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2012年度事業報告書  

（2013年1月22日～2013年3月31日：但し、設立準備期間の報告を含む）  

はじめに 

「知床に主として野生生物保護のスペシャリストを育成するための高等教育研究機関（大学院大

学）を作る」ために設立された一般財団法人知床自然大学院大学設立財団の2012年度の活動及

び事業は、実質２ヶ月という短い期間ではあったが本格的な事業を展開する2013年４月以降に向け

た準備のため一定の成果を上げることが出来た。  

この期間に2回の理事会を行い、法人の適正な運営を図るための諸規程・規則の整備を進めると

ともに、事務局の運営体制を確立し、この法人の活動・事業を安定的に継続していくための基盤整

備がなされた。 

さらにこの法人の目的である「より緻密な大学院大学像をつくりあげ」「大学院設立に必要な資金

を集める」という二つの課題について2013年度本格的展開の準備がなされた。 

以下、2012年度の事業活動について報告する。  

 

１ 法人設立及び適正な運営基盤整備に関する業務  

１-1 法人設立及び関連した諸手続きについて 

1-1-1 設立者２名（午来昌、上野洋司）より、設立のための拠出金 510万円が代表理事の口

座に払い込まれた。（2012年11月15日） 

1-1-2 役員・評議員等就任予定者等による合同会議を斜里町（道の駅しゃり会議室）にて開

催した。（2012年12月16日） 

1-1-3 北見公証役場にて公証人より定款認証を受けた。（2012年12月27日） 

1-1-4 定款の主たる事務所への備置を開始した。（同上）  

1-1-5 設立時理事による調査が完了した（2013年1月9日） 

1-1-6 北見法務局において設立登記申請書が受理された。（2013年1月22日） 

1-1-7 定款の備置を開始した。（同上）  

1-1-8 北見法務局より登記完了の通知を受け同日謄本を取得した。（2013年1月31日） 

1-1-9 網走税務署へ法人設立届けを提出した。（2013年3月19日） 

1-1-10 斜里町へ法人設立届けを提出した。（2013年3月19日） 

1-1-11 オホーツク総合振興局へ法人設立届けを提出した。（2013年3月19日） 

１-2 事務所の設置と事務員の配置  

1-2-1 斜里町青葉町18番地に事務所を設置し、通信環境や備品等を配置した。（2012年11

月20日より準備事務所  2013年1月22日より主たる事務所）日）  

1-2-2 専任の事務局員１名（竹川智恵）を採用し、設立準備中の2012年12月1日から、主た
る事務所に配置した。 

1-2-3 事務局長に金澤裕司理事が就任。（2013年2月24日理事会にて決議）  

１-3 適正な運営基盤確立のための諸規程の整備  

  1-3-1 第１回理事会において下記の諸規程を決議。（2013年2月28日） 

①稟議・決裁権限規程  

②賛助会員規程    

http://search.goo.ne.jp/web.jsp?MT=%E9%80%9A%E4%BF%A1&IE=UTF-8&from=goomail-keyword&PT=goomail-keyword
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   ③理事会運営規程  

   ④財産運用管理規程  

   ⑤事務局規程  

1-3-2 第2回理事会において「専門委員会運営規則」を決議。（2013年3月24日） 

１-4 法人としての会計処理業務の開始について 

1-4-1 以下の銀行口座を開設した。 

ゆうちょ銀行  九九八店（2月1日） 斜里町農業協同組合本所（3月7日） 

網走信用金庫  斜里支店（同上）  斜里第一漁業協同組合本所（3月8日） 

北洋銀行  斜里支店（同上）  ウトロ漁業協同組合本所（3月11日） 

北海道銀行  斜里支店（同上）  大地未来信用金庫羅臼支店（3月25日） 

1-4-2 2013年2月18日、設立者からの拠出金（510万円）を代表理事口座から当法人の網走

信用金庫口座に移行した。また、3月 29日、上記口座より基本財産として受け入れた

300万円を、北洋銀行定期預金口座に移行している。  

 

２ ファンドレイジングについて 

2-1 賛助会員募集の開始  

 2-1-1 賛助会員規程に基づき会員募集方針を作成した。  

 2-1-2 「賛助会員のお誘い」パンフレットを1000部作成した。 

（完成は4月18日） 

 2-1-3 会員募集を3月8日にスタートさせた。 

（但し、今年度の加入は役員・評議員のみで、本格的な加入を呼びかけ活動は2013年

度となる。） 

2-2 寄付金、募金活動  

2-2-1 当法人の運営資金の募金をスタートさせ、年度内で￥546,000の募金があった。 

2-2-2 斜里町内でのパンフレット普及および寄付金募集の計画を作成した。  

  

３ 広報事業  

3-1 インターネットを活用した広報を開始した。 

3-1-1 ホームページの作成作業を行い暫定公開した。  

（2013年2月12日  http://shiretoko-u.jp/ ） 

3-1-2 2013年1月9日、フェイスブックを立ち上げた。  

3-2 マスメディア向けのプレスリリースを推進した。 

  3-2-1 設立の準備活動が北海道新聞1面に大きく報道された。（2013年1月8日） 

3-2-2 法人設立についてマスコミ各紙、TV局が報道した。 

報道は以下の通り。 

新聞社  北海道新聞（1/11、3/18） 

朝日新聞 (1/11 道内版 ) 

読売新聞 (1/11 道内版 ) 

毎日新聞 (1/11、2/3 道内版） 

http://shiretoko-u.jp/
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共同通信 (1/21 取材対応 ) 

