
沖縄県サンゴ礁保全推進協議会・第１２回総会議事録 

 

●日時：2019年 7月 6日（土）13:30～15:00 

●場所：八汐荘中会議室 

●出席：16名、委任状・議決行使権：43名 

●議長団：会長（中野義勝）、議長（吉田稔、新村一広）、事務局（沖縄県環境部自然保護課・津

波昭史）、運営委員（沖縄県環境科学センター・山川英治） 

●議事録署名人：友寄喜貴（沖縄県衛生環境研究所）、安部真理子（沖縄リーフチェック研究会） 

 

有効会員数（規約第 7 条の規定による議決権を有する会員）102 名中、16 名の出席者及び委任状

または議決行使権送付 43 名、合計 59 名により、成立要件である会員の過半数 51 名を満たしたの

で総会が成立し、事務局より提出された議案を協議した。 

 

【アンダーライン部分が総会での決定事項】 

【「・」は説明事項および提言事項】 

【「→」は説明事項や提言事項に対する意見】 

 

１．第１号議案 平成 30年度活動報告 

平成 30年度に行った以下の事業について事務局から説明があり、内容について承認された。 

 

（１）理事会及び総会の開催、交流会の実施 

（２）第１０回わたしのサンゴ礁イメージ展の実施 

（３）サウジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金助成事業 

（４）ジュニアサンゴレンジャー事業 

（５）丸の内キッズジャンボリー2018への参加 

（６）サンゴ礁ウィーク 2019 の実施 

（７）後援、共催、協賛 

（８）ホームページの維持管理 

（９）各委員会からの活動報告 
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２．第２号議案 平成 30年度収支決算報告 

平成 30 年度収支決算報告について、事務局から以下のように説明があり、内容について承認

された。また、事務局より監査役に代わり、規約 14条第 3 項に基づき平成 29 年度の会計監

査を実施し、関係帳簿及び預金通帳等を元に、適正に管理運営されていることを確認したこと

が報告された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期繰越金サウジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金の H30 年度決算額は、H29 年度予算で口座

移動の金額が反映されていなかったため、平成 29年度の口座の移動金額分（100万円）を修正。 

 

 

歳入
30年度予算 30年度決算 備考

200,000 165,447
(18,000) 寄付金内訳
(143,363) 寄付金内訳
(4,084) 寄付金内訳

2,000,000 2,221,363 H30丸の内キッズジャンボリー
0 0

70 113
(20) (35) 受取利息内訳
(30) (44) 受取利息内訳
(20) (34) 受取利息内訳

12,991,255 12,991,255
(2,587,883) (6,687,883) 前期繰越金内訳
(5,647,851) (3,147,851) 前期繰越金内訳（一般会計へ150万円）

(4,755,521) (3,155,521) 前期繰越金内訳（一般会計へ160万円）

$13.61 $13.61
15,191,325 15,378,178

$13.61 $13.61

洋服ポスト

アラムコ寄付
助成金
受取利息合計

一般会計

一般会計

項　　目
寄付金収入合計

沖環科

その他

サウジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金

合　　　計

アラムコ基金外貨口座
アラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金
サウジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金

アラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金
前期繰越金合計
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歳出
30年度予算 30年度決算 備考

3,710,000 1,949,224
(3,000,000) (1,222,000)

-(16,394)
(740,000)

(150,000)
(10,000) (3,618)
(500,000) - 事業費（一般会計）で支出
(50,000) - 事業費（一般会計）で支出

1,010,000 395,063
(500,000) (390,581)

(500,000)
(10,000) (4,482)

5,760,000 5,622,720
旅費 (50,000) (52,700) ４．旅費（審査会）
雑費 (918)
委託費 (420,000) (414,720) ８．委託費（沖環科）
謝金 (12,000)
雑費 (378)
委託費 (600,000) (591,840)
活動費 (480,146) 事業費（キッズジャンボリー）
旅費 (312,172) 当初はアラムコ助成基金予算
謝金 (90,000) 当初はアラムコ助成基金予算
通信費 (173,907)
雑費 (4,752)
委託費 (1,167,138)
賃借料 (14,040) 事業費（那覇空港写真展）
雑費 (216)
委託費 (84,300)
活動費 (1,134,994)
旅費 (43,540)
通信費 (34,005)
雑費 (7,614)
委託費 (970,040)
印刷製本 (33,300)

