
 
 

伊吹山を守る自然再生協議会 入山協力金事業部会 
 

平成２９年度期末決算 伊吹山入山協力金事業報告書 
（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで） 

 

Ⅰ．平成 29 年度の事業概要（主な取組・新規事業） 

（項１）公衆便所維持管理事業 

 【1公衆便所維持管理事業】 

  ・伊吹山公衆便所助成費 

 

（項２）お花畑維持管理事業 

【2 山頂等貴重植物保全事業】 

・東ゾーンの下部ネットの補強（L=1,100m） 
・山頂シモツケソウ、イブキタンポポ等保全業務 
・ワンウェイゲートの設置（N=1 基） 
・伊吹山ドライブウェイ沿道貴重種保全柵の設置 
・定点観測、柵の効果調査 
 

【3 三合目貴重植物保全業務】 

・三合目貴重植物保全業務（化繊ネットの上げ下げ、ススキの一斉刈取り等） 

 

（項３）登山道維持管理事業 

【1 山頂登山道維持管理事業】 

・総合案内板設置以前の老朽化した看板の撤去（N=7 基） 
・三角点表示板の設置（N=1 基） 
・表登山道鉄杭柵設置兼撤去業務 
・登山道施設維持管理業務（土留め板の設置等） 

 

Ⅱ．収入 

平成 29 年度収入済額合計：24,257,588 円 

 上記の内、当年度寄付いただいた入山協力金金額は 13,771,872 円。協力者人数は約

42,000 人。 

 昨年度（平成 28年度）の入山協力金の期末決算額と比べると、金額は△47,745 円、協

力者人数は約△3,000 人となった。 

 収受方法は、昨年度と同様、上野登山口では収受員の配置、協力金箱（１か所）の設

置、年間協力金の受付を実施し、山頂では協力金箱（３か所）の設置を実施。 



 
 

H29 入山協力金収入（全体） 

H29 入山協力金収入（上野登山口）※収受員収受分、協力金箱分、年間協力金の合算 

 収受場所別の入山協力金額は、上野登山口（収受員収受分、協力金箱分、年間協力金

の合算）では昨年度比△126,424 円。山頂（協力金箱３か所分の合算）では昨年度比＋

193,258 円。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¥12,312,716 

¥13,684,451 ¥13,771,872 
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H29 入山協力金収入（山頂）※協力金箱３か所分の合算 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ．支出 
平成 29 年度支出済額合計：19,220,893 円 

