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 特定非営利活動法人大阪自然史センター 

    2010 年度事業報告 

 

（平成 22（2010）年１月１日～12 月 31 日） 

 

Ⅰ 事業実施報告 

広く自然史科学の発展と普及にとり組み、大阪市立自然史博物館(以下、「博物館」と略す)の事業の進展に寄

与することを通して、市民の自然に対する理解を深めることを目的とし、また、自然保護・自然環境保全に関する

事業を充実実施した。特に 2010 年は国際生物多様性年として各地で関連事業が開催され、会員をはじめ関係

者を交え広く自然に親しもうとする市民とともに更なる発展を目指すこととした。 

 

 

Ⅱ 各事業について 

１．友の会事業 

[内  容] 

 大阪市立自然史博物館友の会を組織し、会報Nature Study毎月の12回発行と月例ハイキングや友の会合宿

など自然観察事業を実施、淀川展ではプロジェクト Y を結成し３ヵ年におよび成果を特別展に発表した。 

[場  所] 

 大阪市立自然史博物館および大阪府下など 

[日  時] 

 平成 22 年通年 

[対象者] 

 大阪市立自然史博物館友の会へ入会した市民等 1712 名、賛助会員 44 口（43 名） 

 

 

２．ミュージアムサービス事業 

[内  容] 

 大阪市立自然史博物館・花と緑と自然の情報センターへの来館者に、自然史に関する書籍、グッズ等の提供

し自然史科学の普及および来館者サービスを実施、春の特別展示をはじめ各種イベント開催にあわせ提供物

品を充実させるなど臨機応変に対応し市民・来場者の好評を得た。 

[場  所] 

 大阪市立自然史博物館 

[日  時] 

 平成 22 年通年 

[対象者] 

 一般来館者 

 

 

３．ボランティア事業 

[内  容] 

 大阪市立自然史博物館主催行事などの市民の自然観察を支援し、また、同時に自然観察の指導を行える補

助スタッフ、リーダーを育成、養成した。 

[場  所] 

 大阪市立自然史博物館内および大阪府下など 

[日  時] 

 22 年度通年 

[対象者] 

 大阪市立自然史博物館友の会会員並びに市民 
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４．出版事業 

[内  容] 

 自然観察など自然史科学の書籍の発刊企画を行い、自然観察を通じて自然史科学の普及に努める準備をし

た。 

 

５．調査研究受託事業 

[内  容] 

 自然史科学の振興のための大台ケ原自然再生調査・淀川水系水生湿生植物分布調査・貝塚市自然環境保

全基本調査などを受託・実施した。 

  

[日  時] 

 平成 22 年通年 

[場  所] 

 大阪府下等  

   

６. 普及教育受託事業 

[内  容] 

 自然史科学の普及教育のため各種イベント・事業のチラシ・資料・看板等作成、特別展デジタル展示作成、ワ

ークショップなどを受託・実施した。また、国際生物多様性年イベントに資材提供業務を受託した。 

[場  所] 

 大阪市立自然史博物館、大阪府下など 

[実施日時] 

 平成 22 年通年 

 

 

７.  自然保護・自然環境保全事業 

[内  容] 

 関西自然保護機構を組織し、会誌の発行、シンポジュームの開催、研究支援事業の実施、自然保護に関する

提言、調査研究の受託、その他機構の目的を達成するために必要な事業を実施した。 

[場  所] 

 大阪市立自然史博物館、大阪府下など 

[日  時] 

 平成 22 年通年 

  

８  施設運営管理事業 

[内  容] 

 自然史科学の振興普及および自然保護・自然環境の保全に関する施設の運営管理事業を実施した。 

   高槻市芥川緑地資料館の施設管理運営事業の共同受託 

    NPO 法人芥川倶楽部との共同受託     

[場  所] 

 高槻市南平台 5-59-1 

[事業期間] 平成 21 年度から 23 年度末まで 
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Ⅲ 社員総会の開催状況 

[名    称] 定期総会 大阪市立自然史博物館会議室 

[日    時]  平成 22（2010）年 1 月 23 日 午後 3時 00 分～ 午後 4時 30 分 

[出席者数]  34 名（うち委任状 11 名）社員総数 53 名 

[内容] 議 事 

 第１号議案 平成 21（2009）年度事業報告 

事務局から定款記載の事業を例年どおり実施したことが報告され、出席社員の満場の一致をもって    平成

21（2009）年度事業報告を承認した。 

   

