
 
 

第８期通常総会議案書 
 
 
 
 
 
 

日 時： 平成２３年６月２６日（日） 14:45～ 
場 所： くぬぎの森 

 
 

議題 

 

第一号議案 平成２２年度事業報告並びに決算報告承認の件 

第二号議案 平成２３年度事業計画及び収支予算案決定の件 

第三号議案 役員変更の件 

第四号議案 借入金最高限度額決定の件 

第五号議案 その他 

 
 

特定非営利活動法人 九州バイオマスフォーラム 
 

添付資料 
資料 1 活動日誌 
資料２ 「草原を守ろう！プロジェクト」ニュース 
資料３ 新聞報道 
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第一号議案 平成２２年度事業報告並びに決算報告承認の件 
１． 事業報告 
（１） 平成 22 年度の全体方針と概況報告 

平成 22 年度は、下記の項目を重点課題としました。その概況についてご報告します。 
 草本系バイオマスの利用推進と草資源流通センターの具体化 
草原の草資源の有効活用による草原保全と地域経済の活性化の両立を目指して、草資源流通セン

ター構想の具体化とその仕組みづくりを進めました。阿蘇市内への草の試験販売や天草の畜産農家

への販売を行いましたが、売上としてはまだ小さく、品質面でも課題がありました。一方、草資源

の一つの利用方法である野草紙を使った卒業証書づくりの取り組みは広く認知されており、地域へ

定着されつつあります。 
 

 自主事業の確立 
補助金や助成金などの公的資金だけに依存しない収益構造を確立するために、野草や薪の販売事

業を強化しています。昨年度比の売上は伸びていますが、自立運営に必要な売上目標を達成するま

でには至りませんでした。 
 
 会報・ホームページ等の情報提供サービスの充実 
ホームページやメール・会報等での会員向けの情報提供の強化を予定していました。事業の一つ

である九州薪・木質ペレット活用協議会のホームページの充実や事例集の作成などの情報発信は達

成できましたが、KBF のホームページの充実や会報の発行はできませんでした。 
 

 人材育成と事務局機能の強化 
職員の能力向上を図るため、積極的に研修会等へ参加しました。また、事務局作業の効率化を図

るために、日常業務の洗い出しや業務フロー図の作成を行いました。また、NPO 向けに無償ライセ

ンス提供されているクラウドコンピューティングサービスの活用をおこなうために、会員データの

整理を行いました。このシステムの導入により、個人情報のセキュリティー強化や、会員情報の管

理の利便性が高まります。平成 23 年 7 月から、この本格的に運用開始をする予定です。 
 
（２） 事務局体制の概況報告 

平成 22 年度は、新卒の職員を１名採用して、平成 21 年度の事業内容を継続する形でスタートしま

した。木質ペレット等地域流通整備事業などの補助事業が年度途中に採択されたこともあり、臨時職

員を雇用することで、業務の拡大について対応しました。平成 23 年６月現在は、パート・アルバイ

トを含めて、５名の事務局体制で業務を行っています。 
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（３） 平成 22 年度の事業概要 
① 特定非営利活動に係る事業（H22 年 4 月 1 日～H23 年 3 月 31 日） 

定款の 
事業名 事 業 内 容 実施 

日時 
実施 
場所 

従事
者の
人数 

受益対象 
者の範囲 
及び人数 

支出額
（千円）

広報・啓発
事業 

（1）会報の定期発行 200 通×1 回 － － － － － 

（2）ホームページによる情報発信 随時 － 1 不特定 
多数 － 

（3）視察・見学会の受け入れ 随時 阿蘇市 1 200 人 － 

（4）まちむら実線キャンパス 2 回 阿蘇市 2 1 人 42 

（４） エコキャラバンの開催 
    テレビ番組の制作 1 回 九州内 1 不特定 

多数 9,090 

バイオマ
ス利用地
域モデル
推進事業 

(1)草本系バイオマス利活用システム 通年 阿蘇市 3 不特定 
多数 8,856 

(2)九州薪・木質ペレット活用協議会 通年 九州内 2 不特定 
多数 1,502 

(3)薪・木質ペレットの流通整備事業 8～ 
3 月 九州内 6 不特定 

多数 14,508

(4)野草資源小委員会事務局運営 年 4 回 阿蘇市 1 17 5 

(5)バイオマスプラスチック推進事業 通年 阿蘇市 2 不特定 
多数 4,458 

(6)草原調査（北大委託事業等） 通年 阿蘇市 2 不特定 
多数 380 

出前講座
および専
門家派遣
事業 

（1）各種イベント・セミナー等への
講師の派遣 通年 全国 1 不特定 

多数 293 

(2)出前講座 
草原の草から紙を作るプロジェクト

通年 阿蘇郡 2 600 人 1,574 

 
② その他の事業（H22 年 4 月 1 日～H23 年 3 月 31 日） 

定款の 
事業名 事 業 内 容 実施 

日時 
実施 
場所 

従事
者の
人数 

受益対象 
者の範囲 
及び人数 

支出額
（千円）

その他の 
事業 

（1）書籍の販売 随時 セミナー会
場等 2 不特定 

多数 

7,184 
（2）草・灰の販売 6～ 

3 月 
阿蘇市 
天草市 1 30 

（3）野草紙製品の販売 随時 全国 1 25 

（4）薪の生産・販売 12～
3 月 

阿蘇郡およ
び熊本市 2 不特定 

多数 
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２． 事業の詳細報告 
（１） 平成 22 年度事務局活動日誌 

資料１をご覧ください。 
 
（２） 広報啓発事業 

① 草原の草から紙を作るプロジェクト（バイオマスと草原環境学習） 
＜平成 22 年度成果概要＞ 

 小学校だけでなく、新たに保育園と中学校で紙すき体験を中心とした環境学習を実施しま

した。 
 平成 22 年度に実施した学校や生徒数は、下記の表をご参照ください。 
 保育園で実施した環境教育は、熊本県からの委託事業「循環型社会啓発推進事業（エコジ