 主な工事、委託、助成（10 万円以上）の概要 

名称 概要 金額 履行期間 請負業者名 

植生防護柵ネット春季

設置業務 

柵ネット上げ 
L=2,672m 

216,055 円 
H29.4.17 
～H29.5.12 

米原市シルバー人

材センター 

入山協力金収受業務 
入 山 協 力 金 の 収

受・回収 
1,623,490 円 

H29.4.1 
～H30.3.31 

伊吹山観光振興会 

山頂シモツケソウ、イブ

キタンポポ等保全業務 

お花畑の多様性の

回復 
315,360 円 

H29.5.16 
～H29.9.30 

伊吹山もりびとの

会 

表登山道鉄杭柵設置兼

撤去業務 

表登山道9合目無秩

序部分（L=53m）の

ルート誘導 
230,040 円 

H29.5.9 
～H29.11.30 

伊吹山もりびとの

会 

三合目貴重植物保全業

務 

ススキ刈取等 
A=約 3ha 

631,907 円 
H29.4.1 
～H29.11.30 

伊吹山観光振興会 

植生防護柵ネット秋季

撤去業務 

山頂防護柵外周ラ

イン（L=2,544m）

のネット下げおよ

び歩行者扉撤去 

175,711 円 

H29.10.16 
～H29.11.6 米原市シルバー人

材センター 
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登山道維持管理業務 
老朽化した山頂登

山道施設の修繕等 
887,235 円 

H29.4.15 
～H29.11.30 

伊吹山観光振興会 

登山道沿いネット維持

管理業務 

山頂および表登山

道沿いネットの維

持管理 
721,567 円 

H29.4.15 
～H29.11.30 伊吹山観光振興会 

伊吹山頂植生防護柵設

置助成費 

オオバギボウシ群

落 等 植 生 防 護 柵

（L=202.3m） 設

置に係る助成 

2,116,265 円 － 米原市 

研究委託費（伊吹山植物

群落の順応的管理） 

伊吹山植物群落の

変化状況と要因の

調査および順応的

管理手法の検討 

495,000 円 

H29.7.3 
～H30.1.31 

滋賀県立大学 

伊吹山公衆便所維持管

理助成費 

トイレチップ相当

（浄化槽管理等） 
1,500,000 円 

H29.4.1 
～H30.3.31 

米原市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ⅳ．保有設備一覧                        
名称 所在地 概要 取得価格 取得日 

植生防護柵（AF 規格） 山頂(上野地先 外) L=1,104m 扉 4 基 ¥10,441,440- H27.9.30  
植生防護柵（支柱） 山頂(藤川地先) 5 本 ¥97,200- H27.11.30 
植生防護柵（AF 規格） 山頂(上野地先 外) L=136m ¥1,436,400- H28.11.30  
植生防護柵（AF 規格） 山頂(大久保地先) L=25m ¥286,200- H28.10.31  
植生防護柵（金網柵） 山頂(上野地先) L=280m ¥1,798,960- H26.11.30  
植生防護柵（金網柵） ３合目(上野地先) L=40m ¥297,000- H28.8.31 
植生防護柵（金属柵） 山頂(上野地先 外) L=128m ¥2,158,507- H28.11.8  
入山協力金箱 山麓(上野地先) 1 基 ¥111,400- H27.9.30 
入山協力金箱 山頂(大久保地先) 2 基 ¥111,400- H27.11.26 
位置表示板 山頂(上野地先 外) 50 枚 －(¥690,120) H28.9.15 
植生防護柵扉 山頂(上野地先) 1 基 ¥216,000- H29.5.24 
ワンウェイゲート 山頂(上野地先) 1 基 ¥637,200- H29.10.16 
 

 

Ⅴ．近年の決算状況                       
年度 収入総額（雑所得等含） 支出総額 繰越金額 

平成 26 年度 23,855,288 円 9,714,289 円 14,140,999 円 

平成 27 年度 繰越金額（14,140,999 円） 

＋12,317,313 円 

18,659,846 円 7,798,466 円 

平成 28 年度 繰越金額（7,798,466 円） 

＋14,916,066 円 

12,535,313 円 10,179,219 円 

平成 29 年度 繰越金額（10,179,219 円） 

＋14,078,369 円 

19,220,893 円 

 

5,036,695 円 

外（基金 7,000,000 円） 

 

 



平成29年度　期末決算　収支計算書 　　自　　平成２９年　４月　１日 　　至　　平成３０年　３月３１日

収　入 （単位：円）

項 目 節 第１号補正 差引額（Ａ）－（Ｂ）

1 伊吹山入山協力金 1 伊吹山入山協力金 寄付金 0 入山協力金 入山者 ▲ 771,872

2 雑収入 1　雑収入 雑収入 0
利息、寄付、有価物
受取料

伊吹山を守る会清算人
外5

▲ 56,497

3 繰越金 1　繰越金 繰越金 1,179,000 昨年度繰越金 昨年度繰越金 ▲ 219

合　　　計 1,179,000 ▲ 828,588

支　出

項 目 節 第１号補正 目間流用額 差引額（Ａ）－（Ｂ）

1 公衆便所維持管理事業
助成費、委託料、消耗品費
等

1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 助成費 米原市 0

2 公衆便所維持補修事業 備品費、工事費　等 500,000 0 0 500,000 0 - - 500,000

1 三合目貴重植物保全事業 委託料、消耗品費　等 1,500,000 0 ▲ 867,000 633,000 631,907 委託料 伊吹山観光振興会 1,093

2 山頂等貴重植物保全事業
委託料、消耗品費、補助金、
助成費　等

3,500,000 1,179,000 867,000 5,546,000 5,545,481

委託料 　\1,202,126
工事費 　　 \48,600
食糧費 　　　\3,364
賃借料 　　 \57,024
報償費 　　 \45,000
保険料 　　 \79,845
助成費 　\2,116,265
消耗品費 　\431,177
通信運搬費 　\1,600
備品費 　\1,518,480
旅費 　　　 \42,000

