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第６回理事会 

 

公益財団法人とうきゅう環境財団 

 

 

１．日   時  平成２４年５月１７日（木）午後２時～３時 

 

２．場   所  東京急行電鉄株式会社 役員会議室 

 

３．議   題 

 

   第１号議案  平成２３年度事業報告について------------------1 

 

   第２号議案  平成２３年度決算報告について-----------------13 

 

   第３号議案  第５回評議員会招集と議案について-------------21 
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第１号議案  平成２３年度事業報告について 

 

［公 益 目 的 事 業] 

 （公１）研究助成事業 

［ 助 成 金 ］ 

＜ 学 術 研 究 ＞ 

  （ 継 続 研 究 ）  ６件 ・ 助成金額 ９，４５６千円 

 

   １．「多摩川流域における親水活動を介した健康関連微生物の水系感染リスクの 

評価」 

代表研究者 原本 英司 山梨大学 大学院医学工学総合研究部付属 

国際流域環境研究センター 助教 

研究期間10.4.1～12.3.31 本年度助成金１，１１０，０００円 

 

２．「多摩川全域の河川堆積物と河川水の有害重金属元素マッピング」 

代表研究者 加藤 泰浩 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻 

准教授 

研究期間10.4.1～12.3.31 本年度助成金１，４２９，０００円 

 

３．「安定同位体比及び土壌微量成分分析を用いた河床低下に伴う土丹露出・流出に

よる河川生態系への影響についての研究」 

代表研究者 浅枝 隆  埼玉大学大学院理工学研究科 環境科学領域 教授 

     研究期間10.4.1～12.3.31 本年度助成金１，９３９、４５０円 

 

４．「多摩川水系における底生動物分布の長期的変化」 

代表研究者 加賀谷 隆 東京大学大学院農学生命科学研究科 助教 

           研究期間10.4.1～12.3.31 本年度助成金１，９６５，２００円 

 

５．「多摩川上流に位置する奥多摩湖の富栄養化に及ぼす釣りレジャーの影響に関

する調査研究」 

代表研究者 牧野 育代 東北大学環境保全センター 助教 

      研究期間10.5.1～13.3.31 本年度助成金１，７１９，５００円 

 

６．「ドングリを使った多摩川流域の環境モニタリングとスペシメン・ライブラリ」 

代表研究者 楊 宗興  東京農工大学大学院 共生科学技術研究院 教授 

           研究期間10.4.1～12.3.31 本年度助成金１，２９３，１５０円 

 

（ 新 規 研 究 ）  ４件 ・ 助成金額 ６，３０８千円 

 

   ７．「多摩川流域環境保全データベース検証用ＷｅｂＧＩＳ構築に関する研究」 

代表研究者 宮林 茂幸 多摩川源流研究所 

研究期間 11.4.1～13.3.31 本年度助成金１，８５５，０００円 

 

８．「病原性菌を含むスーパー多剤耐性菌の多摩川における存在調査」 

代表研究者 浦野 直人 東京海洋大学海洋学部海洋環境学科 教授 

     研究期間11.4.1～13.3.31 本年度助成金  ７９８，９５０円 
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９．「多摩川の水温変化の実態と形成要因に関する研究」 

代表研究者 木内 豪  東京工業大学大学院総合理工学研究科 准教授 

           研究期間11.4.1～13.3.31 本年度助成金１，６５３，８００円 

 

   １０．「多摩川における絶滅危惧Ⅰ類アサクサノリの生育特性、繁殖特性および保

全対策」 

代表研究者 嶌田 智  お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 

准教授 

           研究期間11.4.1～13.3.31 本年度助成金２，０００，０００円 

 

  ＜ 一 般 研 究 ＞ 

  （ 継 続 研 究 ）  １件 ・助成金額   １０４千円 

 

１．「多摩川流域（東京都域）における絶滅危惧種クマタカの生態に関する調査研究」 

代表研究者 山口 孝  多摩クマタカ生態調査チーム 

研究期間10.4.1～12.3.31 本年度助成金  １０４，１２０円 

 

（ 新 規 研 究 ）  ７件 ・助成金額 ５，９３７千円 

 

   ２．「多摩川水系の小学校教師を対象とした多摩川環境学習の実態調査および問題

解決に向けた学習支援とその教材開発」 

代表研究者 竹本 久志 NPO 多摩川塾 理事 

     研究期間 11.4.1～13.3.31 本年度助成金  ９００，０００円 

 

３．「多摩川に関する映像記録の収集及び古写真のデータ化と公開に関する調査」 

代表研究者 山道 省三 NPO 多摩川センター 代表理事 

     研究期間 11.4.1～12.3.31 本年度助成金  ９６９，０００円 

 

   ４．「土木技術と文化財保護の視点からみた玉川上水再考－特に福生市域を対象と

して－」 

代表研究者 吉江 勝広 福生市文化財保護審議会委員 

     研究期間 11.4.1～12.3.31 本年度助成金  ３７０，７３３円 

 

５．「多摩川河口域およびその周辺地域に生息する絶滅危惧種コアジサシの保全の

ための調査研究」 

代表研究者 北村 亘  NPOリトルターン・プロジェクト 理事 

研究期間 11.4.1～12.3.31 本年度助成金１，０００，０００円 

 

６．「玉川上水中流部におけるアライグマと中型哺乳類の生息状況」 

代表研究者 片岡 友美 NPO生態工房 理事 

     研究期間 11.4.1～13.3.31 本年度助成金  ７１０，６００円 

 

７．「多摩川における外来植生などの市民モニタリング調査」 

代表研究者 島田 高廣 NPO自然環境アカデミー 代表理事 

     研究期間 11.4.1～12.3.31 本年度助成金  ９８７，０００円 
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８．「多摩川流域の地下水研究の継承および市民の活用への展開」 

代表研究者 宇田川 隆男 みずとみどり研究会 代表 

     研究期間 11.4.1～12.3.31 本年度助成金１，０００，０００円 

 