ュニア事業）」として実施しました。 
 熊本県や阿蘇郡市の教育事務所・教育委員会を訪問し、これまでの草原環境学習の実施内

容の報告と協力をお願いしました。 
 熊本県のまちむらキャンパス事業や阿蘇市の職場体験学習を受け入れ、インターン生や職

場体験の中学生が環境学習や、薪割り体験を行いました。 
 平成 22 年度の活動資金として、「セブンイレブン記念財団」、「九州ろうきん」の助成金申

請を行い、採択を受けました。 
＜課題＞ 

 今後学校が増えた場合、指導者となるボランティアスタッフが必要。 
 ボランティアを育成するための研修制度やマニュアルの作成。 

 
＜資金調達状況と今後の課題＞ 

 H23 年 1 月～H23 年 12 月まで、トヨタ財団の助成金（200 万円）が決定。 
 サントリーなどの大手や九州内の中小企業など、CSR の一環として継続的な支援を受け

られるスポンサー企業を探してはどうか？ 
 

表 平成 21～22 年度環境教育実施実績一覧 

実 施 内 容 平成 21 年度  平成 22 年度 
草原体験学習卒業証書づくり（主に 6 年生を対象） ４校 50 名 6 校 116 名 
出前講座や体験学習等（6 年生以外の学年） 2 校 20 名 4 校 69 名 
放課後子ども教室 4 校 156 名 5 校 138 名 
修学旅行・研修旅行(中学生) 2 校 76 名 3 校 90 名 
地域のイベント等 11 件 437 名 3 件 100 名 
循環型社会啓発推進（エコジュニア）事業      1 件 114 名 

計  739 名  627 名 
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② エコキャラバンの開催 
平成 19 年度から、テレビ熊本（TKU）と共同で BDF を主題としたバイオマスの普及啓発の番組

を制作してきましたが、今年度も山田周生氏をナビゲーターとして 50 分の番組を制作し、九州の

全県で放送しました。 

今年度は、薪や木質ペレットなどの木質バイオマスを主題として番組を構成しました。NEDO に

よる補助金額が削減されたため、旅費や取材経費を節約しながらも事業を実施することができま

した。放送した番組 DVD を会員や関係者に配布しました。 

＜放送日時＞ 
 テレビ熊本    １２／２８（火）１７：００～１７：５５ 
 テレビ西日本    １／５ （水）２５：４５～２６：４０ 
 サガテレビ    １２／２９（水）１４：０５～１５：００ 
 テレビ長崎    １２／２７（月）１５：５０～１６：４５ 
 テレビ大分    １２／２８（火）１４：０５～１５：００ 
 テレビ宮崎     １／４ （火）１５：５８～１６：５３ 
 鹿児島テレビ放送 １２／２９（水）１７：０５～１８：００ 

 
＜番組内容（テレビ欄より）＞ 

今年で４回目となる新エネルギー啓発番組。今回も昨年と同様、世界で活躍するフォトジャ

ーナリストの山田周生氏が、自前のバイオマスカー"ランドクルーザー"で九州各地を取材しま

す。九州の環境・リサイクルの最前線で活躍している元気な人々を紹介したり、学校での講演

の模様、またバイオマス啓発活動を行っている自治体などを訪問して紹介いたします。九州管

内でのさまざまな環境・リサイクル活動を見て体験した映像を通して、視聴者にも共感をもた

せ、より環境保全活動に興味を持たせる番組を制作・放送いたします。 
表 推定視聴者数 

視聴率 視聴世帯数

福岡県 0.10% 2,091
佐賀県 5.40% 15,922
長崎県 5.20% 29,344
熊本県 4.90% 33,765
大分県 2.90% 14,117
宮崎県 7.20% 33,390
鹿児島県 7.60% 55,923

合計 184,551  

 

③ 九州薪・木質ペレット活用協議会によるセミナー・展示会 

１）セミナー・展示会開催概要 

薪・木質ペレットの広報活動の一環として、セミナー・展示会を表１の通り実施しました。

セミナーについては事例発表を含めて 7 回実施しました。ストーブや焚き火など、実際に体験

できる展示会は 5 回実施しました。 
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表１ 広報啓発事業 実施一覧 

開催時期 場所 内容 参加者数

8月 28-29 日 

（2日間） 

福岡県福岡市 

南阿蘇村 

薪・ペレットストーブセミナー 

ストーブの実演展示 

20 

15 

10 月 3 日 熊本市 
もくもくふれあい祭り、 

薪割り体験、ストーブ・パネル展示 
100 

10 月 9-10 日 
あそびの国 in 

阿蘇いこいの村 

薪割り体験・パネル展示 

焚き火 
100 

10 月 13-15 日 

（3日間） 

福岡県北九州市 

(エコテクノ 2010) 

「バイオマスニッポン in 九州」の中でパネル展示 

屋外でストーブの実演展示、薪割り体験 

薪・ペレットストーブをテーマにしたセミナー開催 

150 

600 

45 

10 月 30-31 日 
熊本県南阿蘇村 

（秋祭り） 

薪・ペレットストーブ展示、パネル展示 

薪割り体験 
100 

11 月 27-28 日 
グランメッセ熊本 

くまもとｴｺﾗｲﾌﾌｪｱ 

薪・ペレットストーブセミナー 

ストーブの展示・薪割り体験 

20 

200 

11 月 29 日 大分県竹田市 薪・ペレットストーブセミナー 30 

12 月 24-25 日 
熊本県阿蘇市 

（阿蘇ﾊﾞﾙｰﾝﾌｪｽﾀ） 

焚き火・薪割り体験 
200 

2 月 5 日 佐賀県 
薪・ペレットストーブ事例発表 

アンケート・パンフレット配布 
100 

2 月 11-12 日 
阿蘇市 

青少年交流の家 

九州環境ボランティア会議、事例発表 

アンケート配布 
60 

  合計 1740 

 
２）事例集の制作（くまもと ECO プロジェクト補助金使用） 

 薪・ペレットストーブ導入事例の紹介として、平成２２年度くまもと Eco プロジェクト推進事業

の助成を受け「火のある暮らし－熊本編－」を 1000 部制作した。この冊子の印刷費用のうち、不足

分については法人会員から広告を出稿していただくことで、協賛金を頂きました。制作した冊子は

協議会会員に配布するほか、今後のセミナー参加者や環境団体などの薪・木質ペレットに関心の高

い層に配布を予定しています。 

   

