
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度 事業報告書 

 

 

（平成 25 年 12 月 3 日 から 平成 26 年 11 月 30 日 まで） 
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Ⅰ 法人の概況 

 

1．設立年月日 

平成 25 年 3 月 21 日 

 

2．定款に定める目的 

     この法人は、環境及びスポーツ並びに児童・青少年の健全な育成に関する事業を行

い、地球環境の保全及びスポーツの普及と発展並びに未来を担う児童・青少年の育成

を通じ、豊かな社会の形成に寄与することを目的とする。 

 

3．定款に定める事業内容 

(1) 環境活動の普及と啓蒙 

(2) 環境活動団体及びスポーツ団体等への助成 

(3) 各種スポーツの普及と選手育成の支援 

(4) 児童・青少年の健全育成支援 

(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

4．主たる事務所の状況  

主たる事務所：東京都中央区銀座七丁目 6番 15 号 

 

5．役員等に関する事項 

役職 氏名 現職 

代表理事 大倉俊 ㈱ノエビアホールディングス 代表取締役社長 

専務理事 辻田希代彦 公益財団法人ノエビアグリーン財団 事務局長 

理 事 植松眞 ㈱トーヨーアサノ 代表取締役社長 

理 事 菊間千乃 弁護士 

理 事 島田亨 楽天㈱ 代表取締役副社長執行役員 

理 事 野口健 アルピニスト 

監 事 佐藤陽一郎 太陽グラントソントン税理士法人 代表社員、理事長、

税理士 

監 事 本田親彦 太陽有限責任監査法人 顧問、公認会計士 

評議員 赤川正志 ㈱ノエビアホールディングス 常勤監査役 

評議員 大江匡 ㈱プランテックアソシエイツ 代表取締役会長兼社長 

評議員 白石康次郎 海洋冒険家 

 

評議員 竹内洋岳 ㈱ICI 石井スポーツ所属 プロ登山家 

評議員 浜崎濠次郎 東京都ヨット連盟 理事 

評議員 吉田一幸 ㈱ノエビアホールディングス 取締役 

経営企画、広報・ＩＲ部門 統括責任役員 

 

 



Ⅱ 事業の状況 

 

1．事業の実施概況 

(1)環境事業 

1）環境教室 

自然環境保護に取り組むため、未来の自然を担う子供たちを対象に環境教室を実施して 

います。平成 25 年度は、美しい自然を守り、育てる活動を全国で行っている公益財団 

法人 日本自然保護協会さまに企画協力をしていただき、「東京の身近な自然」をテーマ 

に、東京都港区の国立科学博物館附属 自然教育園にて実施いたしました。 

 

・開催日：平成 26 年 11 月 22 日（土） 

・開催地：国立科学博物館附属 自然教育園 

（住所：東京都港区白金台5-21-5） 

・当日参加者数：親子 11 組（22 名） 

・スケジュール： 

10：00 環境教室開催のご挨拶 

10：15 園内散策・自然観察 

12：00 昼食 

13：00 クラフト体験（飛ぶタネの模型づくり） 

14：20 閉会式・記念撮影 

14：30 解散 

・実施レポート： 

http://www.noevirgreen.or.jp/event/eco/report/2014/index.htm 

 

   2) 六甲山の森づくり事業 

阪神淡路大震災の復興計画の一環で、土砂災害を防ぐ役割の樹林帯を守り育てるため 

一般公募で参加者を募り、森の管理業務に取り組んでいます。 

 

＜活動実績＞ 

・第 1回目 

開催日：平成 26 年 4 月 19 日（土）  

参加者：6名 

活動内容：既存伐採木の整理、つる植物等の除去、常緑樹（ヒサカキ等）の伐採 

   ・第 2回目 

    開催日：平成 26 年 7 月 26 日（土）  

参加者：6名 



活動内容：既存伐採木の整理、つる植物等の除去、常緑樹（ヒサカキ等）の伐採 

    ・第 3回目 

開催日：平成 26 年 10 月 18 日（土）  

参加者：10 名 

活動内容：既存伐採木の整理、つる植物等の除去、常緑樹（ヒサカキ等）の伐採 

    

(2)助成事業 

日本を代表するジュニアスポーツ選手の育成、また、心身ともに健全な青少年の育成に 

寄与することを目的として、一般公募による助成活動を実施しています。 

＜対象＞ 

・児童、青少年の健全育成の向上を目的とした体験活動、およびスポーツの振興に関す 

る事業を積極的に行い、または奨励している団体。 

・将来、世界大会やオリンピック出場を目指すアマチュアスポーツ選手（18 歳以下）。 

＜選考結果＞ 

平成 25 年度は、総応募件数 105 件（個人 26 件、団体 79 件）の中から、団体 3件と個 

人 3名に対し、助成金を交付いたしました。 

 

【団体 3件】 

団体名 事業の名称 事業内容 

一般社団法人 

アカデミーキャンプ 

（神奈川県） 

福島ドラゴンボート 

アカデミー 

被災した福島の子供たちの心身の健全な

育成を目的に、ニュースポーツ「ドラゴ

ンボート」のクラブチームを結成し、合

宿を実施 

一般社団法人 

障害者スキー振興協会 

（埼玉県） 

障害者スキー 

普及活動 

障害者スキーの普及と障害のある児童で

もスキーを楽しめる環境作り 

特定非営利活動法人 

練馬区水泳連盟 

（東京都） 

ノーマライゼーション

水泳フェスティバル 

障害者シンクロナイズドスイミングの普

及のため、障害者と健常者が一緒に参加

する演技発表会を実施 

 

【個人 3名】 

氏名 年齢 競技種目 

キタ スミレ 

喜田 純鈴 

（香川県） 

13 歳 新体操 

ヒグチ ワカバ 

樋口 新葉 

（東京都） 

13 歳 フィギュアスケート 

モロタ ミサキ 

諸田 実咲 

（群馬県） 

15 歳 棒高跳 



2．役員会等に関する事項 

実施年月日 理事会又は評議員会 議案内容 

平成 26 年 2 月 19 日 理事会 1. 平成 25 年度（平成 25 年 3 月 21 日

から平成 25 年 11 月 30 日） 事業

報告書、計算書類、財産目録およ

び附属明細書承認の件 

2. 専務理事の選任の件 

3. 職員給与規程および就業規則の承

認の件 

4. 一般法人法第 194 条第 1 項の規定

に基づく評議員会目的事項提案

（評議員会の決議の省略）の件 

平成 26 年 2 月 28 日 

 

 

評議員会 1. 平成 25 年度（平成 25 年 3 月 21 日

から平成 25 年 11 月 30 日）事業報

告書、計算書類、財産目録および

附属明細書承認の件 

2. 専務理事の選任の件 

3. 職員給与規程および就業規則の承

認の件 

平成 26 年 11 月 14 日 理事会 1. 平成 26 年度事業計画書、収支予算

書、資金調達及び設備投資の見込

み承認の件 

2. 旅費規程承認の件 

3. 謝金規程承認の件 

4. 助成金交付規程および募集要領の

改定案承認の件 

5. 一般法人法第 194 条第 1 項の規定

に基づく評議員会目的事項提案 

（評議員会の決議の省略）の件 

平成 26 年 11 月 26 日 評議員会 1. 平成 26 年度事業計画書、収支予算

書、資金調達及び設備投資の見込

み承認の件 

2. 旅費規程承認の件 

 

Ⅲ 法人の課題 

・当財団の認知度向上をはじめ、環境教室の参加者募集や助成事業の一般公募などに際し

ての効果的な広報活動の検討 

・新規事業の検討を含め、中長期的な事業計画策定 