以上１８件の研究に総額２１，８０５千円を助成した。 

 

選考結果と助成金決定額                  （単位：千円） 

区 分(分類) 応募件数 採用件数 採用率(％) 助成金額 

新規研究 

  学術研究 

  一般研究 

 

１９ 

１７ 

 

４ 

７ 

 

２１ 

４１ 

 

６，３０８ 

５，９３７ 

計 ３６ １１ ３０ １２，２４５ 

継続研究 

  学術研究 

  一般研究 

 

６ 

１ 

 

６ 

１ 

 

１００ 

１００ 

 

９，４５６ 

１０４ 

計 ７ ７ １００ ９，５６０ 

合   計 ４３ １８ ４２ ２１，８０５ 

 

［ 成   果 ］ 

 

 本年度中に成果としてまとめられた研究（学術研究５件、一般研究７件）を国立国会

図書館納本用と各研究成果報告書として各３部印刷製本した。また、各研究成果全文を

納めたＣＤ－ＲＯＭ（ＰＤＦ形式）学術研究第４０巻並びに一般研究第３３巻を制作す

ると共に、当財団ホームページに要約を掲載し全文もダウンロード出来る様にした。 

研究課題は下記の通りである。 

 

〔学術研究第４０巻〕 

Ｎｏ．２９４ 多元素同位体分析による多摩川上流・中流・下流域の堆積物と河川水の

供給源の解明と汚染状況の把握 

鹿園 直建 慶應義塾大学理工学部 教授 

Ｎｏ．２９５ 多摩川上中流の森林流域における土壌浸透能とその空間分布を考慮した

降雨流出予測に関する研究 

       五味 高志 東京農工大学農学府国際環境農学専攻 

Ｎｏ．２９６ 多摩川における亜酸化窒素生成細菌の生態と窒素動態における役割の 

解明 

       多羅尾 光徳 東京農工大学農学部 准教授 

Ｎｏ．２９７ 多摩川流域に植栽されたサクラ類の新たな腐朽病害対策の確立に関する

研究 

福田 健二 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授 

Ｎｏ．２９８ 多摩川流域環境保全データベース検証用 WebGis構築に関する調査研究 

       宮林 茂幸 多摩川源流研究所運営委員長 

 

〔一般研究第３３巻〕 

Ｎｏ．１９３ 日本の近代化を支えた多摩川の水 

       小坂 克信 日野市立七生緑小学校 教論 
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Ｎｏ．１９４ 多摩川流域における後期洪積世初頭の人類文化の成立と地形環境に 

ついて 

       比田井 民子 （財）東京都スポーツ文化事業団東京都埋蔵文化財センター 

Ｎｏ．１９５ 多摩川河口域における体験学習支援活動 

（多摩川干潟プロジェクト５周年記念事業） 

       小野 紀之 ＮＰＯ地域パートナーシップ支援センター 理事長 

Ｎｏ．１９６ 第３回多摩川流域市民学会の開催 

長谷川 博之 東京都立日野高等学校 生物科教論 

Ｎｏ．１９７ 多摩川流域の地下水研究を総括して継承、発展させるための研究 

宇田川 隆男 みずとみどり研究会 

 Ｎｏ．１９８ 多摩川中流域の自然を活用した自然体験学習の支援ならびにその教材 

づくり 

有馬 佳代子 ひのどんぐりクラブ（日野市環境学習サポートクラブ） 

 Ｎｏ．１９９ 西暦２０１０年の多摩川を記録する運動 

横山 十四男 特定非営利活動法人多摩川センター 

また、本研究成果報告書の研究課題、研究概要の英文版も作成した。 

 

 

 （公２）活動支援事業 

 

  １．ＬＴＥＲ調査研究 

 財団自らが自主研究を遂行できる体制にないことと国際的な LTER のネットワ

ークに日本が参加するきっかけづくりの必要性から、２００４年１０月に、東京

農工大学（学長 小畑 秀文）と受託研究契約書を締結して、１０年間をめどとし

てスタートした、長期にわたる総合的な調査である。 

同大学農学部の所有する多摩丘陵実習地（12.6ha、八王子市堀之内）は、多摩

川流域の首都圏に残された貴重な森林域で、管理もよくされており、長期的なモ

ニタリングを行うにはうってつけのサイトである。契約締結以降、順次、基礎的

なワーキンググループの組織化、おおまかな方向策定、モニタリングのスケジュ

ール化など、基本的な準備を終了し、第１期２００５－２００７年度実績では、

物質循環系と森林生態系のモニタリング解析が本学のフィールドサイエンス誌の

論文にまとめられた。また、日本のＬＴＥＲである日本長期生態系研究ネットワ

ークの準サイトとしての認証を受けられた。 

第２期２００８－２０１０年度では、物質循環系のモニタリングを継続し定量

的な評価をするとともに、森林生態系のモニタリングでは短期間に検出される変

化に焦点を当てた解析をおこない、これらの成果をモデル化することを試みた。 

 第３期２０１１－２０１３年度では、多摩丘陵の画像のモニタリングシステム

を推進し、物質循環系、森林生態系でのモニタリング結果との関係を解析し、画

像から環境の状況を評価できる方法を検討する。これまでの成果を整理するとと

もに、全国的なモニタリングデータや画像データを考察して、全国規模の環境変

化の予測方法を開発し、影響評価や影響の未然防止のための科学的な基礎資料を

作成する。 
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２．第３回「とうきゅう環境財団社会貢献学術賞（５０万円）」贈呈式を 