火のある暮らし－熊本編－ 
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３） セミナー実施状況  

＜第 1回セミナー＞  

開催日：平成 22 年 8月 28 日  

場所：福岡(福岡ビル 9 階 5 ホール)  

主催：九州薪・木質ペレット活用協議会・NPO 法人九州バイオマスフォーラム 

共催：NPO 法人 再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本(REPW) 

参加者：約 20 名 

講師「講演タイトル」 

◆環境省九州地方環境事務所 浅原堅祐氏 「薪・ペレットストーブの補助金について」 

◆㈱HIBANA 代表取締役 松田直子氏 「ペレットストーブと火のある暮らし」 

◆くぬぎの森 代表 松村孝明氏 「薪ストーブのメリット・デメリット」 

  

＜第 2回セミナー＞ 

開催日：平成 22 年 8月 29 日 

場所：南阿蘇村久木野庁舎 2 階会議室 

主催：九州薪・木質ペレット活用協議会・NPO 法人九州バイオマスフォーラム 

共催：NPO 法人 再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本(REOW) 

参加者：約 15 名 

講師･･･「講演タイトル」 

◆環境省九州地方環境事務所 浅原堅祐氏･･･「薪・ペレットストーブの補助金について」 

◆㈱HIBANA 代表取締役 松田直子氏･･･「ペレットストーブと火のある暮らし」 

◆くぬぎの森 代表 松村孝明氏･･･「薪ストーブのメリット・デメリット」 

7 
 



＜第 3回セミナー＞ 

開催日：平成 22 年 10 月 15 日 13:00～16:30 

場所：西日本総合展示場 ＡＩＭ３階Ｅ展示場（エコテクノ） 

主催：NPO 法人九州バイオマスフォーラム・九州薪・木質ペレット活用協議会 

参加者：約 45 名 

講師「講演タイトル」 

◆くぬぎの森 代表 松村孝明氏･･･｢中身はハイテク!薪ストーブの最新事情」 

◆豊臣工業㈱ 代表 大蔵通孝氏･･･｢手軽に炎を楽しもう木質ペレットストーブの実力」 

◆九州バイオマスフォーラム 中坊真･･･｢意外！薪・木質ペレットストーブの CO2 削減効果」 

◆㈱さいかい産業 代表 山後春信氏･･･｢エネルギーの地産地消による、スマートビレッジの

実現に向けて」 

  
 

＜第 4回セミナー＞  

開催日：平成 22 年 11 月 27 日 13:30～15:30 

場所：グランメッセ熊本 展示場特設ブース（エコライフフェア） 

主催：NPO 法人九州バイオマスフォーラム・九州薪・木質ペレット活用協議会 

共催：熊本県木材協会連合会 

参加者：約 20 名 

講師「講演タイトル」 

◆薪ストーブユーザー 渡邊淳永氏･･･事例紹介「私の薪ストーブライフ」 

◆くぬぎの森 代表 松村孝明氏･･･「後悔しない薪ストーブ・煙突メンテナンスのポイント」 
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＜第 5回セミナー＞  

開催日：平成 22 年 11 月 28 日 13:30～15:30 

場所：グランメッセ熊本 展示場特設ブース（エコライフフェア） 

主催：NPO 法人九州バイオマスフォーラム・九州薪・木質ペレット活用協議会 

共催：熊本県木材協会連合会 

参加者：約 20 名 

講師「講演タイトル」 

◆㈱Hibana 代表取締役 松田直子氏･･･「ペレットストーブと火のある暮らし」  

◆ペレットクラブ 事務局長 小島健一郎氏･･･「ペレットとストーブの注意点」  

  

 
＜第 6回セミナー＞ 

開催日：平成 22 年 11 月 29 日 13:30～16:30 

場所：竹田市 いきいき交流センター 

主催：NPO 法人九州バイオマスフォーラム・九州薪・木質ペレット活用協議会 

共催：竹田市・熊本県木材協会連合会 

参加者：約 30 名 

講師「講演タイトル」 

◆九州バイオマスフォーラム 中坊真･･･「木を使ってエネルギーの地産地消」 

◆ポコアポコサリモス 代表 後藤清幸氏･･･「里山再生と薪ストーブ」 

◆くぬぎの森 代表 松村孝明氏･･･「薪ストーブのメリット・デメリット」 

◆㈱Hibana 代表取締役 松田直子氏･･･「ペレットストーブと火のある暮らし」 
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４）イベントの実施状況 

平成 22 年 10 月 3 日 もくもくふれ合い秋祭り in 肥後木材㈱（熊本市） 

   
     ストーブとパネル展示            薪割り体験コーナー 

 

平成 22 年 10 月 13～15 日 エコテクノ in 北九州西日本総合展示場 

   

      薪割り体験の様子           多くの女性が薪割りを体験した 

   

   薪・ペレットストーブ展示の様子         パネル展示の様子 
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平成 22 年 10 月 30～31 日 南阿蘇あきまつり in 南阿蘇村あそ望の里くぎの 

   

         薪割り体験              子供用の薪割り機 

 

