
・評0ネイチャープロジェクト白山（石川県金沢市）

・白山いぬわし自然楽校（石川県白山市）
・輝け白山（ウエルカム白山、石川県白山市鶴来）
・白山しらみね自然学 〔（石川県白山市白峰）
・手取湖げんき国力ヌ 一カヤック倶楽部（石川県白山市白峰）イベントを後援
・石川県（自然保護セ ／タ一、石川県白山ろく民俗資料館）
・岩間旅館（石川県白 」市一里野）
ノルディックウオ −キング白山一里野温泉2017：イベントを後援

・白山高山植物研究会

（白山高山植物園：石川県白山市白峰）

5．その他この法人の目的 ：達成するために必要な事業
・環白山地域の物産品 〔びグッズ販売事業：

オリジナルグッズ販売：9箇所

日本手拭い2の新規作成と販売
加賀染（35cm＊90cm）あずき色と青色：三方岩岳から見た白山のシルエット

新規販売箇所：深田久弥「山の文化館」H29／6より
休止販売箇所：石川県白山市河内町内尾千丈温泉「清流」H29／9より
石川県白山市白峰西山「望岳苑」H30／4より
管理部門
・監査（5／ll：白山市鶴来 事務所）
・理事会 第1回（5／20：白山市白峰 白山国立公園センター）
第2回（10／28：道の駅白川郷 道の駅総合文化交流施設内会議室）
第3回（3／25：大野市南六呂師 ノーム自然環境教育事務所）
・総会（5／20：白山市白峰 白山国立公園センター）
【会員】平成30年3月31日現在
36団体、1個人
重会員
17団体
賛助団体会員

賛助個人会員
特別会員
顧問

22名

4県、6市1村

8団体

メールマガジン会員

i：307名

フェイスブック（いいね）：392名

人会（正会員）：山崎旅館（賛助会員から）、大橋 敏行（賛助個人会員から）
（賛助団体会員）：白山野々市建設業協会（外来植物協賛団体から）
退会（正会員）：白山杉峠を守る会、（有）新栄商事、石川県巨樹の会
（賛助団体会員）：えちぜん鉄道（株）
・事務局体制：池内事務局長、島事務局長補佐

2 事業の実施に関する事項

定款の事業名

事…業 内 容

l自然環境の保護と

実施 日時

実施 場所

従事者 の人数

自然環境に関する肝などによる

利用に関する普及 啓発

随時

支出額 （千円）

事務所

1名

255

リアルタイム情報の提供

地域活性化PR事業 ・世界文化遺産菅沼集落で茅場

29／

南砺市

25名

316

（かやば）整備
6／18
菅沼
・「山の日」シンポゾウムin郡上 ・「白山フォーラム2017」 ・「環境フェア」 ・「雪だるままつり白峰」 29／ 8／11 29／ 8／15 29／8／ 19−20 30／ 2／2 郡上市 郡上八幡 白山市 白峰 金沢市 白山市 白峰

各地区講演会の実施

29／ 5／20

白山市 白峰

3名

安全対策と事故防止 ・白山二県合同山岳遭難防止対 策連絡会議 ・白山二県合同山岳遭難防止対 策連絡会合同キャンペーン ・第7回白山火山防災協議会 29／ 5／16， 11／24 29／ 6／30， 8／19 30／ 2／28 自川村 金沢市 白山市 白川村 金沢市 7名 40

0

ー i 外来植物除去作業及び研修会の 間中 ・ボランティア研修会1回日 ・白山けり尾根登山道外来植物 29／ 5／21 29／ 白山市 鶴来 白山市 60名 369

対策活動 i

6／17

白峰

・イシストラクター養成研修 i・市ノ瀬園地駐車場外来植物除 29／ 6／24 −29／ 白山市 白峰 白山市

去作業

6／25

白峰

・ボランティア研修会2回目 ・美韓禅定道 ・外来植物除去登録ボランティ 29／ 7／8 29／ 7／23 29／ 白山市 白峰 郡上市 石徹白 白山市

ア＋斉除去1回目
8／27
目盛
・室堂外来植物除去作業 ・南竜ヶ馬場外来植物除去作業 29／ 9／2−3 29／ 白山市 白峰 白山市

（：白山市白峰 南竜ヶ馬場） 9／9−10 白峰
・外来植物除去登録ボランティ 29／ 白山市
ア一斉除去2回目

9／24

・外来植物除去登録ボランティ

29／

白峰

白山市

ア一斉除去3回目 ・講師派遣：4回 10／14 29／ 7／15 8／2 8／19 9／13 白峰 白山市 白峰

2 自然保護と利用 各地区地域連絡会の開催 29／ 5／25 29／ 11／8 29／ 12／4 随時 郡上市 白鳥 郡上市 白鳥 白山市 一里野 環白山 、地域内 10名 106

に関する諸団体 との提携 ・石徹白地区地域連絡会 ・石徹白地区地域連絡会 ・中宮一里野地区地域連絡会 当協会会員や白山ユネスコエ コパークなどの他団体との連 携による事業

3

自然環境の保全

外来植物除去作業 i

29／ 5月 ー11月

管理及び公園施 ・可 山生態系維持回復事業に係
設等の管理運営
る外来植物除去業務
受託事業 ・中 る… 務： 山生態系維持回復事業に係 外来植物侵入防止対策業

車白山

0名

i l，521

￣地域内

登山 ・事 務「 ・坤 託 道の整備 山道等施設維持管理委託業 部登山道等施設維持管理委 業務 29／ 5月 ー11月 奉白山 地域内 0名 5，023

施設 ・登 及 ・美イ 運用管理 者カウンター設置・撤去 ミ維持管理委託業務 ヒ事業 29／ 5月 ー11月 環白山 埠域内 0名 1，234

4

自然、文化の保全

＿自然

文化の保全及びエコツー

随時

0名

0

事務所

l名

0

及びエコツーリ リズムを活用した地域振興の
ズムを活用した 地域振興のため の調査・支援 ため 調査・支援

5その他この法人 の目的を達成する

環白山

ために必要な事業

オリジナルグッズ

9箇所

関連物産品

環白山 地域内

0名

269

0名

0