 第２号議案 平成 21（2009）年度収支決算 

事務局から決算内容が説明され、監事から監査報告があり、出席社員の満場の一致をもって平成 21（2009）年

度決算を承認した。 

  

 第３号議案 平成 22・23（2010・2011）年度事業計画 

事務局から定款記載の事業を実施する旨の提案説明があり、事業計画資料については監督官庁の指示に基

づき文言を修正することがある旨を了承し、出席社員の満場の一致をもって平成 22・23（2010・2011）年度事業

計画を承認した。 

 

 第４号議案 平成 22・23（2010・2011）度収支予算 

事務局から提案説明し 一部誤植を修正し、また、監督官庁の指示に基づき文言を修正することがある旨を了

承し、出席社員の満場の一致をもって平成 22・23（2010・2011）年度予算を承認した。 

  

Ⅳ 理事会の開催状況 

１．第 1 回理事会 大阪市立自然史博物館会議室 

    平成 22（2010）年１月 23 日 午後１時 00 分～午後 2時 30 分 

議案 2009 年度総会提出議案について  

 第１号議案．平成 21（2009）年度事業報告 

 第２号議案．平成 21（2009）年度収支決算報告 

 第３号議案．平成 22,23（2010,2011）年度事業計画 

 第４号議案．平成 22,23（2010,2011）年度収支予算 

 

２．第 2 回理事会 大阪市立自然史博物館会議室 

    平成 22 年 3 月 28 日 午後 1 時～午後 4時 

 報告 1．新年度館の体制の件 

 報告 2．事務局体制について 

    ・ センター職員の人事採用の件 

     ・ 新年度事務局組織の件  

 報告 3. 就業規則の改正について 

 報告 4.  指定管理事業（高槻市芥川緑地資料館の施設運営管理）について 

     2009 決算、2010 事業、指定更新対策 

 報告 5  新年度助成金・受託等事業の申請・確定状況 

 報告 6.  2010 年度上半期の事業について 

(1)   ミュージアムサービス事業 
(2)   COP10EXPO 大阪 出展の件 
(3)   雇用開発助成金の件 
(4)   古物商の件 
(5)   フェス開催の件 
(6)   ショップ・ネット販売対策 
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(7)  その他（出版・シダとコケ CD頒布） 
 報告 7 その他 

 
３．第 3 回 理事会 大阪市立自然史博物館会議室 

    平成 22 年 9 月 4 日 午後 1時～3時 

 報告１  上半期の事務事業の進捗 

   （１）税務調査の件、あくあぴあ決算の件、人件費単価の件ほか 
  （2)ミュージアムサービス事業 
  (3)雇用開発助成金の件 
  (4)古物商の件 
  (5)ショップ・ネット販売対策 
 報告２  助成金申請採択状況 

 報告３  指定管理事業（あくあぴあ芥川）の受託の進捗 

 報告４  事務局体制（センター職員の採用状況） 

 報告５  下半期の事務事業の予定 

       生物多様性条約締約国会議対応 

       大阪自然史バードフェスティバルの進捗 

 報告６  その他 

       メルマガの体制変更 

       監督官庁の変更 

 議題 1   次期役員の選任について（23 年 1 月 31 日までが任期） 

 議題 2  指定管理事業（あくあぴあ芥川）の次年度共同活動体受託について 

 

 

4． 第 4回理事会 大阪市立自然史博物館会議室 
平成 22 年 12 月 4 日 午後 1時～3時 

 報告１  2010 年の事務事業実績 

     友の会ほか各種事業 

     ワークショップほか受託事業関係 

     生物多様性条約締約国会議（CBDCOP10）関係 

     大阪自然史バードフェスティバル状況 

     ほか  

 報告２  指定管理事業（あくあぴあ芥川）の受託の進捗 

 報告３  助成金申請採択状況 

     雇用促進事業関係 

 

 議題 1   次期役員の選任について（23 年 1 月 31 日までが任期） 

 

 議題 2   2011 年総会(2010 年度）に向けて 

     2010 年度事業報告・決算見込み 

     2011 年度事業計画・予算 

 

 議題 3   次回理事会および 2010 年度総会の開催について 

      ① 平成 23 年 1 月 22 日午後 1時 30 分から理事会 

        同     午後 3 時 30 分から総会 

      ② 提出議案について 

 