（３） 地域モデル推進事業 
① 阿蘇市 草本系バイオマスエネルギー事業 

KBF は、これまで NEDO の実験事業の中でガス化発電の燃料となる草の収集運搬を担当して

いましたが、H21 年度に実験事業が終了したため、平成 22 年度はエネルギー利用からマテリアル

利用の方向へ転換を図りました。また、自立採算に向けて収入源を確保するため、阿蘇市内外で草

や灰の試験販売を行いました。H23 年度以降は、KBF が草資源流通センターの中心を担い、阿蘇

市は後方支援に回る形で、阿蘇市と協議を進めています。 
 

② 九州薪・木質ペレット活用協議会 
林野庁の木質ペレット等地域流通整備事業の採択をうけ、薪・木質ペレットの広報活動（広報

啓発事業参照）や、流通実験、自動薪割り機を使ったコスト削減実験を実施しました。また、協議

会として、環境省の国内クレジット制度である J-Ver にプロジェクトの申請を行いました。プロジ

ェクトの妥当性確認の審査が通れば、販売した薪について CO2 のクレジット化が可能になります。

今後は、薪生産に要したエネルギー消費量と薪の販売量のモニタリングを行い、モニタリング報告

書を作成・提出する必要があります。薪の CO2 クレジット化は、長野県に次いで、国内 2 例目と

なります。 
 

③ 野草資源小委員会事務局運営 
草原再生協議会の第８・９回の野草資源小委員会を開催し、昨年度の事業計画の評価と新たな事

業計画の承認を行いました。また、これまで草本系バイオマス事業の収集運搬の現場作業を担当し

ていたバイオマスオペレーター組合が、草原再生協議会の会員となりました。 
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④ バイオマスプラスチック普及事業 
緑と水の技術革命プロジェクトに申請し、採択を受けたため、事業可能性調査を実施しました。

阿蘇のお米を使用したプラスチック樹脂を制作し、その樹脂でレジ袋や食品の袋を制作しました。

事業計画については、当初は阿蘇市内に工場を計画していましたが、現在は水俣のチッソ開発にて

工場を新設する計画が進行しています。平成 23 年度の農水省の補助事業に採択されれば、具体的

に進む予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿蘇市内で広報用に作成した米プラのポスター 
 

⑤ 草原調査（北海道大学・阿蘇市委託事業） 
H20・21 年度に引き続き、北海道大学が行う草原の炭素固定量把握調査の現地調査を行いまし

た。平成 22 年 12 月に調査は完了しました。現在は、北海道大学・イリノイ大学が調査結果をも

とに論文をまとめています。 
 

（４） 出前講座および専門家派遣事業 
① 講師派遣事業 

平成 22 年度は、下記のセミナー・委員会等で講演・発表を行いました。 
· 富山県五箇山で阿蘇の草資源について講演（中坊） 
· 青森県で薪販売事業について事例発表（中坊） 
· 佐賀県バイオマスセミナーで薪販売事業について講演（中坊） 
· 高知県土佐の森救援隊の薪事業の検討委員として出席（中坊） 
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（５） その他の事業（収益事業） 
（１） 書籍販売 

バイオマスに関連する書籍をセミナー・シンポジウム会場で販売しました。売上は約 7 万円でし

た。 
 

（２） 草・灰の販売 
オペレーター組合が採草した草を販売しました。売上は、約 130 万円でした。天草方面に、飼

料用に販売を行ったため、当初の想定よりも伸びましたが、採草時期が 11 月以降のため、固い枯

れ草が多く、一部の商品が返品となりました。飼料用として販売する場合には、9 月～11 月上旬ま

でに採草する必要があり、品質に課題が残りました。 
 

（３） 野草紙製品の販売 
環境教育を支援する物品販売事業として位置づけ、名刺・ハガキ・賞状などの野草紙製品の販売

を行いました。売上は、約 32 万円でした。 
 

（４） 薪の生産・販売、木質ペレットの販売 
昨年度に引き続き、薪の生産・販売を行いました。また、九州杉バイオ事業協同組合のペレット

も販売しました。薪とペレットの売上額は、約 211 万円でした。このうち、薪の売上は、134 万円

でした（下図グラフ参照）。売上は、10 月がピークであり、徐々に減少しました。また、売上の大

部分が広葉樹の薪でした。林地残材や間伐材から生産される針葉樹の薪について、今後どのように

売り上げを伸ばしていくのか、課題となりました。 
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３．平成 22 年度収支計算書 
①収支計算書（特定非営利活動およびその他の事業） 

科目（非営利） 予算 決算 差額 収入 内訳 予算 科目（営利） 予算 決算 差額
経常収入の部 広報啓発事業 セミナー等参加費 21,586 Ⅰ収入の部
１　会費収入 2,864,000 2,072,000 792,000 委託事業等 178,700 １．売上高
　KBF会費収入 1,064,000 958,000 106,000 計 200,286 　書籍等販売売上 180,000 73,890 -106,110