平成２３年１１月１５日、セルリアンタワー東急ホテルにて開催 

「とうきゅう環境財団社会貢献学術賞」は、財団が創立３５周年を記念し、わが国

の学術振興に資することを目的として設立した記念事業です。日本の環境分野に

おいて、学術的、社会的に特に顕著な業績（調査研究、科学技術の発展、行政施

策、実践活動など）を挙げた研究者を表彰いたします。 

第 3 回「社会貢献学術賞」は、公益財団法人日本自然保護協会と社団法人自然環

境共生技術協会からの推薦により、今回は東京農工大学名誉教授の奥富清氏が受

賞しました。植生学研究の第一人者として、日本の自然保護活動の発展に貢献し

てきたことが評価された。 

    ■受賞者プロフィール■ 

奥富 清 （おくとみ きよし）      

東京農工大学名誉教授、公益財団法人日本自然保護協会顧問、 

NPO 法人社叢学会副理事長 

＜学歴・職歴等＞ 

広島文理科大学生物学科(植物学専攻)卒業、理学博士。専門は植物生態学(植生学)。 

福岡教育大学助手、同助教授、東京農工大学農学部助教授、同教授、東京農工大

学学生部長、同農学部長、同大学院農学研究科長を経て 1992 年定年退官。その

後、(財)日本自然保護協会理事長、(財)自然保護助成基金理事長を歴任。 

＜その他＞ 

産業技術審議会専門委員、資源査会専門委員、中央森林審議会委員、自然環境保

全審議会委員、学術審議会専門委員、日本学術会議自然保護研連委員、文化財保

護審議会専門委員（第三調査会天然記念物部会長）、東京都公園審議会専門委員、

東京都自然環境保全審議会委員、千葉県自然環境保全審議会委員、横浜市緑の環

境整備審議会委員、植生学会会長などを歴任。 

環境保全功労賞（環境庁長官賞）、植生学会功労賞、瑞宝中綬章を受賞または受章。 

 

 

 （公３）啓発普及事業 

 

１．財団だより「多摩川」作成配布 

平成２３年 ６月 １３０号  ４，０１４部 

平成２３年 ９月 １３１号  ３，８８０部 

平成２３年１２月 １３２号  ３，７７９部 

平成２４年 ３月 １３３号  ３，７５９部 

 多摩川流域の事業所、大学、学校、NPO 法人等の団体、行政機関、過去の 

助成研究者を含めた個人など配布先をふやすことにより、読者の多摩川への関

心を更に高め、新たな環境情報の提供を心掛けるなど、環境問題に関する啓発

に努めた。尚、主要記事ならびにその他情報の概要を英文も含めホームページ

上にも掲載している。 

 

  ２．環境学習副読本普及促進 

 財団創立２０周年を記念して平成６年度から発行を始めた環境学習副読本

「多摩川ジュニア・ガイド－多摩川へいこう－」については、２００６年第１

刷発行し、本年度も昨年同様９，０００部を印刷した。 配布希望のあった小

学校６４校も含め合計１０，１４３部（配布累計２６０千部）を贈呈した。 
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調査啓発書配布状況（平成２４年３月３１日現在） 

配  布  先 多摩川 

シリーズ 

1975～84 

多摩川 

自然環 

境調査 

多摩川 

ｼﾞｭﾆｱ 

ｶﾞｲﾄﾞ 

多摩川

の概要 

 川 紀要集 

VoL.２ 

事業 

 年報 

95～

2003 

合 計 

   

   

   

１．中央官庁・地方自治体 10,622 433 5,670 522 1,243 6 416 18,912 

２．企  業 5,632 205 2,529 430 848 4 490 10,138 

３．教  育 12,039 795 242,334 3,222 3,766 118 2,663 264,937 

４．青年会議所 93 4 1 1 273   372 

５．地 域 住 民 10,354 222 4,650 582 3,216 3 578 19,605 

６．公 益 法 人 1,132 99   1,515 299 63  421 3,529 

７．施 設 寄 贈 4,066 116 1,638 87 313 17 533 6,770 

８．外  国 26 5 1 5 2  1 40 

９．東急グループ 4,582 130 2,641 424 266  1,700 9,743 

合    計 48,546 2,009 260,979 5,572 9,990 148 6,802 334,046 

（ 残 ）  0 191 2,183 24 10 17 0 2,425 

平成23年度配布部数 0 0 10,143 0 0 0 0 10,143 

 

 

３．多摩川環境情報調査事業 

 本年度インターネットのアクセス件数は１６，０７４であった。公益財団法人

になり今までの研究成果報告書４９７件が何時でも見られ、ダウンロードも出来

る新インターネットホームページを平成２３年４月よりスタートした。 

新ホームページアドレス： http://www.tokyuenv.or.jp/ 

http://www.tokyuenv.or.jp/
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２．会議・財政 

 

（１） 理事会・評議員会 

  

１．第３回理事会 

   平成２３年５月１３日、東京急行電鉄㈱役員会議室において理事１０名（１４名中）

監事２名が出席し開催した。 

 

第１号議案  平成２２年度下期事業報告について 

馬渕常務理事から、同案について内容説明があった後、その内容について審議し

た結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。 

 

第２号議案  平成２２年度下期決算報告について 

馬渕常務理事から、同案について内容説明があり併せて、監事を代表して岩田監

事の監査報告の後、審議した結果、原案を承認することを出席理事全員一致で可

決した。 

 

第３号議案  登記事項（電子公告・目的等）の変更について 

馬渕常務理事から、同案について内容説明があった後、その内容について審議し

た結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。 

  

第４号議案  選考委員の選任について 

馬渕常務理事から、同案について内容説明があった後、その内容について審議し

た結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。 

 

第５号議案  第３回評議員会招集と評議員会議案について 

馬渕常務理事から、同案について内容説明があった後、その内容について審議し

た結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。 

 

 ２．第３回評議員会 

平成２３年５月３１日、東京急行電鉄㈱役員会議室において評議員８名（１２名中）、

西本理事長、馬渕常務理事、監事１名（２名中）が出席し開催した。 

 

第１号議案 平成２２年度下期事業報告について 

馬渕常務理事から、同案について内容説明があった後、その内容について

審議した結果、原案どおり出席評議員全員一致で可決した。 

 

