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NPO 法人紡ぎ組平成 28 年度通常総会 議事次第 

 

1. 開会 

2. 挨拶 

3. 議長選出 

4. 議案 

i. 平成 27 年度（第二期）事業報告・収支決算報告 

ii. 平成 28 年度（第三期）事業計画・展望 

iii. 役員の選任の件 

iv. 定款の変更の件 

v. その他 

5. 閉会 

  



議案 1. 平成 27 年度（第 2 期）事業報告・収支決算報告 

1. 平成 27 年度（第 2 期）事業報告（平成 27 年 6 月 1 日～平成 28 年 5 月 31 日） 

昨年度の活動を引き続き行い、主に「一次産業発展事業」、「空き地、空き家の活用提

案・企画・運営事業」、「漁業・農業・観光の融合振興事業」について進めました。 

① 一次産業発展事業 

Ⅰ. 昨年に引き続き、白米千枚田のオーナーとなり、田起こしから、畔塗り、田

植え、草刈、稲刈りまで、県外の人を集めて行いました。千枚田の土地の素晴ら

しさ、米の美味しさなどを広めることが出来ました。  

Ⅱ. 伊勢丹 3 店舗で行われた、金沢・能登展に出店。能登の水産物や農産物を首

都圏の人に広めました。また、販売は首都圏の若者に協力してもらい、若者にも

仕事を通して能登の食の素晴らしさを知ってもらいました。 

Ⅲ.能登の農家と県外援農者を紡ぎました。松尾栗園（輪島市）に東京の大学生を、

川原農産（輪島市）に三重県の若者と佐渡の若手農家を、援農期間中の滞在場所

として深見荘を利用してもらいました。 

Ⅳ.輪島漁協と連携し、輪島港の魚を都内の飲食店に広めました。また、魚の情報

（魚種や食べ方など）をネットを通じて公開し、知名度アップに貢献しました。 

Ⅴ.輪島の離島「舳倉島」で漁師が生産している塩を、漁師に代わって宣伝・販売

しました。 

Ⅵ.志賀町（合同会社 菜夢来）の幸露柿を日本橋三越で販売しました。川原農産

の米を川崎市民まつりで販売しました。 

Ⅶ.深見荘にて、能登の食材を使った料理を提供。観光客に旬の食材や料理方法を

知ってもらうことで、更に能登に興味を持ってもらい、リピーターとして何度も

訪れてもらうことが出来ました。 

② 空き地、空き家の活用提案・企画・運営事業 

Ⅰ.空き家である深見荘と周辺の地域を賛同者と共に、改修・修繕・環境整備を

しています。予算を抑えるためにリサイクルセンターから端材を格安で分けてもらっ

ています。 

Ⅱ.深見荘を交流拠点として活用しています。当初、簡易宿舎にすることを目標

としていましたが、消防法に準拠するためには多額の設備投資が必要になるため、

一旦旅館業を取得することは中止しました。今は深見荘を、首都圏や輪島住民の交

流拠点や、農水産物の情報発信拠点、能登の自然を体験する場所、移住者の体験施

設として活用しています。 

Ⅲ.深見荘周辺地域の耕作放棄地を開墾し、畑にしています。また住民が憩える

よう畑の一角にウッドデッキを作りました。 

Ⅳ.深見荘のホームページを作りました。http://fukamisou.tsumugigumi.org 



  Facebook でも深見荘ページを作り頻繁に情報を発信しています。 

Ⅴ.深見荘でイベントを開催しました。キリコ祭り＆BBQ、,稲刈り＆BBQ、古

民家改修ワークショップ、移住体験ワークショップなど。 

③ 漁業・農業・観光の融合振興事業 

Ⅰ．食材を農家や漁師から手に入れ、深見荘で調理、お客様に提供し、能登を食

の面からアピールしました。 

Ⅱ．キリコ祭り（輪島大祭）に、東京や名古屋など首都圏の若者たち約 30 名でチ

ームを組んでキリコを担ぎました。地元の人と交流を深めました。 

Ⅲ．輪島海士町の輪島大祭前夜祭のステージに東京の若手ミュージシャンに出演

していただきました。東京の若者と海士町の会長はじめ漁師・海女さんと交流を

持ちました。 

Ⅳ.東京都内で能登の食材を使ったイベントを 4 回開催しました。 

Ⅴ..輪島の歌を作り、東京をはじめ全国のライブで歌いました。輪島市内では、海

士町の前夜祭と、カニ祭りのステージ、深見荘でのビーチライブに出演しました。 

 