TV局  NHK、STV、HTB、HBC、uhb 

が設立記者会見を放映。 

3-2-3 北海道新聞が1月22日社説で「保護の実績生かす場に」と論じた。  

（別紙資料参考）  

 3-3 諸団体への協力依頼を開始した。 

3-3-1 2月23日札幌で行われた知床世界自然遺産地域科学委員会において、知床自然大

学構想と準備のための一般財団法人知床自然大学院大学設立財団について説明と

協力依頼を行った。 

3-3-2 北海道21世紀総合研究所を訪ね知床自然大学院大学設立への協力依頼を行った。

（3/18） 

 

４ 学校法人設立と大学院大学の設置の準備活動  

4-1 知床自然大学院大学計画策定専門委員会運営規則を定めた。 

 

５ その他必要な事業  

5-1 設立趣意の英語訳、中国語訳、ロシア語訳を作成した。  

 

６ 理事会及び役員等に関する報告  

6-１ 理事会に関する事項  

第１回理事会（2013年2月20日送付：書面によるみなし開催） 

    ＜決議事項：2013年2月28日決議＞ 

     第1号議案  2012年度事業計画案及び収支予算案の承認の件  

     第2号議案  稟議・決裁権限規程案の承認の件  

     第3号議案  賛助会員規程案の承認の件  

     第4号議案  理事会運営規則案の承認の件  

     第5号議案  財産運用管理規程案の承認の件  

     第6号議案  事務局規程案の承認の件  

     第7号議案  理事金澤裕司氏に事務局長を委嘱する案の承認の件  

    以上、原案通り可決した。 

＜報告事項＞ 

     ・一般財団法人知床自然大学院大学設立財団  設立登記及び経過等に関する報告  

     ・一般財団法人知床自然大学院大学設立財団設立時貸借対照表について  

 

   第２回理事会（2013年3月24日、斜里町ゆめホール知床会議室にて開催） 

    ＜決議事項＞ 

     第1号議案  2013年度事業計画案の承認の件  

     第2号議案  2013年度収支予算案の承認の件  

     第3号議案  知床自然大学院大学計画策定専門委員会運営規則案承認の件  

     第4号議案  コピー機等リース契約承認の件  
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     第5号議案  第１回評議員会開催のについて  

    以上、第１号議案は一部字句修正、その他は原案通り可決  

＜報告事項＞ 

    ・敷田理事の退任に関する報告  

    ・賛助会員の加入及び募金に関する報告  

    ・その他理事の業務執行報告  

   ＜検討事項＞ 

    ・当法人の英語表記について  

    ・当法人の設立趣意書の英語訳、ロシア語訳、中国語訳について  

 

6-2 役員等に関する事項（201２年（平成2４年）度末現在） 

＜役員＞ 

役職  氏名  就任年月日  担当職務  略歴  

理事  田中俊次  2013年1月22日  代表理事  東京農業大学教授  

理事  中川  元  2013年1月22日  業務執行
理事  元知床博物館館長  

理事  上野雅樹  2013年1月22日  業務執行
理事  

知床ユネスコ協会事務局長  

理事  家村充尋  2013年1月22日   知床ユネスコ協会会員  

理事  梶  光一  2013年1月22日   東京農工大学教授  
日本哺乳類学会理事長  

理事  金澤裕司  2013年1月22日   羅臼町教育委員会自然環境教育主幹  

理事  齋藤卓也  2013年1月22日   公益財団法人北海道環境財団専務理
事  

理事  鈴木幸夫  2013年1月22日   会社員  日本聖公会東京教区監事  
カパティラン理事   

理事  吉野英治  2013年1月22日   知床観光興業代表取締役  

監事  木村耕一郎  2013年1月22日   斜里町議会議長  

監事  廣川昭廣  2013年1月22日   税理士  

※役員報酬を支給している役員はないが、当法人の事業・業務に関する必要な経費を、本人からの

申請に基づき支給している。 

※全ての役員は非常勤である。 

＜顧問及び相談役＞ 

役職  氏名  就任年月日  略歴  

顧問  大泰司紀之  2013年1月22日  知床世界自然遺産地域科学委員会委員長   
北海道大学名誉教授   
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顧問  松浦晃一郎  2013年1月22日  公益財団法人日仏会館理事長   
前ユネスコ事務局長（第8代） 

顧問  渡辺綱男  2013年1月22日  
自然環境研究センター上級研究員  
国連大学シニアプログラムコーディネーター  
前環境省自然環境局長  

相談役  丹保憲仁   2013年1月22日  北海道立総合研究機構理事長  
北海道大学名誉教授 (第15代総長 )  

※理事会の諮問に応じて当法人の事業・業務に対して指導・助言などのご支援をいただいている  

※報酬は支給していないが、理事会から委任された当法人の事業・業務に関する必要な経費を支

給する場合がある。 

＜評議員＞ 

役職  氏名  就任年月日  略歴  

評議員  石  弘之  2013年1月22日  環境問題研究者  

評議員  上野洋司  2013年1月22日  知床斜里町観光協会会長  

評議員  午来  昌  2013年1月22日  元斜里町長  

評議員  鈴木眞吾  2013年1月22日  
元斜里町教育委員長  
知床ユネスコ協会会長  

評議員  土橋利文  2013年1月22日  斜里町商工会会長  

評議員  深山和彦  2013年1月22日  ウトロ漁業協同組合代表理事組合長  

※報酬を支給している評議員はないが、当法人の事業・業務に関する必要な経費を、本人からの申

請に基づき支給している。 

 

７ 事務局に関する報告  

  ・事務局長  金澤裕司（理事：非常勤）  第２回理事会にて選任  

  ・事務局員  竹川智恵（常勤） １名  

 

 

＜附属明細書の作成について＞  

2012年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34条第3

項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成してい

ない。 

 
以上  

 