第２号議案 平成２２年度下期決算報告について 

馬渕常務理事から、同案について内容説明があり併せて、監事を代表して

岩田監事の監査報告の後、審議した結果、原案を承認することを出席評議

員全員一致で可決した。 

 

第３号議案 登記事項（電子公告・目的等）の変更について 

馬渕常務理事から、同案について内容説明があった後、その内容について審議し

た結果、原案どおり出席評議員全員一致で可決した。 
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   第４号議案 理事の選任について 

馬渕常務理事から、同案について内容説明があった後、その内容について審議し

た結果、原案どおり出席評議員全員一致で可決した。 

 

報告事項  選考委員の選任について 

馬渕常務理事から、第３回理事会にて決定された選考委員１０名の選任について

報告された。 

 

３．第４回理事会 

   理事総数 １４名 

監事総数  ２名 

（理事会の決議の目的である事項） 

 

第１号議案  代表理事・業務執行理事の選任について 

平成２３年５月１４日、理事長 西本定保 が理事の全員及び監事の全員に対し

て、理事会の決議の目的である事項について、上記の内容の提案書を発し、当該

提案につき平成２３年５月３１日までに理事の全員から書面により同意の意思表

示を、監事の全員から書面により異議がないとの意思表示を得たので、一般法人

法第９６条（定款４７条）に基づく理事会の決議の省略の方法により、当該提案

を承認可決する旨の理事会決議があったものとみなされた 

 

４．第５回理事会 

   理事総数 １４名 

監事総数  ２名 

（理事会の決議の目的である事項） 

 

第１号議案  平成２４年度事業計画について 

第２号議案  平成２４年度収支計画について 

第３号議案  第４回評議員会議案について 

 平成２４年３月１日、理事長 西本定保 が理事の全員及び監事の全員に対して、

理事会の決議の目的である事項について上記の内容の提案書を発し、当該提案に

つき平成２４年３月１３日までに理事の全員から書面により同意の意思表示を、

監事の全員から書面により異議がないとの意思表示を得たので、一般法人法第９

６条（定款４７条）に基づく理事会の決議の省略の方法により、当該提案を承認

可決する旨の理事会決議があったものとみなされた。 

 

 ５．第４回評議員会 

評議員総数 １２名 

（評議員会の決議の目的である事項） 

 

第１号議案  平成２４年度事業計画について 

第２号議案  平成２４年度収支計画について 

 平成２４年３月１３日、理事長 西本定保 が評議員の全員に対して、評議員会

の決議の目的である事項について上記の内容の提案書を発し、当該提案につき平

成２４年３月２１日までに評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たの

で、一般法人法第１９４条（定款２７条）に基づく評議員会の決議の省略の方法

により、当該提案を承認可決する旨の評議員会決議があったものとみなされた。 
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（２）選考委員会 

 

１．第３回とうきゅう環境財団社会貢献学術賞選考委員会 

平成２３年９月２７日午後３時より、東急建設会議室において選考委員９名が出席

し開催された。応募件数５件のうち下記１件が採択された。 

 

奥富 清 東京農工大学 名誉教授 公益財団法人日本自然保護協会顧問 

     「植生学研究の第一人者として、日本の自然保護活動の発展に貢献」 

 

２．第５４回定時選考委員会 

平成２４年３月１６日、東急建設会議室において選考委員８名が出席し開催された。 

 

第１号議案 平成２４年度調査・試験研究助成（学術研究）に関する新規研究課題

の選考について、応募件数２１件のうち下記７件が採択された。 

    

第２０１２－０５号 堂囿 いくみ 東京学芸大学教育学部自然科学系 

広域自然科学講座環境科学分野 准教授 

    「多摩川流域における都市部から山間部へかけての生物間相互作用の変異と環

境教材開発：植物－送粉者系をもちいて」 

研究期間 １２．４．１～１４．３．３１ 

 

第２０１２－０６号 吉田 政高 NPO千葉健康ネットワーク 理事 

 「多摩川流域における放射性物質による河川水と土壌などの汚染状況調査と 

放射線・水環境を学ぶ市民教室の構築」 

研究期間 １２．４．１～１４．３．３１ 

 

   第２０１２－０７号 倉西 良一 千葉県立中央博物館 上席研究員 

    「多摩川流域の水生昆虫類の遺伝的構造」 

研究期間 １２．４．１～１４．３．３１ 

 

   第２０１２－０８号 苅谷 愛彦 専修大学文学部環境地理学研究室 准教授 

    「多摩川上流域の山地斜面における深層崩壊に関する地形・地質学的研究」 

 研究期間 １２．４．２０～１４．３．２５ 

 

   第２０１２－１１号 田中 茂 酸性雨問題研究会 代表世話人 

 （慶應義塾大学理工学部 教授） 

    「首都圏の酸性雨の広域・長期観測データの解析に基づく多摩川流域への環境

影響評価」 

研究期間 １２．４．１～１４．３．３１ 

 

   第２０１２－１３号 小池 伸介 東京農工大学森林生物保全学研究室 教授 

    「森林の分断化に伴う生物種の絶滅リスク評価および優先保護区域の抽出：多

摩丘陵における複数の種群・スケールの生物多様性を対象とした複合研究」 

研究期間 １２．４．１～１４．３．３１ 
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   第２０１２－１９号 間野 伸宏 日本大学生物資源科学部 専任講師 

    「多摩川生息魚類における漁病細菌の分布調査」 

研究期間 １１．４．１０～１４．３．３１ 

 

第２号議案 平成２４年度調査・試験研究助成（一般研究）に関する新規研究課題

の選考について、応募件数１５件のうち下記６件が採択された。 

 

第２０１２－２４号 岡崎 学 羽村郷土研究会 

「多摩川を溯った江戸・東京の民俗「地口行灯と祭り」 

 研究期間 １２．４．１～１４．３．３１ 

 