  



2. 平成 27 年度（第 2 期）収支決算書 

■活動計算書（事業別） 

2016 年 5 月 31 日現在  (円) 

科目

CD 
科目 金 額 

 1.経常増減の部 

  (1)経常収益 

   受取会費 

# 正会員受取会費 48,000     

# 賛助会員受取会費 6,000     

  受取会費計   54,000   

   受取寄付金 

# 受取寄付金 620,447     

  受取寄付金計   620,447   

   事業収益 

# 一次産業発展事業収益 1,835,967     

  事業収益計   1,835,967   

   その他収益 

# 受取利息 70     

  その他収益計   70   

  経常収益合計     2,510,484 

  (2)経常費用 

  事業費 

■第一次産業及び第六次産業の発展事業 

 一次産業発展事業費 

  60 会議費 48,381     

  80 旅費交通費 116,977     

  90 通信運搬費 872     

  95 広告宣伝費 1,477,732     

  110 消耗品費 13,348     

  130 新聞図書費 1,944     

  155 車両費 77,760     

  170 支払地代家賃 77,760     

  195 支払手数料 1,080     

 一次産業発展事業費計   1,815,854   



■第一次産業及び第六次産業の発

展事業計 
  1,815,854   

  

■空き地、空き家の活用提案・企画・運営事業 

 空き家活用事業費 

  60 会議費 47,930     

  80 旅費交通費 116,977     

  95 広告宣伝費 7,023     

  100 消耗什器備品費 183,830     

  110 消耗品費 53,640     

  120 修繕費 18,957     

  155 車両費 77,760     

  160 水道光熱費 135,119     

  170 支払地代家賃 77,760     

  175 賃借料 47,500     

  195 支払手数料 1,728     

 空き家活用事業費計   768,224   

■空き地、空き家の活用提案・企画・

運営事業計 
  768,224   

  

■交流振興事業 

 交流振興事業費 

  60 会議費 31,954     

  80 旅費交通費 77,984     

  110 消耗品費 14,689     

  155 車両費 51,840     

  170 支払地代家賃 51,840     

  185 諸会費 70,000     

  195 支払手数料 216     

 交流振興事業費計   298,523   

■交流振興事業計   298,523   

  

  事業費計   2,882,601   

  管理費 

  50 福利厚生費 4,744     



  60 会議費 31,954     

  70 交際費 15,540     

  80 旅費交通費 77,985     

  90 通信運搬費 724     

  110 消耗品費 3,353     

  115 事務用品費 1,008     

  130 新聞図書費 832     

  155 車両費 51,840     

  170 支払地代家賃 51,840     

  185 諸会費 49,600     

  管理費計   289,420   

  経常費用合計     3,172,021 

 当期経常増減額     -661,537 

 2.経常外増減の部 

  (1)経常外収益 

  経常外収益合計     0 

  (2)経常外費用 

  経常外費用合計     0 

 当期経常外増減額     0 

 税引前当期正味財産増減額     -661,537 

# 法人税、住民税及び事業税 151,000     

 当期正味財産増減額     -812,537 

 正味財産期首残高     -1,330,257 

 正味財産期末残高     -2,142,794 

 

 

  



■活動計算書（費用別） 

2016 年 5 月 31 日現在  (円) 