2,095,000 746,174
旅費 (50,000) (73,800) ４．旅費（委員会）
謝金 (50,000) (54,000) ５．謝金
雑費 (1,080)
委託費 (500,000)
賃借料 (10,720)
旅費 (250,000) (429,042) ４．旅費（旅費）
雑費 (3,942)
活動費 (23,140) ２．会議費（資料送付代等）
賃借料 (10,400)
旅費 (2,000)
雑費 (54)
旅費 (2,000)
通信費 (180,000) (42,216) ６．通信費

出版物作成 委託費 (500,000)
雑費 (10,000) (540) ７．雑費

振込手数料 (20,000)
消耗品費 (50,000)
活動費 (5,000) (5,000) 事業費（その他）
旅費 (200,000) (1,400) ４．旅費（その他）
雑費 (22,040)

印刷製本 (200,000) (64,800) 事業費（広報資料作成）
2,616,325 6,664,997
-(3,067,097) (2,705,834) 次期繰越金内訳
(1,937,881) (1,198,671) 次期繰越金内訳（残金は一般会計へ）
(3,745,541) (2,760,492) 次期繰越金内訳

$13.61 $13.61
19,157,176 15,378,178

$13.61 $13.61

管理費（一般会計）

(40,000)
(200,000)
(1,700,000)
(650,000)

事業費、（サンゴ礁ウィーク）、
（実行委員会旅費）、

（イメージ展）

(80,000)

活動費（振込手数料など）

(100,000)

ジュニアサンゴレンジャー支援

サウジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金

助成発表旅費

丸の内キッズジャンボリー謝金
丸の内キッズジャンボリー旅費

(2,000,000)

助成金（H30未払金）

助成金（H30）

JSR助成金（未払金）

合　　　計

那覇空港写真展
決算小計(98,556)

キッズジャンボリー
決算小計(2,228,115)

ジュニアサンゴレンジャー
決算小計(604,218)

アラムコ助成事業
決算小計(468,338)

項　目

次期繰越金

アラムコ基金外貨口座
アラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金

助成金戻り（H29）

一般会計

NPO法人化

その他（支出）

一般事務

選挙

総会

理事会

サンゴ礁ウィーク
決算小計(2,223,493)

アラムコ助成事業（基金）

ジュニアサンゴレンジャー事業（基金）

事業費（一般会計）
活動費（振込手数料など）

ジュニアサンゴレンジャー旅費
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「沖環科」：沖縄県環境科学センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳出
30年度予算 30年度決算 備考

3,710,000 1,949,224
(3,000,000) (1,222,000)

-(16,394)
(740,000)

(150,000)
(10,000) (3,618)
(500,000) - 事業費（一般会計）で支出
(50,000) - 事業費（一般会計）で支出

1,010,000 395,063
(500,000) (390,581)

(500,000)
(10,000) (4,482)

5,760,000 5,622,720
旅費 (50,000) (52,700) ４．旅費（審査会）
雑費 (918)
委託費 (420,000) (414,720) ８．委託費（沖環科）
謝金 (12,000)
雑費 (378)
委託費 (600,000) (591,840)
活動費 (480,146) 事業費（キッズジャンボリー）
旅費 (312,172) 当初はアラムコ助成基金予算
謝金 (90,000) 当初はアラムコ助成基金予算
通信費 (173,907)
雑費 (4,752)
委託費 (1,167,138)
賃借料 (14,040) 事業費（那覇空港写真展）
雑費 (216)
委託費 (84,300)
活動費 (1,134,994)
旅費 (43,540)
通信費 (34,005)
雑費 (7,614)
委託費 (970,040)
印刷製本 (33,300)

