
⼀般社団法⼈エゾシカ協会 2020 年度定時総会 
 

⽇ 時：2020 年 5 ⽉ 23 ⽇（⼟）15：30 〜 

会 場：札幌駅前ビジネススペース カンファレンスルーム 2A 

 

 

- 総 会 次 第 – 

 
１．開会  

２．代表理事挨拶   

３．議⻑選出  

４．議事録署名⼈選出  

５．議事議案 

議案第 1 号：2019 年度活動報告  

議案第 2 号：2019 年度収⽀決算、監査報告 

議案第 3 号：2020 年度活動計画 

議案第 4 号：2020 年度収⽀予算   

議案第 5 号：理事の選任 

議案第 6 号：監事の選任 

議案第 7 号：短期借⼊⾦   

議案第 8 号：その他  

 

 

報告：正会員・賛助会員数について 

  年度 団体 個⼈ 賛助 計 

2018 50 54 20 124 

2019 48 61 20 129 

2020 46 58 21 125 



- 議 事 議 案 – 

 

【議案第 1 号：2019 年度活動報告】 

（１）認証事業等 

●シカ捕獲認証（DCC）制度 

・DCC１講習会を計 2 回のコースを実施し、24 名が受講（20 名を認証） 

・酪農学園⼤学カリキュラム連携で学⽣ 16 名受験（11 名を認証） 

・DCC２は現在 3 名を認証（1 名は審査中） 

・委員会３回開催、DCC ネットワーク研修会を岐⾩県で１回開催 

・市町村エゾシカ対策担当職員研修会「DCC 基礎コース」を開催し、33 名が受講 

●AAO エゾシカ料理マイスター認定 

・3 名を新たに認定し、マイスターは計 33 名となった。 

（２）調査事業等 

●「令和元年度洞爺湖中島エゾシカ管理推進業務」（環境省） 

・従来の捕獲⼿法に加え、ドローンを⽤いてシカの分布状況を把握し、効率的に捕獲する⼿法、及

びハイシートを⽤いた捕獲を試⾏した。 

●「洞爺湖中島エゾシカ追い出しカウント調査準備・調整業務」（酪農学園⼤学） 

・カウント調査を円滑に遂⾏するための調査準備、及び関係者の調整を実施した。 

●「令和元年度知床国⽴公園エゾシカ対策（⽇没時銃猟）検討業務」（環境省） 

・夜間銃猟検討候補地の現地調査を実施し、捕獲場所の適否判断や実施⽅法の検討を⾏なった。 

●「都市近郊林エゾシカ捕獲業務」（株式会社ヴィレッジロード） 

・都市近郊林における、くくりわなを⽤いたエゾシカの試験捕獲を実施した。 

●「平成 31 年度洞爺湖中島エゾシカ春季捕獲業務」（環境省） 

・⽣息数の増加を抑える為、出産前にあたる春季に捕獲を実施した。 

●「令和元年度（2019 年度）エゾシカ利活⽤推進地域モデル実証事業（エゾシカ利活⽤のための捕

獲・運搬テキスト作成）」（北海道庁） 

・狩猟者の知識、技能を向上させ、エゾシカ利活⽤の推進を図るため、射撃・運搬テキストを作成

した。（道庁 HP で公開 

http:/ /www.pref.hokkaido.lg.jp/ ks/ skn/est/R1/hokaku_unpan.pdf） 

●令和元年度（2019 年度）エゾシカジビエ利⽤拡⼤推進事業（狩猟者育成講習）（北海道庁） 

・⾷⾁利⽤するために必要な知識と技能を学ぶためのテキスト作成及び講習を実施した。 



●「⿃獣被害対策基盤⽀援事業（利活⽤技術者育成研修事業）」（農⽔省） 

・国産ジビエ認証制度を補完する屋外での衛⽣的な内臓摘出を可能とする研修制度の確⽴を検討し、

研修を試⾏した。 

（３）委員会等 

・利活⽤技術者育成研修事業 捕獲者認証制度（農⽔省） 3 回開催 

・エゾシカ管理のあり⽅検討部会オブザーバー（北海道庁） 3 回開催 

 

 

 

（４）セミナー企画、シンポジウム開催等 

・⾼速道路料理コンテスト委員（10 ⽉） 

・愛知県健康福祉部主催の衛⽣的なシカの解体実習講師（11 ⽉） 

・北海道博物館企画テーマ展「エゾシカ」(10 ⽉ 12 ⽇〜12 ⽉ 15 ⽇)開催（協⼒ エゾシカ協会等） 

・エゾシカ協会・北海道博物館主催シンポジウム「いま、あらためてエゾシカ問題を考える」開催

（10 ⽉ 19 ⽇） 

・第 19 回野⽣⽣物と交通研究発表会（⼀社）北海道開発技術センターと共催（2 ⽉ 17 ⽇） 

（５）その他 

・総会及びセミナーを開催（5 ⽉ 25 ⽇） 

・ニュースレター47 号（10 ⽉ 15 ⽇），48 号（3 ⽉ 31 ⽇）発⾏ 

 

  



【議案第 2 号：2019 年度収⽀決算】   

 
 

 