   第２０１２－２５号 小坂 克信 日野市立七生緑小学校 非常勤講師 

     「玉川上水の分水の沿革と概要」 

研究期間 １２．４．１～１３．３．３１ 

 

   第２０１２－２６号 山口 孝 多摩クマタカ生態調査チーム 

     「多摩川流域における絶滅危惧種サシバの生態に関する調査研究」 

研究期間 １２．４．１～１３．３．３１ 

 

   第２０１２－２７号 長谷川 博之 昭島環境フォーラム 

    「第４回多摩川流域市民学会の開催」 

研究期間 １２．４．１～１３．３．３１ 

 

   第２０１２－２８号 飛騨 紀子 青梅カエル池プロジェクト 

「多摩川流域の里山にトウキョウサンショウウオの産卵地を復活させるための

調査・研究」 

 研究期間 １２．４．１～１４．３．３１ 

 

   第２０１２－３６号 木下 正之 小菅村源流景観計画策定委員会 委員長 

     「源流景観の探求と「多摩川源流景観シンポジュウム」の開催」 

研究期間 １２．４．１～１３．３．３１ 

 

 

第３号議案 平成２４年度調査・試験研究助成（学術研究）に関する継続希望研究

課題の選考について下記４件全部が採択された。 

    

第２０１１－０３号 宮林 茂幸 多摩川源流研究所 

    「多摩川流域環境保全データベース検証用ＷｅｂＧＩＳ構築に関する研究」 

     研究期間 １１．４．１～１３．３．３１ 

 

 

第２０１１－０５号 浦野 直人 東京海洋大学海洋学部海洋環境学科 教授 

 「病原性菌を含むスーパー多剤耐性菌の多摩川における存在調査」 

研究期間 １１．４．１～１３．３．３１ 
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   第２０１１－０９号 木内 豪 東京工業大学大学院総合理工学研究科 准教授 

     「多摩川の水温変化の実態と形成要因に関する研究」 

研究期間 １１．４．１～１３．３．３１ 

 

   第２０１１－１８号 嶌田 智 お茶の水女子大学大学院 

人間文化創成科学研究科 准教授 

 「多摩川における絶滅危惧Ⅰ類アサクサノリの生育特性、繁殖特性および保全 

対策」 

研究期間 １１．４．１～１３．３．３１ 

 

 

第４号議案 平成２４年度調査・試験研究助成（一般研究）に関する継続希望研究

課題の選考について下記２件全部が採択された。 

 

   第２０１１－２０号 竹本 久志 NPO多摩川塾 理事 

「多摩川水系の小学校教師を対象とした多摩川環境学習の実態調査および問題

解決に向けた学習支援とその教材開発」 

 研究期間 １１．４．１～１３．３．３１ 

 

第２０１１－３２号 片岡 友美 NPO生態工房 理事 

「玉川上水中流部におけるアライグマと中型哺乳類の生息状況」 

 研究期間 １１．５．１～１３．３．３１ 

 

第５号議案 ２０１３年度 助成金最高限度額並びに助成金交付に関する価格及び

単価表（案）について 

 

選考結果と助成金内定額                  （単位：千円） 

区 分(分類) 応募件数 採用件数 採用率(％) 助成金額 

新規研究 

  学術研究 

  一般研究 

 

２１ 

１５ 

 

７ 

６ 

 

３３ 

４０ 

 

１３，４４４ 

３，０５３ 

計 ３６ １３ ３６ １６，４９７ 

継続研究 

  学術研究 

  一般研究 

 

４ 

２ 

 

４ 

２ 

 

１００ 

１００ 

 

４，９０８ 

９８９ 

計 ６ ６ １００ ５，８９７ 

合   計 ４２ １９ ４５ ２２，３９４ 

 

 

選考委員によるヒヤリング実施の研究者 

研究者 分類 担当選考委員など 実施日 

苅谷愛彦（新規） 学術  新藤委員  ４月４日 
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（３）財 政 

 

１．運用益収入 

  イ．基本財産受取利息                  （単位：円） 

会  社  名 金  額 入 金 年 月 日 

東京急行電鉄㈱社債 1,830,875  

東日本旅客鉄道社債 1,957,454 自平成 23年 4月 1日 

大阪府債 1,500,000     ～ 
大阪市債 1,500,000 

本州四国連絡橋公団債 1,846,451  

福岡北九州高速道路債 2,839,200  

ノムラヨーロッパ 

ファイナンスユーロ債 

6,271,164 至平成 24年 3月 31日 

超長期国債（２０年利付） 

利付国債（５年） 

1,700,000 

60,000 

 

㈱三菱東京 UFJ銀行渋谷支店 644  

合     計 19,505,788  

 

ロ．特定資産受取利息                   （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

ハ．受取利息                               （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

２．寄付金収入                        （単位：円） 

会  社  名 金 額 入 金 年 月 日 

中期国債 

 

440,000 

 

自平成 23年 4月 1日 

至平成 24年 3月 31日 

   合     計 440,000  

会  社  名 金 額 入 金 年 月 日 

㈱三菱東京 UFJ 銀行渋谷支店 

 

7,799 

 

自平成 23年 4月 1日 

至平成 24年 3月 31日 

   合     計 7,799  

  寄付会社名 受領額 入金年月日 

1 東急カード㈱ 146,000 平成 23 年 4 月 28 日 

2 東京急行電鉄㈱ 18,500,000 平成 23 年 9 月 26 日 

3 幅舘 稔 様 5,000 平成 23 年 10 月 31 日 

4 東京急行電鉄㈱ 14,000,000 平成 24 年 3 月 23 日 

5 東急軌道工業㈱ 3,500,000 平成 24 年 3 月 30 日 

6 東急カード㈱ 3,000,000 平成 24 年 3 月 30 日 

  合   計 39,151,000   
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第２号議案  平成２３年度決算報告について 

 