2,095,000 746,174
旅費 (50,000) (73,800) ４．旅費（委員会）
謝金 (50,000) (54,000) ５．謝金
雑費 (1,080)
委託費 (500,000)
賃借料 (10,720)
旅費 (250,000) (429,042) ４．旅費（旅費）
雑費 (3,942)
活動費 (23,140) ２．会議費（資料送付代等）
賃借料 (10,400)
旅費 (2,000)
雑費 (54)
旅費 (2,000)
通信費 (180,000) (42,216) ６．通信費

出版物作成 委託費 (500,000)
雑費 (10,000) (540) ７．雑費

振込手数料 (20,000)
消耗品費 (50,000)
活動費 (5,000) (5,000) 事業費（その他）
旅費 (200,000) (1,400) ４．旅費（その他）
雑費 (22,040)

印刷製本 (200,000) (64,800) 事業費（広報資料作成）
2,616,325 6,664,997
-(3,067,097) (2,705,834) 次期繰越金内訳
(1,937,881) (1,198,671) 次期繰越金内訳（残金は一般会計へ）
(3,745,541) (2,760,492) 次期繰越金内訳

$13.61 $13.61
19,157,176 15,378,178

$13.61 $13.61

管理費（一般会計）

(40,000)
(200,000)
(1,700,000)
(650,000)

事業費、（サンゴ礁ウィーク）、
（実行委員会旅費）、

（イメージ展）

(80,000)

活動費（振込手数料など）

(100,000)

ジュニアサンゴレンジャー支援

サウジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金

助成発表旅費

丸の内キッズジャンボリー謝金
丸の内キッズジャンボリー旅費

(2,000,000)

助成金（H30未払金）

助成金（H30）

JSR助成金（未払金）

合　　　計

那覇空港写真展
決算小計(98,556)

キッズジャンボリー
決算小計(2,228,115)

ジュニアサンゴレンジャー
決算小計(604,218)

アラムコ助成事業
決算小計(468,338)

項　目

次期繰越金

アラムコ基金外貨口座
アラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金

助成金戻り（H29）

一般会計

NPO法人化

その他（支出）

一般事務

選挙

総会

理事会

サンゴ礁ウィーク
決算小計(2,223,493)

アラムコ助成事業（基金）

ジュニアサンゴレンジャー事業（基金）

事業費（一般会計）
活動費（振込手数料など）

ジュニアサンゴレンジャー旅費
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平成３１年３月３１日現在

（資　産　の　部）
Ⅰ流動資産

１　現金及び預金

　　１現　　　金 70,852 70,852 円
　　２預　　　金

　　　　（１）普通預金　一般会計口座 2,634,982

　　　　（２）普通預金　アラムコ口座 2,558,671

　　　　（３）普通預金　JSR口座 2,760,492

　　　　（４）普通預金　アラムコ口座 13.61

7,954,145 円
13.61 ドル

資産の部合計 8,024,997 円
13.61 ドル

（負　債　の　部）
Ⅰ流動負債

　　1.アラムコ助成金未払 1,360,000

(300,000)

(320,000)

(250,000)

(490,000)

負債の部合計 1,360,000 円

（正味資産の部）
正味資産 6,664,997 円

13.61 ドル

宮古島サンゴ礁ガイドのなかまたち

ちゅら海を守り、活かす海人の会

泡瀬干潟を守る連絡会

海の生き物を守る会

財　　産　　目　　録
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助成金内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度未払金：300,000 円 

平成 29 年度未払金：320,000 円 

平成 30 年度未払金：740,000 円 

未払金合計：1,360,000 円 

 

 

平成28年度助成事業
助成額 概算払 支払日 精算払い 支払日 合計

わくわくサンゴ石垣島 600,000 0 445,923   2018/2/21 445,923   
海の生き物を守る会 600,000 300,000 2017/4/13 300,000   
泡瀬干潟を守る連絡会 600,000 300,000 2017/6/6 300,000 2018/1/15 600,000   

