
広報ワーキングの活動
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活動報告
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①広報WG

第40回協議会(平成27年8月3日)以降、WGの会議の開催はありません。

②イベント実行委員会

・イベント前の現地確認および準備作業を10月16日、21日、23日に実施しました。

・秋イベントは10月24日に現地で開催しました。

・イベントの終了後には11月16日に反省会を開催しました。

・なお、11月23日の川島町農業商工祭への出展を行いました。（10月24日が中止になった場合の予備企画として位置づけました）

③HP勉強会

・川村座長が体調不良のため、 低限の更新を事務局が対応しています。

第6回 平成27年11月16日 9:30～11:30

イベント実行委員会 上尾市文化センター

平成27年10月24日 9:00～12:00

イベント

太郎右衛門現地

平成27年11月23日 9:00～15:00

川島町（農業商工祭）



１．秋イベントの実施状況
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秋イベントの実施状況

１）自治体広報誌への掲載
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●各自治体の広報誌への掲載は予定通りに行われました。

●その他、荒川上流河川事務所および関係者が広報を行いました。

桶川市：広報おけがわ

川島町：広報かわじま

上尾市：広報あげお

荒上：記者発表

●ほか、上尾市担当者にて、以下の機会にチラシ配付

10/7頃：学童保護者会

10/10：AGEOまちフェス

10/12：あげおワールドフェア



秋イベントの実施状況

●当日は好天に恵まれ、おおむね予定通り進行しました。

●参加者は計153人でした。

●4班に分かれて標本づくり・シノテッポウ遊び・バッタ採り・パン焼きを順に行いました。

●用意したいちじく、キュウリは好評でした。

２）実施状況

5標本づくり状況 シノテッポウ遊び状況 バッタ採り状況
移動路の途中に
カヤネズミの巣



秋イベントの実施状況

３）会計関係

●助成金関係は助成額以内に収まりました。（申請額に対し購入額はマイナス2,134円）

●助成以外では、収支マイナス5,682円でした。保険代の単価が予定と変わったことが赤字要因です。
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＜助成申請対象＞

内容 品目 数量 単価：円 金額計：円 備考

会場関係 ・テント 1 105,084 105,084

・机 6 3,980 23,880

・ポイズンリムーバー 1 1,069 1,069

・チラシ（A4） 30000 － 200,000 デザイン料込み

・ポスター（A3） 100 －

・チラシ・ポスターデザイン 一式 －

③標本作り ・透明シート 17セット 490 8,330 6枚/1セット

④バッタ採り ・虫かご 一式（5個） 3,672 3,672 申請額は5,806

スタンプ ・スタンプ 4 － 150,000 デザイン料込み

・スタンプ台紙 150 －

・スタンプデザイン 一式 －

合計 492,035 申請額は494,169 （虫かごの差額2,134円分）

※サイサン環境保全基金の助成利用はH24からH27まで4回目（初回は簡易助成、2回目以降は普通助成）で
あり、財団からは「自立」を求められています。このため、今後についてはこの助成の活用は難しくなると
想定されます。（利用できるとしても簡易助成のみとなることが想定されます。）
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項目 内容 対象 単価（円） 金額（円） 備考

参加費 参加費 参加者 153人 150/人 22,950

合計 22,950

①支出

②収入

項目 内容 数量 単価（円） 金額（円） 備考

保険 保険の申込 250 50/人 12,500
参加者・スタッフ分
予定では25円/人としていた（計6,250）

バッタ採り 虫取り網 20本 約100/本 2,359 参加人数が増えたため

パン焼き 材料（冷凍品） 250 約50/人 11,773 参加者・スタッフ分

4/11イベン
トの保険

保険 － － 2,000
中止のため支出のみ発生。
川島委員長立て替え。

合計 28,632

＜助成申請対象外＞

※上記以外に地元野菜の販売を行いました。

秋イベントの実施状況

３）会計関係

⇒ 収支 約－5,682円

※以上を踏まえた対応(案)については、
本資料巻末にて説明します。



①テント

②机

秋イベントの実施状況

４）助成金による購入物

③ポイズンリムーバー

④チラシ・ポスター

8



9

⑤透明シート

⑥虫かご

秋イベントの実施状況

４）助成金による購入物

⑦スタンプ・台紙



２．川島町農業商工祭への出展状況
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＜11/23の川島町イベント出展状況＞
・11/23に平成の森公園周辺で開催される「第37回川島町農業商工祭」に出展しました。
・開催場所は「平成の森公園」は、今年5/5に開催された「ちびっこフェスティバル」と同じ会場でした。
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【出展内容】
・生き物展示（荒木委員提供）
・パンフレット類の配付、パネル展示 等