科目

CD 
科目 金 額 

 1.経常増減の部 

 (1)経常収益 

受取会費 

# 正会員受取会費 48,000     

# 賛助会員受取会費 6,000     

  受取会費計   54,000   

受取寄付金 

# 受取寄付金 620,447     

  受取寄付金計   620,447   

事業収益 

# 一次産業発展事業収益 1,835,967     

  事業収益計   1,835,967   

その他収益 

# 受取利息 70     

  その他収益計   70   

  経常収益合計     2,510,484 

 (2)経常費用 

 事業費 

  【その他費用】 

 - 60 会議費 128,265     

 - 80 旅費交通費 311,938     

 - 90 通信運搬費 872     

 - 95 広告宣伝費 1,484,755     

 - 100 消耗什器備品費 183,830     

 - 110 消耗品費 81,677     

 - 120 修繕費 18,957     

 - 130 新聞図書費 1,944     

 - 155 車両費 207,360     

 - 160 水道光熱費 135,119     

 - 170 支払地代家賃 207,360     

 - 175 賃借料 47,500     



 - 185 諸会費 70,000     

 - 195 支払手数料 3,024     

  【その他費用計】   2,882,601   

  事業費計   2,882,601   

 管理費 

  【人件費】 

 - 50 福利厚生費 4,744     

  【人件費計】   4,744   

  【その他費用】 

 - 60 会議費 31,954     

 - 70 交際費 15,540     

 - 80 旅費交通費 77,985     

 - 90 通信運搬費 724     

 - 110 消耗品費 3,353     

 - 115 事務用品費 1,008     

 - 130 新聞図書費 832     

 - 155 車両費 51,840     

 - 170 支払地代家賃 51,840     

 - 185 諸会費 49,600     

  【その他費用計】   284,676   

  管理費計   289,420   

  経常費用合計     3,172,021 

 当期経常増減額     -661,537 

 2.経常外増減の部 

 (1)経常外収益 

  経常外収益合計     0 

 (2)経常外費用 

  経常外費用合計     0 

 当期経常外増減額     0 

 税引前当期正味財産増減額     -661,537 

# 法人税、住民税及び事業税 151,000     

 当期正味財産増減額     -812,537 

 正味財産期首残高     -1,330,257 

 正味財産期末残高     -2,142,794 

  



 ■貸借対照表 

2016 年 5 月 31 日現在  (円) 

  科  目 金  額 

  資産の部       

    流動資産       

      現金 75,306     

      普通預金 159,827     

      ゆうちょ銀行 657,524     

      短期貸付金 1,041,000     

      立替金 538,355     

    流動資産合計   2,472,012   

    固定資産       

    固定資産合計   0   

  資産合計     2,472,012 

  負債の部       

    流動負債       

      未払金 263,806     

      未払法人税等 151,000     

    流動負債合計   414,806   

    固定負債       

      長期借入金 4,200,000     

    固定負債合計   4,200,000   

  負債合計     4,614,806 

  正味財産の部       

    正味財産期首残高   -1,330,257   

    当期正味財産増減額   -812,537   

  正味財産合計     -2,142,794 

  負債及び正味財産合計     2,472,012 

    

 

  



財産目録 

2016 年 5 月 31 日現在  (円) 

  科  目 
摘  

要 
金  額 

  資産の部         

    流動資産         

      現金   75,306     

      普通預金   159,827     

      

--石川県信用漁

業協同組合連合

会 

  147,034     

      --三井住友銀行   10,800     

      --北陸銀行   893     

      --北國銀行   1,000     

      --ろうきん   100     

      ゆうちょ銀行   657,524     

      短期貸付金   1,041,000     

      立替金   538,355     

      --その他   538,355     

    流動資産合計     2,472,012   

    固定資産         

    固定資産合計     0   

  資産合計       2,472,012 

  負債の部         

    流動負債         

      未払金   263,806     

      --その他   263,806     

      未払法人税等   151,000     

    流動負債合計     414,806   

    固定負債         

      長期借入金   4,200,000     

      --その他   4,200,000     

    固定負債合計     4,200,000   

  負債合計       4,614,806 

  正味財産合計       -2,142,794 



 

