
書式第１２号（法第２８条関係） 

事 業 報 告 用 
 

 

 

特定非営利活動法人 海に学ぶ体験活動協議会 

（以下、CNACと称す） 

１ 事業の成果 

令和３年度は、コロナ禍継続のため、例年実施していた小学校での海あそび安全講座の代替として、

海あそび安全講座小冊子を各校に配布した。海あそび安全講座指導者養成セミナーはコロナ感染症拡

大予防対策を十分に行い現地で実施した。第 16回全国フォーラムを「今、求められる海辺の体験活動

～浅瀬・ビーチ・干潟から学び、つながる～」のテーマのもとオンライン開催した。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【 1,171 】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

普及・ネットワ
ーク推進事業 

メールマガジン『うみ*に
ゅう』の配信 

月 1回 事務所 2人 会員及びフ

ェイスブッ

ク登録者 

106人 管理費計上 

 ホームページによる情報
公開 

随時 事務所 2人 一般市民 不特定多数 管理費計上 

 広報 随時 事務所 2人 一般市民 不特定多数 管理費計上 

指導者育成・安
全対策促進事
業 

海あそび安全講座小冊子
の配布 

随時 事務所 2人 海あそびに

おける危険

予知と安全

対策に関心

のある市民

及び NPO 

不特定多数 204 

 海あそび安全講座指導者
養成セミナー 

令和 3年 

7月 7-8日 

千 葉 県

南 房 総

市 

4人 海あそびに

おける危険

予知と安全

対策に関心

のある市民

及び NPO 

10人 409 

 海あそび安全講座 
 

令和 3年 

7月 

事務所 2人 東京都、神

奈川県、埼

玉県、千葉

県小学校 8

校 

2112冊配付 

 

12 

 海辺の環境教育プログラ
ム事例集の無料公開 

随時 事務所 1人 海辺の環境

教育プログ

ラムの検討

に関心のあ

る市民及び

NPO 

不特定多数 管理費計上 

 CONE 事業委員会への出席
と講師担当 

年 20回 東京都、大

阪府、山形

県、岩手県 

1人 CONE 安全委

員の会員 

会員数 0 

令和３年度 事 業 報 告 書 



 海の日イベント「みんな海
の日キャンペーン」の実施 

令和 3年 

7月 1-31日 

各地 2名 一般市民 不特定多数 管理費計上 

交流支援事業 第 16 回全国フォーラムの
開催 

令和 3年 

11月 27日 

東京都 4人 海辺の体験

活動に関心

のある市民

及び NPO 

46人 385 

 NPO 法人自然体験活動推
進協議会（CONE）理事活動 

年 5回 東京都 1人 CONE 安全委

員の会員 

会員数 0 

 東京湾再生官民連携フォ
ーラム総会 

令和 3年 

10月 16日 

事務所 1人 東京湾再生

官民連携フ

ォーラム会

員 

会員数 0 

調査研究事業 CNACリーフレット配布 
（HPよりダウンロード） 

随時 事務所 1人 会員 70団体 管理費計上 

活動支援事業 エコセン安全フォーラム 

日本エコツーリズムセンター 

令和 3年 

11月 

オ ン ラ

イン 

1人 一般市民 32人 0 

書籍・教材の
卸・販売事業 

レスキューキャップの販
売 

随時 事務所 2人 海あそびに

おける危険

予知と安全

対策に関心

のある市民

及び NPO 

不特定多数 2 

 

 

（２）その他の事業                    （事業費の総費用【    】千円） 

 

実施しなかった。 

 



書式第１３号（法第２８条関係）

   令和３年度　活動計算書（その他事業がない場合）
特定非営利活動法人海に学ぶ体験活動協議会

（単位：円）
科 目 金　　額 小計・合計

【Ａ】　経　常　収　益
１　受取会費 885,000

正会員受取会費 540,000
賛助会員受取会費 140,000
一般会員受取会費 205,000
学生会員受取会費 0

２　受取寄附金 0

３　受取助成金等 1,956,040
受取補助金　セブン-イレブン記念財団 456,040
受取補助金　港湾関連団体 1,500,000

４　事業収益 56,500
書籍・教材の卸・販売 1,500
海遊び安全講座出前講座 55,000

５　その他の収益 51,061
雑収益 51,061

経　常　収　益　計 2,948,601
【Ｂ】　経　常　費　用

１　事業費
（１）人件費 480,000

事務局人件費 480,000

（２）その他経費 690,744
海あそび安全講座指導者養成セミナー 289,101
安全小冊子増刷 203,500
第16回全国フォーラム 145,271
リーフレット印刷 3,630
受託業務調査費 47,742
書籍・教材の卸・販売事業 1,500

事業費計 1,170,744
２　管理費

（１）人件費 960,000
事務局人件費 960,000

（２）その他経費 193,723
旅費交通費 31,980
通信運搬費 27,933
施設等利用料 97,200
諸会費 30,000
支払手数料 6,610

管理費計 1,153,723
経　常　費　用　計 2,324,467
当　期　経　常　増　減　額　【Ａ】－【Ｂ】　・・・① 624,134
【Ｃ】　経　常　外　収　益

固定資産売却益
過年度損益修正益

経　常　外　収　益　計 0
【Ｄ】　経　常　外　費　用

固定資産売却損
災害損失
過年度損益修正損

経　常　外　費　用　計 0
当　期　経　常　外　増　減　額　【Ｃ】－【Ｄ】　・・・② 0
税　引　前　当　期　正　味　財　産　増　減　額　①＋②　・・・③ 624,134

法人税、住民税及び事業税　・・・④
前期繰越正味財産額　・・・⑤ 6,140,439

次　期　繰　越　正　味　財　産　額　③－④＋⑤ 6,764,573

事 業 報 告 用



書式第１５号（法第２８条関係）

   令和３年度　貸借対照表

（単位：円）
科 目 金　　額 小計・合計

【Ａ】　資　産　の　部
１　流動資産

6,786,293
現金預金 6,786,293

流動資産合計　・・・① 6,786,293
２　固定資産

（１）有形固定資産 0

（２）無形固定資産 0

（３）投資その他の資産 0

固定資産合計　・・・② 0

【Ａ】資　産　合　計　①＋② 6,786,293

【Ｂ－１】　負　債　の　部
１　事業費流動負債

21,720
前受金(年会費) 20,000
未払金(レスキューキャップ購入代金) 1,500
未払金(支払手数料) 220

流動負債合計　・・・③ 21,720
２　固定負債

0

固定負債合計　・・・④ 0
負　債　合　計　③＋④ 21,720
【Ｂ－２】　正　味　財　産　の　部

前期繰越正味財産額 6,140,439
当期正味財産増減額 624,134

正　味　財　産　合　計 6,764,573

【Ｂ】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【Ｂ－１】＋【Ｂ－２】 6,786,293

特定非営利活動法人　海に学ぶ体験活動協議会

事 業 報 告 用
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