1,335,280
-648,438 -875,238
8,170,453 -881,250

1,294,500

-22,950

　九州薪活用協議会会費収入 1,800,000 1,114,000 686,000 地域モデル 阿蘇市　バイオマスエネルギー事業 8,857,936 　草資源販売売上 0 1,335,280
２　寄付金収入 80,000 728,438 　　推進事業 バイオマスプラスチック推進事業 4,245,475 　野草紙販売売上 1,200,000 324,762
３　事業収入 24,414,500 16,244,047 草原調査（北海道大学ススキ実験委託業務など） 1,543,400 　薪販売売上 3,000,000 2,118,750
　広報啓発事業 330,000 200,286 129,714 バイオマスタウン構想策定業務 924,000 　受託事業 3,000,000 4,294,500
　地域モデル推進事業 23,634,500 15,570,811 8,063,689 計 15,570,811 収入合計 7,380,000 8,147,182 767,182
　出前講座および専門家派遣 450,000 472,950 出前講座 各種イベントセミナー等への講師派遣（旅費・謝金収入 472,950 Ⅱ支出の部
４　その他の事業会計からの繰入 310,000 962,426 　専門家派遣 計 472,950 １．売上原価
５　補助金等収入 12,490,000 22,849,866 補助金等収入 セブンイレブン緑の基金 807,786 　書籍仕入高 60,000 32,485
６　受取利息収入 2,000 1,269 ろうきん　NPO助成金 200,000 　草資源仕入高 0 0
７　前期修正益 0 32806 NEDO　非営利活動促進事業（エコキャラバン） 3,000,000 　野草紙材料仕入高 40,000 0
８　雑収入 8,000 33673 木質ペレット等地域流通整備事業 14,419,077 　薪原木仕入高 600,000 456,061
経常収入合計 (A) 40,168,500 42,924,525 まちむら実践キャンパス事業 35,765 　当期野草紙製造原価 － 7,500
Ⅱ経常支出の部 くまもとECOプロジェクト 881,238 　書籍期首棚卸高 － 161,802
１．事業費 35,150,000 41,900,851 トヨタ財団 2,000,000 　書籍期末棚卸高 60,000 126,363 66,363
　広報啓発事業費 850,000 9,140,971 緑と水の技術革命（米プラ） 1,506,000 事業費合計 640000 531,485
　地域モデル事業費 32,450,000 30,891,744 計 22,849,866 ２．販売・管理費
　出前講座および専門家派遣 1,850,000 1,868,136 　給料手当 4,800,000 3,366,708
２　管理費 4,786,000 1,100,162 2, 支出 内訳 予算 　法定福利費 300,000 33,951
　役員報酬 0 0 0 広報啓発事業 エコキャラバン・バイオマスのテレビ番組制作放送 9,098,928 　福利厚生費 90,000 70,641
　給料手当 1,440,000 75,137 1,364,863 まちむら実線キャンパス事業 42,043 　通信運搬費 60,000 156,230
　法定福利費 200,000        25,463         174,537 計 9,140,971 　光熱水費 70,000 131,180 61,180
　福利厚生費 60,000 27,106 32,894 地域モデル 草本系バイオマス利活用システム 8,856,227 　旅費交通費 120,000 221,722 101,722
　通信運搬費 120,000 97,177 22,823 　推進事業 九州薪・木質ペレット活用協議会 1,502,191 　広告宣伝費 100,000 182,908 82,908
　光熱水費 120,000 49,484 70,516 くまもとECOプロジェクト 984,700 　渉外費 50,000 96,766 46,766
　旅費交通費 60,000 29,874 30,126 木質ペレット等地域流通整備事業 14,508,581 　会議費 4,000 12,591 8,591
  広告宣伝費             -                -                0 野草資源小委員会事務局運営 5,016 　消耗品費 100,000 634,686 534,686
　渉外費 24,000 7,476 16,524 バイオマスプラスチック推進事業 4,458,138 　什器備品費 0 0 0
　会議費 24,000 20,705 3,295 草原調査（北海道大学ススキ実験委託業務など） 380,457 　図書資料費 12,000 9,055
　消耗品費 60,000 68,366 バイオマスタウン構想策定業務 196,434 　印刷製本費 15,000 25,596
　什器備品費 0 0 計 30,891,744 　修繕費 20,000 24,938 4,938
　図書資料費 10,000 885 9,115 出前講座 各種イベントセミナー等への講師派遣（旅費等） 293,242 　賃借料 360,000 870,925 510,925
　印刷製本費 12,000 8,344 3,656 　専門家派遣 草原の草から紙を作るプロジェクト 1,574,894 　業務委託費 50,000 116,835 66,835
　修繕費 5,000           10,876         計 1,868,136   車両費 20,000 62,844 42,844
　賃借料 864,000 307,391 5   車両燃料費 60,000 207,982 147,982
　業務委託費 200,000 57,626 142,374 　保険料 24,000 7,861
　車両費 100,000        23,778         76,222   租税  公課 40,000 156,104
　車両燃料費 120,000        -                120,000   諸  会  費 8,000 34,552 26,552
　保険料 60,000 5,101 54,899   慶  弔  費 10,000 1,400
　租税公課 500,000 117,078 382,922   支払手数料 12,000 23,295
　諸会費 40,000         20,664         19,336   減価償却費 0 61,754 61,754
　慶弔費 30,000         1,050           28,950   支払  利息 50,000 106,319 56,319
　支払手数料 12,000         9,036           2,964 　雑費 5,000 36,428 31,428
　減価償却費 220,000 46,315 173,685 　予備費 50,000 0
　支払利息 300,000 79,739 220,261 支出合計 6,430,000 7,184,756
　雑　　損 0 0 0 収支差額 310,000 962,426 652,426
　雑　　費 5,000 11,491 非営利勘定へ 310,000 962,426
予備費 200,000 0
経常支出合計 (B) 39,936,000 43,001,013
当期収支差額 (A)-(B) 232,500
前期からの繰越 (C) 2,046,162 2,
次期繰越額 2,278,662 1,969,674

平成22年度特定非営利活動に係る会計収支計算書 平成22年度その他の事業に係る会計収支計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

-652,426
-10,359,866 -27,515

731 0
-32,806 -40,000
-25,673 -143,939

-2,756,025

-15,699,105
-11,015,607 -108,515
-4,586,693 0

-96,805 -1,433,292
569,666 -266,049

-19,359
96,230

-2,945
-8,366 10,596

0

-5,876
56,609

-16,139
116,104

-8,600
11,295

-50,000
754,756

-6,491
200,000

-3,065,013
-76,488 308,988
046,162
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② 貸借対照表（特定非営利活動およびその他の事業） 

NPO法人九州バイオマスフォーラム
(単位：円、税込)