公益財団法人とうきゅう環境財団
（単位：円）

科　　　　　　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　資産の部
　１　流　動　資　産
　　　　現　金　預　金 41,313,007 1,505,389 39,807,618
　　　　未　収　利　息 3,663,000 3,233,138 429,862
　　　　　　　流動資産合計 44,976,007 4,738,527 40,237,480
　２　固　定　資　産
　　　　（１）　基　本　財　産
　　　　　普　通　預　金 489,667 489,667 0
　　　　　投資有価証券 975,390,430 975,129,650 260,780
　　　　　　　基本財産合計 975,880,097 975,619,317 260,780
　　　　（２）　特　定　資　産
　　　　　研究助成金基金資産 40,184,160 40,547,760 △ 363,600
　　　　　　　特定資産合計 40,184,160 40,547,760 △ 363,600
　　　　（３）その他の固定資産
　　　　　積　立　預　金 0 38,851,300 △ 38,851,300
　　　　　工具器具備品 187,416 187,416 0
　　　　　電話加入権 74,984 74,984 0
　　　　　　その他の固定資産合計 262,400 39,113,700 △ 38,851,300
　　　　　　固定資産合計 1,016,326,657 1,055,280,777 △ 38,954,120
　　　　　　資産合計 1,061,302,664 1,060,019,304 1,283,360
Ⅱ　負債の部
　１　流　動　負　債
　　　　未　払　金 367,500 0 367,500
　　　　　　流動負債合計 367,500 0 367,500
　2　固　定　負　債
　　　　役員退職慰労引当金 2,100,000 1,500,000 600,000
　　　　　　固定負債合計 2,100,000 1,500,000 600,000
　　　　　　負債合計 2,467,500 1,500,000 967,500
Ⅲ　正味財産の部
　１　指定正味財産
　２　一般正味財産 1,058,835,164 1,058,519,304 315,860
　　　　（うち基本財産への充当額） (975,880,097) (975,619,317) (260,780)
　　　　（うち特定財産への充当額） (40,184,160) (40,547,760) △ 363,600
　　　　正味財産合計 1,058,835,164 1,058,519,304 315,860
　　　　　　負債及び正味財産合計 1,061,302,664 1,060,019,304 1,283,360

1．貸　借　対　照　表
平成２４年３月３１日現在
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公益財団法人とうきゅう環境財団
（単位：円）

当年度 前年度 増減
H22/10/1～23/3/31

Ⅰ．一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部

（１）経常収益
　　　　（公１）基本財産受取利息 19,505,788 7,785,003 11,720,785
　　　　（公１）特定資産受取利息 440,000 220,000 220,000
　　　　（公３）受取補助金等 400,000 0 400,000
　　　 （公共・法人）受取寄付金 39,151,000 21,996,951 17,154,049
　　　　（公共・法人）雑収益 7,799 4,346 3,453
　　　経常収益計経常収益計 59,504,587 30,006,300 29,498,287

（２）経常費用
　　　　 事　業　費 45,705,338 21,266,494 24,438,844

33,707,075 16,018,590 17,688,485
助成金 21,805,503 8,012,780 13,792,723
委員報酬 3,533,330 3,033,330 500,000
給料手当 6,704,304 3,295,559 3,408,745
経費 1,663,938 1,676,921 △ 12,983

3,494,828 3,547,583 △ 52,755
ＬＴＥＲ調査研究費 800,000 400,000 400,000
社会貢献学術賞費 532,495 581,070 △ 48,575
給料手当 695,118 729,856 △ 34,738
経費 1,467,215 1,836,657 △ 369,442

8,503,435 1,700,321 6,803,114
財団だより編集費 3,228,801 739,379 2,489,422
環境学習副読本普及促進費 1,246,500 330,980 915,520
給料手当 1,691,325 349,813 1,341,512
経費 2,336,809 280,149 2,056,660

　　　　　　管　理　費 13,119,789 6,610,685 6,509,104
給料手当 10,169,675 5,097,566 5,072,109
会議費 187,221 45,450 141,771
旅費交通費 88,410 40,980 47,430
通信運搬費 168,587 122,058 46,529
機器リース料 314,434 190,519 123,915
消耗品費 693,217 512,512 180,705
諸会費 193,875 1,050 192,825
諸手数料 52,196 247,979 △ 195,783
諸謝金 525,849 0 525,849
雑費 126,325 52,571 73,754
役員退職慰労金引当金繰入額 600,000 300,000 300,000

経常費用計 58,825,127 27,877,179 30,947,948
　評価損益等調整前当期経常増減額 679,460 2,129,121 △ 1,449,661

特定資産評価損益 △ 363,600 △ 323,560 △ 40,040
315,860 1,805,561 △ 1,489,701

　２．　経常外増減の部
（１）経常外収益 0 0 0
（２）経常外費用 0 0 0

　　　　　　当期経常外増減額　当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 315,860 1,805,561 △ 1,489,701
一般正味財産期首残高 1,058,519,304 1,056,713,743 1,805,561
一般正味財産期末残高 1,058,835,164 1,058,519,304 315,860

Ⅱ．指定正味財産増減の部
　　　　当期指定正味財産増減額当期指定正味財産増減額 0 0 0
　　　　指定正味財産期首残高指定正味財産期首残高 0 0 0
　　　　指定正味財産期末残高指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ．正味財産期末残高 1,058,835,164 1,058,519,304 315,860

  （公２）活動支援事業支出

  （公３）啓発普及事業支出

　当期経常増減額

 ２．正 味 財 産 増 減  計 算 書
（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）

科　　　　　目

  （公１）研究助成事業支出
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財務諸表に対する注記 

 

１．重要な会計方針 

 （１）有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的の債券は償却原価法（定額法）を採用している。 

その他有価証券（時価のあるもの）は、決算日の市場価格に基づく時価法（売却

原価は移動平均法により算定）を採用している。 

（２）固定資産の減価償却の方法 

定率法による減価償却を実施している。 

（３）引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要 

支給額を計上している。 

（４）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税込方式によっている。 

 