※参考
野外会場の様子

出展位置

設営状況

出展状況 出展状況
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３．秋イベントまでの収支について



イベント実行委員会の活動資金の状況と対応方針について

【活動資金の状況】

●平成２７年度の秋イベントまでのイベント実行委員会の活動資金の状況を整理しました。

●イベントの収入は、春イベントの見学会が雨天中止のため予定していた2,000円の参加費の収入が０になりました。秋イベントはサ

イサン助成金から492,035円（予定）と参加費の収入の22,950円で514,985円となっています。

秋イベント参加人数の増加により、計画よりも3,816円の収入増となっています。

●支出については、助成対象物品購入による支出が492,035円、助成対象外の物品購入の支出が26,632円、合計520,667円の支出

となっています。

●収支は収入の514,985円から支出の520,667円を差し引いて、5,682円の不足になっています。

不足の主な要因は、保険代の単価が計画２５円に対して、実績が５０円と高かったことによります。

●なお、春のイベントのうち、自治体イベントへのブース参加については、既存の物品やパンフレット等で対応しているため、収入、

支出ともに０円です。

【不足への対応と今後の方針について】

●イベント実行委員会で資金不足への対応について議論した結果、協議会に報告して対応を協議したほうが良いということになりまし

た。イベント実行委員会で議論した３案を示しますので、ご検討をお願いします。

案１）イベント実行委員会の有志で負担する。

昨年度も500円の不足が生じていますが、有志による寄付でまかなっています。

これについては、第38回協議会で報告されています。

案２）川島実行委員長が負担する

川島実行委員長から、全額を負担したいとの申し出がありましたが、実行委員会のメンバーは反対でした。

案３）繰り越す

不足分を次年度に繰り越す。今回の反省点と一緒に繰り越したほうが良いとの意見が多く出されました。

繰り越す場合、当面の間は個人で負担することになります。今後は、資金管理や物品管理の規約も含めた体制づくり、協議会として

の銀行口座の開設や資金の管理責任の明確化などが必要になってくると考えられます。
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イベント実行委員会の活動資金の状況
平成２７年度　荒川太郎右衛門地区自然再生　イベント実行委員会　活動資金報告（秋イベントまで）

＜収入＞

分類 項目 内容 計画 実績 実績－計画 備考

助成 サイサン助成金 494,169 492,035 -2,134

計画は、申請物品購入費の実績

申請額は494,169で実績より2,134円高い

が、助成は実績での収入となる

参加費 保険代、パン代等 15,000 22,950 7,950
一人150円×100人で計画したが、153人

の参加で増加

509,169 514,985 5,816

参加費 保険代 2,000 0 -2,000
雨天中止で、参加費の収入は無しだが、

保険代はイベント実行委員長支払い済み

2,000 0 -2,000

511,169 514,985 3,816 秋イベントの参加人数増による収入増

＜支出＞

分類 項目 内容 計画 実績 実績－計画 備考

テント テント１張り 105,084 105,084 0 助成対象

机 おりたたみ机6個 23,880 23,880 0 助成対象

ポインズンリムーバー ポインズンリムーバー1個 1,069 1,069 0 助成対象

チラシ、ポスターデザイ

ン・印刷
チラシ３万枚、ポスター100枚 200,000 200,000 0 助成対象

透明シート 標本つくり6枚×17セット 8,330 8,330 0 助成対象

虫かご 虫かご５個 5,806 3,672 -2,134 助成対象

スタンプ関係
スタンプ４個、スタンプ台紙

150枚、デザイン
150,000 150,000 0 助成対象

494,169 492,035 -2,134 虫かごは計画より安く購入

保険代 保険会社への支払い 2,500 12,500 10,000
計画は一人25円で100人、実績は一人50

円で250人分

虫取り網 追加購入２０本 0 2,359 2,359
参加人数増加にともない20本追加購入、

単価118円

パン焼き 材料 7,500 11,773 4,273
計画は単価約50円で150人分、実績は250

人分

10,000 26,632 16,632

504,169 518,667 14,498

保険代 保険代 2,000 2,000 0 雨天中止で、保険代は支払いのみ

2,000 2,000 0

506,169 520,667 14,498 主に秋イベントの保険単価の増

＜収支＞

計画 実績 実績－計画 備考

511,169 514,985 3,816

506,169 520,667 14,498

5,000 -5,682 -10,682

秋イベント

春イベント

合計

合計

合計

助成対象の合計

合計

合計

秋イベント

助成対象外の合計

合計

項目

収入

支出

収入－支出

春イベント

14