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額
 【流動資産】   【流動負債】  
 （現金・預金）      未  払  金 5,828,645
    現      金 23,664     短期借入金 15,200,000
    普通  預金 2,905,427     預  り  金 144,787
      現金・預金 計 2,929,091     未払法人税等 70,939
 （売上債権）      未払消費税等 121,600
    売  掛  金 22,918         流動負債  計 21,365,971
    未  収  金 18,380,770 負 債 の 部 合 計      21,365,971
      売上債権 計 18,403,688 正 味 財 産 の 部
 （棚卸資産）   【正味財産】  
    棚卸  資産 534,340     正味  財産 1,969,674
      棚卸資産  計 534,340     (うち当期正味財産増加額)        △76,488
 （その他流動資産）          正味財産  計 1,969,674
    立  替  金 19,538 正 味 財 産 の 部 合 計 1,969,674
    仮  払  金 289,446
      その他流動資産  計 308,984
        流動資産合計 22,176,103
 【固定資産】  
 （有形固定資産）  
    建      物 843,541
    車両運搬具 1
      有形固定資産  計 843,542
 （投資その他の資産）  
    敷      金 316,000
      投資その他の資産  計 316,000
        固定資産合計 1,159,542
　　　資 産 の 部 合 計 23,335,645 　　負債・正味財産の部合計 23,335,645

特定非営利活動およびその他の事業に係る事業会計貸借対照表

資　産　の　部 負　債　の　部

平成23年3月31日現在
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４．監査報告 
下記の監査報告書をご覧ください。 
内容については宮本監事よりご報告いただきます。 
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第二号議案 平成 23 年度事業計画及び収支予算案決定の件 
１． 全体方針 

 自主事業の強化と顧客満足度の向上 
セールスフォースを活用した会員や顧客満足度の向上に努め、草や薪の販売をはじめとした自主事

業（収益事業）の強化により、補助金や助成金以外の収入源を確保する。 
 

 国際的な活動展開の可能性検討・試験的な実施 
JICA などの事業メニューを活用し、これまで蓄積してきたバイオマス利用に関するノウハウや技術

を、発展途上国の NGO・NPO の技術支援に活用する方法について検討する。 
 

 新しい公共を担う NPO として、行政や企業とパートナーシップを構築し、バイオマスの普及拡大を

通じて循環型・持続可能な社会の構築に貢献していきます。 
 
２． 広報啓発事業 

（１） ホームページのリニューアル 
2 年前にホームページをリニューアルしましたが、薪の生産販売を開始したことなど、事業内

容も大きく変わってきたため、ホームページを再リニューアルする予定です。その際に、ツイ

ッターやフェイスブックなどのSNSと連携することで、アクセス数の増加を目指していきます。 
 
（２） 菜の花プロジェクトの推進、エコキャラバンの開催、人材育成・国際交流 

NEDO によるバイオマスの広報啓発に関する補助事業が終了したため、新たな財源を見つける必

要があります。今年度は、対象を九州内・国内から、発展途上国などの海外へ目を向け、JICA や

外務省の支援メニューを活用しながら、廃食油の活用や身近なバイオマスの活用についての技

術・ノウハウを伝える活動を進めていきます。 

 

（３） セミナー・シンポジウムの開催 
再生可能エネルギーをテーマにしたシンポジウムを開催します。 

 

＜開催（案）＞ 

日程候補：2011 年 10 月 8～10 日（土・日・祝）のいずれか 

会場：東海大学 阿蘇校舎 

テーマ：今こそ再生可能エネルギー 

講師候補： 飯田哲也氏、田中優氏、椛田理事長、中坊事務局長 

司会・コーディネーター候補：大津理事 
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３． バイオマス利用地域モデル推進事業 
（１） 草資源流通センターの具体化 

・需要と供給のマッチングを行い、野草が流通する仕組みづくりを行います。 
・ホームページやパンフレットの作成を行うことで、利用者にとって必要な情報を提供すること

で、需要の拡大を目指します。 
・阿蘇市やバイオマスオペレーター組合と連携をとりながら、草資源流通センターの実現を図り

ます。 
 

（２） 薪生産販売事業の単年度黒字化 
・薪ボイラーの需要拡大 
・J-Ver を利用した排出権取引に向けた取組の推進 
・九州薪・木質ペレット活用協議会として広報啓発活動の推進と連携の構築 
 

（３） 米プラスチックの事業化支援 
・ネットワークや連携体の構築支援（阿蘇市・水俣市・熊本県、企業－農家） 
・米プラスチックの広報活動の支援 
 

（４） IT を活用した運営の効率化と新しい公共による NPO 基盤強化 
・ホームページの充実 
・クラウドを活用した顧客管理とサービスの提供 
・スカイプを活用した情報交換 
・これまでの NPO の運営ノウハウや IT サービスを活かした NPO の中間支援 

 
４． 出前講座および専門家派遣事業 
（１） 講師派遣事業 

自治体や他団体からの要請に応じて、セミナーやシンポジウムに講師を派遣します。昨年度と同

程度の実績を見込んでいます。 
 
（２） 出前講座（環境教育）の発展 

これまで、草原のススキから野草紙をつくるプロジェクトをより発展させ、紙すきだけでなく、

BDF カート・薪割りなどの体験型の環境教育を組み合わせる形で、出前講座を実施します。これ

まで実績を積み上げてきた野草紙による環境教育を発展させ、子供から大人までバイオマスを楽

しみながら体験・学ぶことができる内容を目指して、事業を進めていく予定です。 
・野草紙名刺の収益を基盤にした活動 
・企業の CSR として連携を模索 
・指導者ボランティアの育成 
・野草だけでなく、BDF や薪などを活用した体験メニューの開発 
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５． その他の事業 
（１） 書籍販売 