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 

                               （単位：円） 

科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

基本財産 

普 通 預 金 

投資有価証券 

  

489,667 

975,129,650 

 

0 

260,780 

 

0 

0 

 

489,667 

975,390,430 

小 計 975,619,317 260,780 0 975,880,097 

特定資産 

 研究助成金基金 

投資有価証券 

 

 

40,547,760 

 

 

0 

 

 

363,600 

 

 

40,184,160 

小 計 40,547,760 0 363,600 40,184,160 

合 計 1,016,167,077 260,780 363,600 1,016,064,257 

 

 

3．基本財産及び特定資産の財源等の内訳 

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 

（単位：円） 

 

科 目 

 

当期末残高 

 

(うち指定正味財

産からの充当額) 

 

（うち一般正味財

産からの充当額） 

 

（うち負債に対

応する額） 

基本財産 

預    金 

投資有価証券 

  

489,667 

975,390,430 

 

(0) 

(0) 

 

(489,667) 

(975,390,430)  

 

(0) 

(0) 

小 計 975,880,097 (0) (975,880,097) (0) 

特定資産 

研究助成金基金 

投資有価証券 

 

 

40,184,160 

 

 

(0) 

 

 

(40,184,160) 

 

 

(0) 

小 計 40,184,160 (0) (40,184,160) (0) 

合 計 1,016,064,257 (0) (1,016,064,257) (0) 
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４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 

（単位：円）                             

   科      目 取  得  価  額 減価償却累計額 当 期 末 残 高 

工具器具備品 1,874,178 1,686,762 187,416 

合  計 1,874,178 1,686,762 187,416 

 

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 

   満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。 

                                  （単位：円）                                                                                               

種 類 及 び 銘 柄 帳簿価格 時   価 評価損益 

第７４回東京急行電鉄債 100,000,000 102,846,500 2,846,500 

第２４回東日本旅客鉄道債 97,401,724 105,180,800 7,779,076 

第２６１回大阪府債 

第１５-７回大阪市債 

100,000,000 

100,000,000 

102,174,600 

102,157,000 

2,174,600 

2,157,000 

第２回本州四国連絡橋公団債 99,988,706 102,719,700 2,730,994 

第１０４回福岡北九州高速道路債 168,000,000 172,522,224 4,522,224 

Ｎo.7500ノムラヨーロッパファイナンスユーロ円債 100,000,000 92,540,000 △7,460,000 

Ｎo.7498ノムラヨーロッパファイナンスユーロ円債 100,000,000 93,320,000 △6,680,000 

第５９回超長期国債（２０年利付国債） 100,000,000 106,590,000 6,590,000 

第９４回中期国債（５年利付国債） 10,000,000 10,144,000 144,000 

    合      計 975,390,430 990,194,824 14,804,394  

 

６．引当金の明細 

（単位：円）                             

科  目 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

役員退職慰労引当金 1,500,000 600,000   2,100,000 

 

 

 

附属明細書 

 

 「基本財産及び特定資産の明細」及び「引当金の明細」については、財務諸表の注記に

記載している。 
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公益財団法人とうきゅう環境財団

　　　（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　額

１．流動資産

現　　　金 手元保管 運転資金として 24,401

普通預金 普通預金

三菱東京UFJ銀行　渋谷支店 運転資金として 2,288,606

普通預金

三菱東京UFJ銀行　渋谷支店 運転資金として 39,000,000

未収利息 東京急行電鉄社債など9銘柄分 公益目的保有財産の期中未収利息 3,663,000

流動資産合計 44,976,007

２．固定資産

(1)基本財産 普通預金 普通預金

三菱東京UFJ銀行　渋谷支店 489,667

　　　　　　　　　　　　東京急行電鉄社債   1件 投資有価証券 東京急行電鉄社債 　　　  1件 100,000,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    額面 100,000,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    額面 100,000,000円額面 100,000,000円

　　　　　　　　　　　　東日本旅客鉄道社債  1件　　〃　　〃 東日本旅客鉄道社債　　  1件 　　　　　　　〃　　　　　　　〃 97,401,724

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    額面 100,000,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    額面 100,000,000円額面 100,000,000円

　　　　　　　　　　　　大阪府債　　　　　　   1件　　〃　　〃 大阪府債　　　　　　　　　   1件 　　　　　　　〃　　　　　　　〃 100,000,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    額面 100,000,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    額面 100,000,000円額面 100,000,000円

　　　　　　　　　　　　大阪市債　　　　　　   1件　　〃　　〃 大阪市債　　　　　　　　　   1件 　　　　　　　〃　　　　　　　〃 100,000,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    額面 100,000,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    額面 100,000,000円額面 100,000,000円

　　　　　　　　　　　　本州四国連絡橋公団債 　1件 　　〃　　〃 本州四国連絡橋公団債 　1件 　　　　　　　〃　　　　　　　〃 99,988,706

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    額面 100,000,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    額面 100,000,000円額面 100,000,000円

　　　　　　　　　　　　福岡北九州高速道路債 　1件 　　〃　　〃 福岡北九州高速道路債 　1件 　　　　　　　〃　　　　　　　〃 168,000,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    額面 168,000,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    額面 168,000,000円額面 168,000,000円

　　　　　　　　　　　　ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンスNV　2件　　〃　　〃 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンスNV　2件 　　　　　　　〃　　　　　　　〃 200,000,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    額面 200,000,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    額面 200,000,000円額面 200,000,000円

　　　            　　　２０年超長期国債    1件　　〃　　〃 ２０年超長期国債　　　　    1件 　　　　　　　〃　　　　　　　〃 100,000,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    額面 100,000,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    額面 100,000,000円額面 100,000,000円