合計 1,800,000 600,000 - 745,923 - 1,345,923

平成29年度助成事業
助成額 概算払 支払日 精算払い 支払日 合計

エコツーリズム・環境教育ふくみみ 500,000 250,000 2017/10/2 250,000   2018/7/13 500,000   
しかたに自然案内 600,000 300,000 2017/11/3 283,606   2018/10/24 583,606   
泡瀬干潟を守る連絡会 620,000 300,000 2019/2/4 300,000   
コーラルバンク 585,000 295,000 2017/11/2 295,000 2017/12/26 590,000   
ちゅら海を守り、活かす海人の会 500,000 250,000 2017/12/18 250,000 2019/1/18 500,000   

合計 2,805,000 1,395,000 - 1,078,606 - 2,473,606

平成30年度助成事業
助成額 概算払 支払日 精算払い 支払日 合計

コーラルバンク 534,000 267,000   2018/10/24 267,000   2018/12/5 534,000   
ちゅら海を守り、活かす海人の会 500,000 250,000 2019/3/7 250,000   
宮古島サンゴ礁ガイドのなかまたち 490,000 -            
わくわくサンゴ石垣島 438,000 200,000 2018/10/3 238,000 2019/1/7 438,000   

合計 1,962,000 717,000 - 505,000 - 1,222,000
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３．第３号議案 2019年度事業計画(案) 

2019年度事業計画について事務局から以下の活動計画の説明があり、内容について承認された。  

 

（１）理事会及び総会の開催、交流会の実施 

（２）第 11 回わたしのサンゴ礁イメージ展の実施 

（３）サンゴ礁ウィーク 2020 及び丸の内キッズジャンボリー2019 の実施 

（４）サウジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金助成事業 

（５）ジュニアサンゴレンジャー事業 

（６）那覇空港写真展 

（７）ホームページの維持管理 

（８）後援、共催、協賛 

（９）出版事業 

（10）その他活動に必要な事項 

・広報資料等の作成 

 

 

 

7



４．第４号議案 2019年度収支予算(案) 

平成 30 年度収支予算について事務局から以下の活動計画の説明があり、内容について承認さ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入
前年度決算 今年度予算 備考

165,447 200,000
(18,000)
(143,363)
(4,084)

2,221,363 23,305,000
(21,000,000) アラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金

(2,221,363) (2,305,000) 丸の内キッズジャンボリー
0 0

113 70
(35) (20)
(44) (30)
(34) (20)

12,991,255 6,664,997
(6,687,883) (3,904,505)
(3,147,851) 0
(3,155,521) (2,760,492)

$13.61 $13.61
15,378,178 30,170,067

$13.61 $13.61

その他

項　　目
寄付金収入合計

沖環科
洋服ポスト

合　　　計

アラムコ寄付

助成金
受取利息合計

一般会計
サウジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金

アラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金
前期繰越金合計

一般会計
サウジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金

アラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金
アラムコ基金外貨口座
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歳出
前年度決算 今年度予算 備考

3,669,224 3,960,000 アラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金

(1,222,000) (3,000,000)
-(16,394) -
(740,000) -

0 (200,000)
0 (150,000)

(3,618) (10,000)
(100,000)

- (500,000) H30決算額は一般会計参照
395,063 2,260,000
(390,581) (500,000)

(500,000)
(4,482) (10,000)
- (50,000) H30決算額は一般会計参照
- (1,200,000) 同上

6,368,894 4,165,000
旅費 (52,700) - 予算は助成事業として計上
雑費 (918) - 同上
委託費 (414,720) - 同上
謝金 (12,000) - 予算はJSR事業として計上
雑費 (378) - 同上
委託費 (591,840) - 同上
活動費 (480,146) (500,000)
旅費 (312,172) (300,000)
謝金 (90,000) (100,000)
通信費 (173,907) (200,000)
雑費 (4,752) (5,000)
委託費 (1,167,138) (1,200,000)
賃借料 (14,040) (14,500)
雑費 (216) (500)
委託費 (84,300) (85,000)
活動費 (1,135,750) (1,200,000)
旅費 (43,540) (100,000)
通信費 (34,005) (50,000)
雑費 (6,858) (10,000)
委託費 (970,040) (350,000)
印刷製本 (33,300) (50,000)