バイオマスに関連する書籍をセミナー・シンポジウム会場で販売することで、KBF の運営資金

に充てる予定です。 
 

（２） 草・灰の販売 
これまで、NEDO の実験事業として整備された草の収集運搬システムを用いて、事業の自立化

のために、草原の草を収集し、飼料用や敷料・堆肥用としての販売を行います。これまで、阿蘇市

の委託事業として行ってきましたが、将来的に阿蘇市の草資源流通センターの役割を担うことを目

指して、販売の強化、顧客サービスの向上、品質向上を進めていきます。 
 

（３） 野草紙製品の販売 
環境教育を支援する物品販売事業として位置づけ、名刺・ハガキ・賞状などの野草紙製品の製造

販売を行います。 
 

（４） 薪の生産・販売 
KBF の収益事業の柱として、薪生産の効率化・コストダウンと品質（特に乾燥）の安定化の両

立を図りながら、薪の生産・販売を行います。 
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① 特定非営利活動に係る事業（H23 年 4 月 1 日～H24 年 3 月 31 日） 

定款の 
事業名 事 業 内 容 実施 

日時 
実施 
場所 

従事
者の
人数 

受益対象 
者の範囲 
及び人数 

支出額
（千円）

広報・啓発
事業 

（1）会報の定期発行 200 通×1 回 随時 － 1 200 人 32 

（2）ホームページによる情報発信 随時 － 1 不特定 
多数 118 

（3）視察・見学会の受け入れ 随時 阿蘇市 1 200 人 － 

（4）まちむら実線キャンパス 2 回 阿蘇市 2 1 人 40 

（５） エコキャラバン 
JICA 国際交流・人材育成事業 1 回 九州内 1 不特定 

多数 8,000 

バイオマ
ス利用地
域モデル
推進事業 

(1)草本系バイオマス利活用システム 通年 阿蘇市 3 不特定 
多数 5,000 

(2)九州薪・木質ペレット活用協議会 通年 九州内 2 不特定 
多数 1,000 

(3)新しい公共基盤整備事業 8～ 
3 月 九州内 6 不特定 

多数 11,500

(4)野草資源小委員会事務局運営 年 4 回 阿蘇市 1 17 5 

(5)バイオマスプラスチック推進事業 通年 阿蘇市 2 不特定 
多数 3,000 

出前講座
および専
門家派遣
事業 

（1）各種イベント・セミナー等への
講師の派遣 通年 全国 1 不特定 

多数 350 

(2)出前講座 
野草紙等、体験型環境学習 通年 阿蘇郡 2 600 人 2,000 

 
③ その他の事業（H23 年 4 月 1 日～H24 年 3 月 31 日） 

定款の 
事業名 事 業 内 容 実施 

日時 
実施 
場所 

従事
者の
人数 

受益対象 
者の範囲 
及び人数 

支出額
（千円）

その他の 
事業 

（1）書籍の販売 随時 セミナー会
場等 2 不特定 

多数 

8,752 
（2）草・灰の販売 6～ 

3 月 
阿蘇市 
天草市 1 30 

（3）野草紙製品の販売 随時 全国 1 25 

（4）薪・木質ペレットの販売 12～
3 月 

阿蘇郡およ
び熊本市 2 不特定 

多数 
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６． 事業予算 

科目（非営利） 前年度決算 予算 差額 収入 内訳 予算 科目（営利） 前年度決算 予算
経常収入の部 広報啓発事業 セミナー等参加費 50,000 Ⅰ収入の部
１　会費収入 2,072,000 2,158,000 -86,000