　　〃　　〃 ５年利付国債　　　　　　    1件 　　　　　　　〃　　　　　　　〃 10,000,000

額面  10,000,000円

投資有価証券合計 975,390,430

（2）特定資産 投資有価証券 中期国債　     　　　　　　　1件 40,184,160

額面  40,000,000円

工具器具備品 事務所内備品等 187,416

電話加入権 事務所内電話 74,984

その他の固定資産合計 262,400

固定資産合計 1,016,326,657

　　　　　　　　　資　 　産　 　合　 　計 1,061,302,664

１．流動負債 未　払　金 管理運営業務（監査費用）に係わる負債である 367,500

２．固定負債 役員退職慰労引当金 2,100,000

　　　　　　　　　負　　 債　 　合　 　計 2,467,500

　　　　　　　　　正     味     財     産 1,058,835,164

常勤役員に対する退職金の支払いに備えたも
のであり、公益目的事業及び管理運営業務に係
わる共用負債である

(3) その他の
固定資産

貸借対照表科目

３．　財    産    目    録
平成２４年３月３１日現在

公益目的保有財産であり、運用益を（公１）
研究助成事業の財源として使用している

公益目的保有財産であり、運用益を（公１）
研究助成事業の財源として使用している

公益目的保有財産であり、運用益を（公１）
研究助成事業の財源として使用している

事務所内にて公益目的事業及び管理運営
業務に使用している
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公益財団法人とうきゅう環境財団
（単位：円）

当年度 予　　算 増減

Ⅰ．一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部

（１）経常収益
　　　　（公１）基本財産受取利息 19,505,788 16,065,000 3,440,788
　　　　（公１）特定資産受取利息 440,000 510,000 △ 70,000
　　　　（公３）受取補助金等 400,000 400,000 0
　　　 （公共・法人）受取寄付金 39,151,000 37,000,000 2,151,000
　　　　（公共・法人）雑収益 7,799 2,000 5,799
　　　経常収益計経常収益計 59,504,587 53,977,000 5,527,587

（２）経常費用
　　　　 事　業　費 45,705,338 45,733,000 △ 27,662

33,707,075 35,495,000 △ 1,787,925
助成金 21,805,503 22,000,000 △ 194,497
委員報酬 3,533,330 3,533,000 330
給料手当 6,704,304 6,892,000 △ 187,696
経費 1,663,938 3,070,000 △ 1,406,062

3,494,828 3,065,000 429,828
ＬＴＥＲ調査研究費 800,000 800,000 0
社会貢献学術賞費 532,495 700,000 △ 167,505
給料手当 695,118 595,000 100,118
経費 1,467,215 970,000 497,215

8,503,435 7,173,000 1,330,435
財団だより編集費 3,228,801 2,480,000 748,801
環境学習副読本普及促進費 1,246,500 2,100,000 △ 853,500
給料手当 1,691,325 1,393,000 298,325
経費 2,336,809 1,200,000 1,136,809

　　　　　　管　理　費 13,119,789 13,582,000 △ 462,211
給料手当 10,169,675 10,340,000 △ 170,325
会議費 187,221 120,000 67,221
旅費交通費 88,410 120,000 △ 31,590
通信運搬費 168,587 240,000 △ 71,413
機器リース料 314,434 480,000 △ 165,566
消耗品費 693,217 770,000 △ 76,783
諸会費 193,875 220,000 △ 26,125
諸手数料 52,196 72,000 △ 19,804
諸謝金 525,849 500,000 25,849
雑費 126,325 120,000 6,325
役員退職慰労金引当金繰入額 600,000 600,000 0

経常費用計 58,825,127 59,315,000 △ 489,873
　評価損益等調整前当期経常増減額 679,460 △ 5,338,000 6,017,460

特定資産評価損益 △ 363,600 0 △ 363,600
315,860 △ 5,338,000 5,653,860

　２．　経常外増減の部
（１）経常外収益 0 0 0
（２）経常外費用 0 0 0

　　　　　　当期経常外増減額　当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 315,860 △ 5,338,000 5,653,860
一般正味財産期首残高 1,058,519,304 1,058,519,304 0
一般正味財産期末残高 1,058,835,164 1,053,181,304 5,653,860

Ⅱ．指定正味財産増減の部
　　　　当期指定正味財産増減額当期指定正味財産増減額 0 0 0
　　　　指定正味財産期首残高指定正味財産期首残高 0 0 0
　　　　指定正味財産期末残高指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ．正味財産期末残高 1,058,835,164 1,053,181,304 5,653,860

  （公２）活動支援事業支出

  （公３）啓発普及事業支出

　当期経常増減額

 ４．正 味 財 産 増 減  計 算 書　予 算 対 比　表
（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）

科　　　　　目

  （公１）研究助成事業支出
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監 査 報 告 書                

 

 

公益財団法人とうきゅう環境財団 

 理事長  西本 定保 殿 

 

 

                   平成２４年４月  日 

 

公益財団法人とうきゅう環境財団 

 

  監 事  中 川 幸 次  ㊞ 

 

 

  監 事  岩 田 哲 夫  ㊞ 

 

 

 

 私は、平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの会計年度における会計 

及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。 

  

 １ 監査の方法の概要 

（１） 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧などを必要と思われる監査 

手続を用いて、計算書類の正確性を検討した。 

（２） 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告

を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の

妥当性を検討した。 

  

２ 監査意見 

（１） 貸借対照表、正味財産増減計算書、附属明細書及び財産目録は、会計帳簿の

記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。 

（２） 事業報告書の内容は、真実であると認める。 

（３） 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

過失はないと認める。 
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第３号議案  第５回評議員会招集と議案について 

 

  １．日 時  平成２４年５月３１日（木） 午後４時３０分～５時３０分 

  ２．場 所  東京急行電鉄株式会社 役員会議室 

  ３．議 題 

第１号議案  平成２３年度事業報告について      （省 略） 

   第２号議案  平成２３年度決算報告について      （省 略） 

   第３号議案  監事１名辞任について 

           

          辞任者 中川 幸次 （公益財団法人世界平和研究所 常勤顧問） 