746,174 1,095,000
旅費 (73,800) (100,000)
謝金 (54,000) (100,000)
雑費 (1,080) (10,000)
委託費 (100,000)
賃借料 (10,720) (10,000)
旅費 (429,042) (450,000)
雑費 (3,942) (5,000)
活動費 (23,140) (20,000)
賃借料 (10,400) (10,000)
旅費 (2,000)
雑費 (54)
活動費 (50,000)
賃借料 (10,000)
旅費 (50,000)
雑費 (10,000)
旅費 (2,000) (100,000)
通信費 (42,216) H30は選挙

出版物作成 委託費
雑費 (540)
賃借料 (15,000) サーバー、ドメイン
消耗品費
活動費 (5,000) (5,000)
旅費 (1,400)
雑費 (22,040) (50,000)

印刷製本 (64,800)
6,664,997 18,690,067
(1,705,834) (1,149,525)
(2,198,671) 0
(2,760,492) (17,540,542)

$13.61 $13.61
15,378,178 30,170,067

$13.61 $13.61

項　目
アラムコ助成事業（基金）

助成金

発表者旅費
活動費（振込手数料など）

助成金戻り
助成金（未払金）

発表会会場費・広報費等

管理費（一般会計）

委託費
ジュニアサンゴレンジャー事業（基金）

ジュニアサンゴレンジャー支援
ジュニアサンゴレンジャー旅費

活動費（振込手数料など）

事業費（一般会計）

アラムコ助成事業

ジュニアサンゴレンジャー

キッズジャンボリー
小計(2,305,000)

委託費
謝金

審査会旅費等

合　　　計

理事会
小計(465,000)

総会
小計(30,000)

委員会
小計(100,000)

一般事務

その他（支出）
小計(55,000)

次期繰越金
一般会計

サウジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金

アラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金
アラムコ基金外貨口座

交流会
小計(120,000)

那覇空港写真展
小計(100,000)

サンゴ礁ウィーク
小計(1,760,000)

NPO法人化
小計(310,000)
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アラムコ助成事業は助成事業基金が寄付された場合に実施する。 

 

 

 

 

歳出
前年度決算 今年度予算 備考

3,669,224 3,960,000 アラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金

(1,222,000) (3,000,000)
-(16,394) -
(740,000) -

0 (200,000)
0 (150,000)

(3,618) (10,000)
(100,000)

- (500,000) H30決算額は一般会計参照
395,063 2,260,000
(390,581) (500,000)

(500,000)
(4,482) (10,000)
- (50,000) H30決算額は一般会計参照
- (1,200,000) 同上

6,368,894 4,165,000
旅費 (52,700) - 予算は助成事業として計上
雑費 (918) - 同上
委託費 (414,720) - 同上
謝金 (12,000) - 予算はJSR事業として計上
雑費 (378) - 同上
委託費 (591,840) - 同上
活動費 (480,146) (500,000)
旅費 (312,172) (300,000)
謝金 (90,000) (100,000)
通信費 (173,907) (200,000)
雑費 (4,752) (5,000)
委託費 (1,167,138) (1,200,000)
賃借料 (14,040) (14,500)
雑費 (216) (500)
委託費 (84,300) (85,000)
活動費 (1,135,750) (1,200,000)
旅費 (43,540) (100,000)
通信費 (34,005) (50,000)
雑費 (6,858) (10,000)
委託費 (970,040) (350,000)
印刷製本 (33,300) (50,000)