0
-86,000
428,438

-15,687,453
-249,714

-15,460,689
22,950

委託事業等 400,000 １．売上高
　KBF会費収入 958,000 958,000 計 450,000 　書籍等販売売上 73,890 80,000
　九州薪活用協議会会費収入 1,114,000 1,200,000 地域モデル 阿蘇市　地域バイオマス利用促進事業 5,229,000 　草資源販売売上 1,335,280 3,750,000
２　寄付金収入 728,438 300,000 　　推進事業 バイオマスプラスチック推進事業 3,802,500 　野草紙販売売上 324,762 500,000
３　事業収入 16,244,047 31,931,500 新しい公共（NPO基盤整備） 12,000,000 　木質燃料販売売上 2,118,750 4,500,000
　広報啓発事業 200,286 450,000 JICA　国際草の根技術交流 10,000,000 　受託事業 4,294,500 0
　地域モデル推進事業 15,570,811 31,031,500 計 31,031,500 収入合計 8,147,182 8,830,000
　出前講座および専門家派遣 472,950 450,000 出前講座 各種イベントセミナー等への講師派遣（旅費・謝金収入 450,000 Ⅱ支出の部
４　その他の事業会計からの繰入 962,426 77,637 884,789 　専門家派遣 計 450,000 １．売上原価
５　補助金等収入 22,849,866 2,040,000 20,809,866 補助金等収入 H24年トヨタ財団活動助成金（予定） 2,000,000 　書籍仕入高 32,485 40,000
６　受取利息収入 1,269 1,200 69 まちむら実践キャンパス事業 40,000 　草資源仕入高 0 3,000,000
７　前期修正益 32,806 0 32,806 計 2,040,000 　野草紙材料仕入高 0 50,000
８　雑収入 33,673 30,000 3,673 　木質燃料仕入高 456,061 450,000
経常収入合計 (A) 41,928,426 36,508,337 5,420,089 支出 内訳 予算 　当期野草紙製造原価 7,500 10,000
Ⅱ経常支出の部 広報啓発事業 会報・HP等の情報発信・会員サービスの充実 150,000 　書籍期首棚卸高 161,802 126,363
１．事業費 41,900,851 31,350,000 セミナー・シンポジウムの開催 300,000 　書籍期末棚卸高 126,363 100,000
　広報啓発事業費 9,140,971 450,000 計 450,000 事業費合計 531,485 3,576,363
　地域モデル事業費 30,891,744 28,550,000 地域モデル 阿蘇市　地域バイオマス利用促進事業 5,000,000 ２．販売・管理費
　出前講座および専門家派遣 1,868,136 2,350,000 　推進事業 九州薪・木質ペレット活用協議会 1,000,000 　給料手当 3,366,708 2,200,000
２　管理費 1,100,162 5,043,000 2, 新しい公共（NPO基盤整備） 11,500,000 　法定福利費 33,951 40,000
　役員報酬 0 0 0 JICA　国際草の根技術交流 8,000,000 　福利厚生費 70,641 70,000
　給料手当 75,137 1,440,000 野草資源小委員会事務局運営 50,000 　通信運搬費 156,230 160,000
　法定福利費 25,463         200,000 バイオマスプラスチック推進事業 3,000,000 　光熱水費 131,180 140,000
　福利厚生費 27,106 60,000 計 28,550,000 　旅費交通費 221,722 250,000
　通信運搬費 97,177 120,000 出前講座 各種イベントセミナー等への講師派遣（旅費等） 350,000 　広告宣伝費 182,908 150,000
　光熱水費 49,484 120,000 　専門家派遣 草原の草から紙を作るプロジェクト 2,000,000 　渉外費 96,766 100,000
　旅費交通費 29,874 150,000 計 2,350,000 　会議費 12,591 13,000
  広告宣伝費             -                50,000 　消耗品費 634,686 250,000
　渉外費 7,476 24,000 　什器備品費 0 50,000
　会議費 20,705 24,000 　図書資料費 9,055 10,000
　消耗品費 68,366 60,000 　印刷製本費 25,596 26,000
　什器備品費 0 50,000 　修繕費 24,938 25,000
　図書資料費 885 10,000 　賃借料 870,925 870,000
　印刷製本費 8,344 12,000 　業務委託費 116,835 120,000
　修繕費 10,876         5,000   車両費 62,844 63,000
　賃借料 307,391 864,000   車両燃料費 207,982 210,000
　業務委託費 57,626 200,000 　保険料 7,861 8,000
　車両費 23,778         100,000   租税  公課 156,104 160,000
　車両燃料費 -                120,000   諸  会  費 34,552 35,000
　保険料 5,101 60,000   慶  弔  費 1,400 5,000
　租税公課 117,078 500,000   支払手数料 23,295 24,000
　諸会費 20,664         40,000   減価償却費 61,754 0
　慶弔費 1,050           30,000   支払  利息 106,319 107,000
　支払手数料 9,036           12,000 　雑費 36,428 40,000
　減価償却費 46,315 220,000 　予備費 0 50,000
　支払利息 79,739 360,000 販売・管理費　計 6,653,271 5,176,000
　雑　　損 0 0 支出合計 7,184,756 8,752,363
　雑　　費 11,491 12,000 収支差額 962,426 77,637
予備費 0 200,000 非営利勘定へ 962,426 77,637
経常支出合計 (B) 43,001,013 36,393,000
当期収支差額 (A)-(B) 115,337
前期からの繰越 (C) 2 1,969,674
正味財産 1,969,674 2,085,011

平成23年度特定非営利活動に係る会計収支予算書 その他の事業に係る会計収支予算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

-15,699,105
-11,015,607
-4,586,693

-96,805
569,666

-1,364,863
-174,537
-32,894
-22,823
-70,516

-120,126
-50,000
-16,524
-3,295
8,366

-50,000
-9,115
-3,656
5,876

-556,609
-142,374
-76,222

-120,000
-54,899

-382,922
-19,336
-28,950
-2,964

-173,685
-280,261

0
-509

-200,000
6,608,013

-76,488 -191,825
,046,162
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第三号議案 役員変更の件 
（１） 役員の変更について 

第 7 期通常総会で選出された鷲岡監事が、多忙のため辞任を希望されています。後任として、理

事の小佐井求美子氏に、監事としてご就任いただくように事務局から提案いたします。また、新理

事として、これまでも九州薪・木質ペレット活用協議会でご協力いただいてきた「くぬぎの森」代

表の松村孝明氏を、事務局から推薦いたします。 
 
■第 5 期役員名簿（変更・追加案） 

＜理事＞ 
椛田 聖孝 東海大学 農学部 教授  
薬師堂 謙一 中央農業総合研究センター バイオマス資源循環研究チーム長 
大津 愛梨 O2 ファーム  
西原 茂雄 ㈱西原商店 会長 
山内 康二 （財）阿蘇グリーンストック 専務理事  
梶原 健次郎 （株）カジワラ 
坂元 英俊 （財）阿蘇地域振興デザインセンター 事務局長  
竹原 隆樹 竹原牧場  
松村 孝明 くぬぎの森 代表 
中坊 真 九州バイオマスフォーラム 事務局長 
 
＜監事＞  
宮本 孝志 南阿蘇ルナ天文台 台長 
小佐井 求美子 主婦 

 
 
第四号議案 借入金最高限度額決定の件 

今年度の事業費の合計は、事業予算案にあるとおり、約 4,500 万円(非営利事業 3639 万円、そ

の他事業 875 万円)を予定しております。その運転資金として、2,250 万円（事業規模の半分）を

上限として、銀行等の金融機関から借り入れることについて、ご承認願います。 
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第五号議案 その他 
（１） ロゴマークについて 

パンフレットや名刺を作成するにあたり、これまでは便宜上以下の様なマークを利用して

きました。しかし、ロゴマークと呼ぶには、はっきりしないイメージなので、多くの方に親

しんでもらいやすく、覚えてもらいやすいマークとして、理事会で新しいロゴマーク案を検

討しました。総会にて、KBF の新ロゴマークをご承認ください。 
 
＜従来の使用事例＞ 
草原のススキと KBF の文字を組み合わせたイメージ 

 

 
＜新ロゴマーク案＞ 
茶色・・・やや黒みがかった黒ボク土の色 
赤色・・・火の国熊本、薪・ペレットストーブの炎、火山の噴火 
水色・・・阿蘇や熊本に豊富にある水、生命に不可欠な水 
緑色・・・植物の色、草原の色、バイオマスのイメージ 
波線・・・草原の草をイメージ 
 

 
Kyushu Biomass Forum 
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