米原市、正和商事㈱、
福知山重工業㈱、滋賀
県立大学、米原市シル
バー人材センター、伊
吹山もりびとの会　外
19

519

1 山頂登山道維持管理事業 委託料、消耗品費　等 1,000,000 0 327,000 1,327,000 1,326,987
委託料　 \1,325,591
消耗品費　　 \1,396

伊吹山観光振興会、
ホームプラザナフコ米
原店

13

2 表登山道維持管理事業 委託料、消耗品費　等 1,900,000 0 ▲ 327,000 1,573,000 1,009,182

委託料　　 \419,472
工事費　　 \160,000
消耗品費 　\202,910
手数料　　 \226,800

伊吹山もりびとの会、
伊吹山観光振興会、光
田産業、正和商事㈱
外1者

563,818

3 弥高寺ルート維持管理事業 委託料、消耗品費　等 150,000 0 0 150,000 93,779 委託料 　　 \93,779 伊吹山観光振興会 56,221

4 パトロール事業 1 パトロール事業 委託料、消耗品費　等 500,000 500,000 0 0 500,000 500,000 9,352 9,352 消耗品費　　 \9,352 久保薬局 490,648

5 普及・啓発事業
1 啓発物・啓発看板維持管理
  事業

委託料、消耗品費　等 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 73,440 73,440 消耗品費　　\73,440 マインド美術室 26,560

6 協力金収受事業 1 協力金収受事業 委託料、消耗品費　等 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 1,677,430 1,677,430
委託料　 \1,623,490
消耗品費　　 \5,340
印刷製本費　\48,600

伊吹山観光振興会、立
木印刷　外2

322,570

7 事務経費 1 事務経費
手数料、通信運搬費、有料道
路通行料、旅費、報酬

400,000 400,000 0 0 400,000 400,000 353,335 353,335

消耗品費 　　\6,655
報償費 　　\104,600
印刷製本費　\29,740
手数料 　　 \48,492
通信運搬費 　\2,228
有料道路通行料
　　　　　 \154,500
旅費　　　　 \7,120

日本自動車道㈱、レー
ク伊吹農協　外8

46,665

8　植生防護柵基金繰出金　 1　植生防護柵基金繰出金　 委託費、消耗品費　等 4,500,000 4,500,000 0 0 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 基金繰出金 - 0

9  登山施設改修基金繰出金 1  登山施設改修基金繰出金 委託費、消耗品費　等 2,500,000 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 基金繰出金 - 0

10　予備費 1  予備費 充当費 2,200,000 2,200,000 0 0 2,200,000 2,200,000 0 0 - - 2,200,000

合　　　計 1,179,000 0 4,208,107

収入済額 24,257,588 － 支出済額 19,220,893 = 5,036,695 …（Ⅰ）

収入済額（Ｂ） 摘要・収入先

13,771,872

306,497

予算現額（Ａ）

10,179,219

24,257,588

支出済額（Ｂ）

13,000,000

250,000

摘要・支払先

1 公衆便所維持管理事業 1,500,000

2 お花畑維持管理事業 6,177,388

当初予算額

2,000,000

5,000,000

3 登山道維持管理事業 2,429,948

19,220,893

3,050,000

22,250,000

当初予算額

13,000,000

250,000

9,000,000

22,250,000

10,179,000

23,429,000

予算現額（Ａ）

23,429,000

2,000,000

6,179,000

3,050,000



基金明細表 　　自　　平成２９年　４月　１日 　　至　　平成３０年　３月３１日

（単位：円）

名称 前期末残高 当期増加額

伊吹山を守る基金 0 7,000,000

計 0 7,000,000 …（Ⅱ）

預金残高

（Ⅰ）5,036,695 ＋ （Ⅱ）7,000,000 ＝ 12,036,695 ※残高証明書（平成30年３月31日現在）と一致

植生防護柵基金繰出金振替（H29/5/25）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　\4,500,000
登山施設改修基金繰出金振替（H29/5/25）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　\2,500,000

7,000,000

7,000,000

期末残高当期減少額 摘要

0

0