746,174 1,095,000
旅費 (73,800) (100,000)
謝金 (54,000) (100,000)
雑費 (1,080) (10,000)
委託費 (100,000)
賃借料 (10,720) (10,000)
旅費 (429,042) (450,000)
雑費 (3,942) (5,000)
活動費 (23,140) (20,000)
賃借料 (10,400) (10,000)
旅費 (2,000)
雑費 (54)
活動費 (50,000)
賃借料 (10,000)
旅費 (50,000)
雑費 (10,000)
旅費 (2,000) (100,000)
通信費 (42,216) H30は選挙

出版物作成 委託費
雑費 (540)
賃借料 (15,000) サーバー、ドメイン
消耗品費
活動費 (5,000) (5,000)
旅費 (1,400)
雑費 (22,040) (50,000)

印刷製本 (64,800)
6,664,997 18,690,067
(1,705,834) (1,149,525)
(2,198,671) 0
(2,760,492) (17,540,542)

$13.61 $13.61
15,378,178 30,170,067

$13.61 $13.61

項　目
アラムコ助成事業（基金）

助成金

発表者旅費
活動費（振込手数料など）

助成金戻り
助成金（未払金）

発表会会場費・広報費等

管理費（一般会計）

委託費
ジュニアサンゴレンジャー事業（基金）

ジュニアサンゴレンジャー支援
ジュニアサンゴレンジャー旅費

活動費（振込手数料など）

事業費（一般会計）

アラムコ助成事業

ジュニアサンゴレンジャー

キッズジャンボリー
小計(2,305,000)

委託費
謝金

審査会旅費等

合　　　計

理事会
小計(465,000)

総会
小計(30,000)

委員会
小計(100,000)

一般事務

その他（支出）
小計(55,000)

次期繰越金
一般会計

サウジアラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金

アラムコ沖縄サンゴ礁保全活動支援基金
アラムコ基金外貨口座

交流会
小計(120,000)

那覇空港写真展
小計(100,000)

サンゴ礁ウィーク
小計(1,760,000)

NPO法人化
小計(310,000)
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５．第５号議案 その他 

事務局より法人化について報告。 

前回の総会で法人準備委員会の設置が承認され、法人化に向けた準備を進めている。委員

会での議論により本協議会は NPO 法人とすることが適当であることが確認され、NPO 法人化

へ向けて準備をすすめることが理事会で承認されている。現在 NPO 法人設立のため、設立趣

意書や定款などの案を作成している。今後、NPO 法人名や設立発起人が必要となる。設立発

起人希望者は事務局へ連絡してほしい。今年度末の法人設立を目指して準備を進めている。 

 

質問と回答 

・前回の総会では法人化することの是非に関して意見があったと思うが、今回法人化する

事となった理由を説明してほしい。 

→NPO法人化することでのメリットやデメリットがあるが、現状の予算規模を考えると、

法人化はやむを得ない。 

・法人化した際に、事務局は沖縄県自然保護課ではなくなるのか？ 

→異なる組織となるので、事務局の体制も変わると思う。具体的に決まったら会員に報

告する。現在の事務局は規約にあるとおり、沖縄県自然保護課が担っている。沖縄

県でも事務局を担えるかどうか検討している。ただし、法人化した際に沖縄県が行

政機関として関われない部分も出てくる可能性もある。 

・法人化した際に会員は会費が必要となるのか？ 

→事務局運営にもお金が必要となるため、会費を徴収する前提で定款等の準備を進めて

いる。 

・協議会は解散して NPO法人が立ち上がるとのことだが、立ち上がった法人の会員を募集

するという流れになるのか？ 

→NPO法人を先に立ち上げて、会員を募集することになる。協議会が解散する時に、保

有している財産等を立ち上がった法人に移動するという流れになる。 

→会員になれない組織や会費の支払いが難しい場合など、対応可能な会員区分を設ける

予定である。 

・新たに立ち上げる NPO法人に関して、協議会の会員からの意見を募集するのか？募集す

るとしたら、いつ頃になるか？ 

→法人化するための締め切り等があるので、決定事項を会員に報告する場合が出てくる

かもしれない。定款の作成や事業計画などに積極的に関わりたい場合は、設立発起

人となってほしい。 

 

 

以上 
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