議案 2. 平成 28 年度（第 3 期）事業計画・展望 

１． 平成 28 年度（第 3 期）事業計画（平成 28 年 6 月 1 日～平成 29 年 5 月 31 日） 

今年度は、前年度に引き続き一次産業発展事業、観光振興事業、空き地空き家の

活用を中心に行っていく予定です。各事業を包括する形として、来年度から深見荘

周辺（大谷内地区）を使って夏フェス（極上フェス）を開催します。（開催母体は「奥

能登地域づくりの会」紡ぎ組は協力団体とします）事業計画は別紙参照。今年度は、

来年の極上フェスに向けての準備をします。 

今まで、輪島に在住するメンバーがいませんでしたが、今年度から深見荘を拠点

に活動できる人員を配置することで、リアルタイムな情報発信や活動が可能となり

ます。 

●一次産業発展事業について 

Ⅰ.水産物については、輪島港・西海漁港・鰀目漁港・鹿渡島定置（七尾）・浜野

水産（珠洲）高邦水産（築地）などと更に関係を深め、首都圏へ魚情報の発信を進

めていきます。輪島メンバーが増えたことにより前年度よりも頻繁に発信すること

ができるようになります。首都圏等の飲食店への仲介・首都圏等での販売・そして

海外輸出へと繋げていき、能登の水産物の良さをつたえていきます。また水産物の

取り扱い方や加工の方法など、築地の仲買業者からアドバイスをいただき、それを

水産関係者に伝えていく技術的な仲介もしていきます。 

Ⅱ.農産物については、合同会社菜夢来と連携しながら、首都圏での販売を進める

ほか、深見荘周辺の畑を使い生産にも携わっていきます。菜夢来の大規模生産の販

売はもちろん、輪島地区の小規模農家の活性化の為にも、首都圏での安心安全・顔

が見える生産者を求める顧客層に向けての販売も広げていきます。深見荘での直売

などもする予定です。 

●空き地空き家活用事業について 

Ⅰ.「深見荘」を交流拠点として、輪島市民とそれ以外の地域の人にもっと活用し

てもらいます。そのためにパンフレットを作って宣伝をします。 

Ⅱ.今年度も年間を通してイベントを開催します。（耕作放棄地開墾ワークショッ

プ、ウッドデッキ製作ワークショップ、キリコ祭り＆BBQ、稲刈り＆BBQ、古民家

改修ワークショップ、五右衛門風呂製作ワークショップ） 

Ⅲ.深見荘のホームページや Facebook,インスタグラムで深見荘や周辺の畑、ビー

チなどの情報を発信し、利用客の増加、能登の知名度アップに貢献します。 

Ⅳ.深見荘の修繕、深見荘周辺の畑の開墾、ウッドデッキの製作などを進めていき

ます。 

Ⅴ．海水浴・キャンプなどの環境整備を進めます。 



Ⅵ．地元の方々と交流を深め、地域の清掃活動や草刈り、地区の集まりなどに積

極的に参加していきます。 

●観光振興事業について 

観光客向けの一日オプショナルツアーを企画していきます。輪島の旅館民宿や飲

食店・観光地と連携していきます。更に能登全体で活性化できるよう、能登の農家

民宿やゲストハウスなどとも連携します。農水産物と、料理と、自然と、観光すべ

てを繋げることで観光客に楽しんでもらえるツアーを考えます。滞在時間を延ばし、

リピーターになってもらえればと思います。 

 

２． 展望 

今年度は、深見荘周辺の住民と交流が深まったため、できることがさらに増えま

した。リゾートの開発や、一次産業の活性化、ツアー企画など、深見荘を利用し

た活動を積極的にしていきます。他の団体や企業とも連携をし、能登全体が盛り

上がるように期待しています。 

石川県の里山振興ファンドに一日オプショナルツアーの事業で助成金申請を出し

ています。 

  



議案 3. 役員選任の件 

 役員が本総会の時をもって任期満了となりますので、改めて選任をお願いします。 

（理事長候補者） 佐藤 克己 再任 

（副理事長候補者） 坂井 美香 再任 

（理事長候補者） 名和 清朱 再任 

（理事長候補者） 松本 颯介 再任 

（理事長候補者） 竹内 宏成 再任 

（理事長候補者） 宮沢 拓也 再任 

（理事長候補者） 石村 高志 再任 

（監事候補者） 坂本 弘子 再任 

議案４. 定款変更の件 

 従たる事務所を廃止するために、定款第２条（事務所）を次のとおり変更する。 

（事務所） 

第 2条 この法人は、主たる事務所を石川県輪島市深見町６０部６１番に置く 

 

 