貸借対照表 2020年3⽉31⽇現在
科⽬ ⾦額   （単位円） 科⽬ ⾦額   （単位円）
【資産の部】
流動資産 27,682,263

【負債の部】
流動負債 4,989,410

当座資産 （27,682,263） 未払金 433,279

現金 126,689 預り金 52,331

預金 10,437,476 未払法人税等 3,152,900

売掛金 17,068,098 未払消費税等 1,350,900

前払費用 50,000 引当⾦ 110,600

負債合計 5,100,010

固定資産 50,000 【純資産の部】
投資その他の資産 （50,000） 資本金 902,699

敷金 50,000 剰余金 21,729,554

利益剰余金 6,776,415

当期未処分利益 14,953,139

（うち当期利益） 8,067,612

純資産合計 22,632,253

資産合計 27,732,263 負債・純資産合計 27,732,263



 
 

  

損益計算書 2019年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇
⾦額（⾮収益事業） ⾦額（収益事業） ⾦額（合計）

営業損益
売上高

売上高（会費） 1,605,000
売上高 30,264,040
謝金 124,130

31,993,170
売上原価

仕入高 21,600 756,437
外注加工費 239,307 950,255

1,967,599
売上総利益 30,025,571

販売費及び一般管理費 1,684,566 17,860,002 19,544,568
営業利益 10,481,003

営業外損益
営業外収益

受取利息 126
雑収入 850,000

850,126
営業外費用 110,600
貸倒引当金繰入 110,600

経常利益 633,657 10,586,872 11,220,529

税引前当期純利益 633,657 10,586,872 11,220,529
法⼈税・住⺠税及び事業税 - 3,152,917 3,152,917
当期純利益 633,657 7,433,955 8,067,612
当期未処分利益 633,657 7,433,955 8,067,612

科⽬



【議案第 3 号：2020 年度活動計画】 

（１）認証事業等 

・シカ捕獲認証（DCC）制度：DCC1 コース各 1 回開催予定 

第 1 期短期集中・分割コース（6 - 7 ⽉） 

第２期短期集中・分割コース（7 ⽉） 

・AAO エゾシカ料理マイスター認定 

（２）調査事業等 

・「令和 2 年度洞爺湖中島エゾシカ管理推進業務」（契約済） 

    ・市町村エゾシカ対策担当職員研修会「DCC 基礎コース」 

・エゾシカ捕獲調査事業  

・イギリスシカ関係機関との連携強化 

（３）委員会等 

・エゾシカ対策有識者会議委員 

・エゾシカ管理のあり⽅検討部会委員 

（４）セミナー企画、シンポジウム開催等 

・第 20 回野⽣⽣物と交通研究発表会予定 

 

（５）その他 

・総会を開催（5 ⽉ 23 ⽇） 

・ニュースレター発⾏（2 回） 

・ホームページ、SNS を活⽤した広報活動、会員メール配信、マスコミ対応 

 

  



【議案第４号：2020 年度収⽀予算】  

 

  

１．収⼊
2020年度予算 2019年度予算

1,645,000 1,660,000

14,000,000 14,000,000

100 100

0 850,000

15,645,100 16,510,100

２．⽀出
2020年度予算 2019年度予算

1 給与手当 3,072,000 2,160,000

2 役員報酬 600,000 3,480,000

3 雑給 500,000 150,000

4 賞与 220,000 150,000

5 法定福利費 450,000 700,000

6 福利厚生費 20,000 20,000

7 謝金講師料 350,000 200,000

8 通信費 300,000 300,000

9 荷造運賃 30,000 30,000

10 水道光熱費 240,000 240,000

11 旅費交通費 3,000,000 3,000,000

12 広告宣伝費 160,000 60,000

13 接待交際費 50,000 50,000

14 会議費 20,000 50,000

15 事務用品費 100,000 150,000

16 消耗品費 800,000 600,000

17 新聞図書費 20,000 20,000

18 修繕費 50,000 0

19 地代家賃 600,000 715,000

20 車両費 600,000 320,000

21 保険料 300,000 200,000

22 租税公課 1,000,000 560,000

23 諸会費 50,000 50,000

24 支払手数料 600,000 600,000

25 研修費 70,000 70,000

26 賃借料 1,200,000 560,000

27 雑費 300,000 300,000

合計 14,702,000 14,735,000

当期収入合計

会費収入

事業収入

利子

雑収入



【議案第５号：理事の選任】 

⾚坂 猛 前・酪農学園⼤学教授 重任 

伊吾⽥ 宏正 酪農学園⼤学農⾷環境学群 環境共⽣学類 准教授 重任 

井⽥ 宏之 エゾシカ協会 重任 

⼤⾦ 弘武 丸⼤⼤⾦畜産(株） 代表取締役社⻑ 重任 

⿅野 たか嶺 （⼀社）北海道開発技術センター 研究員 新任 

⽚桐 成⼆ 北海道⼤学⼤学院獣医学研究院環境獣医科学分野 繁殖学教室 

教授 

重任 

菅野 ⼀敏 （公社）北海道獣医師会 専務理事 重任 

⼩⾕ 栄⼆ ファームエイジ(株) 代表取締役 重任 

近藤 誠司 北海道⼤学名誉教授 重任 

曾我部 元親 エゾシカ⾷⾁事業協同組合理事⻑ 重任 

松浦 友紀⼦ 国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構 森林総合研究所北海道⽀所 

主任研究員 

重任 

 

【議案第６号：監事の選任】 

・伊吾⽥ 順平⽒（NPO 法⼈⻄興部村猟区管理協会 事務局⻑）（重任） 

 

【議案第７号：短期借⼊⾦】 

調査事業等を受託した場合、契約⾦額を限度として借⼊（銀⾏）を可能とし、代表理事決裁とする。 

 

【議案第８号：その他】 


