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 第１号議案 令和３年度 事業実績報告 
 
 
1.1. 事業期間 

２０２１年４⽉１⽇〜２０２２年３⽉３１⽇ 
 

1.2. 事業概況報告 
コロナ禍にかかわらず、巣箱助成制度を利⽤した⾃⽴型ビーフォレストコミュニティは17増
え、本部管轄のビーフォレストの巣箱管理も継続し、データの経年変化を観察した。2019
年度から継続している奈良県の委託事業「新たな森林環境管理における⽣物多様性指
標検討事業」は最終年度を迎えた。奈良県下で設置した巣箱の営巣数と植⽣の関係性
についても興味深い結果が得られた。 
 
その他にも、今年度から本格稼働した､「ハチ宿プロジェクト」は、奈良県下で11回、岐⾩で
2回開催され、多数の親⼦が参加し好評を得た。このイベントに参加し、ハチ宿を設置し観
察することで、⼦供であってもすぐに環境活動が実践できる。勉強するだけでは現実の変化
に寄与することは出来ない。各所から興味を思って問い合わせが来ている。 
コロナの影響で地域によっては開催予定イベントも中⽌となったが、そんな状況下でも、⾃
⽴的イベント開催を進める⾃⽴型ビーフォレストコミュニティが出てきている。 
 
その他には、ホームページのリニューアルや会報の準備をすすめ、会員をはじめ多くの⼈に活
動の普及啓発と実践に務めた。 
 
ビーフォレスト・クラブの状況 
№ 項⽬名 ２０２０年度 ２０２１年度 増減 
1 会員数 正会員︓２３２名 

サポート会員︓１７名 
家族会員︓２７名 
合計︓２７１名 

正会員︓２６８名 
サポート会員︓２２名 
家族会員︓４７名 
合計︓３３７名 

６６名 

2 年度中巣箱製作数 １２５個 ２００個 ７５個 
3 巣箱設置総数 ４５４個 ６０９個 １５５個 
4 営巣数 ６２個 ８３個 ２１個 
5 営巣率 1３.７％ １３.６％ ▲０.１％ 
6 BeeForest 拠点数 ６９ヶ所 １０７ヶ所 ３８ヶ所 
7 ハチ宿製作数 ３００ ５００個 ２００個 
8 ハチ宿配布数  ４００個 ４００個 

  
※巣箱設置数のカウントについては、現実的に巣箱管理と観察報告がなされているものだ
けになる。この点に関しては、既存の巣箱管理・維持が困難になった拠点については、「随
時撤去」等を実施し、上記設置数カウントからは省いて、過去データ含め修正した。 
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1.3. 事業実績（２０２１年３⽉３１⽇現在）  
会の活動⽬的を達成するために、２つの事業活動と、その 2 事業の活動を運営管理する
ための活動があり、それそれ分類して活動実績を以下報告します。 
 
1.3.1.  「２つの事業活動」について 
「ビーフォレスト・クラブ定款第５条 この法⼈は、その⽬的を達成するため、次の特定⾮営
利活動に係る事業を⾏う」について、下記の２つの事業について、事業別に実績を報告し
ます。 

 
1.3.2. ①⽇本ミツバチとポリネーターの保護・繁殖環境づくりに関する事業についての活

動成果 
 

 新規⾃⽴型ビーフォレスト拠点について 
本部にて直接管理者を選定して継続管理している既存ビーフォレストとは別に、別紙「ビーフォレスト
巣箱助成協定書」、「ビーフォレスト巣箱助成制度」にもとづき、⾃⽴型ビーフォレストを公募し、巣
箱助成説明会を実施して、⽇本全国から以下 17 組の助成対象団体を認定し・実働した。 

 

№ 県名 所在地 代表者名 副代表者 
1 奈良県 葛城市｢當⿇寺護念院」 葛本雅崇 葛本志保 

2 岡⼭県 久⽶郡上籾 カイルホルツ
ヒューター 吉⽥亜季⼦ 

3 ⻑野県 諏訪郡原村｢リングリン
ク」 平川浩之 ⼩林祐輔 

4 ⻑野県 諏訪郡原村菖蒲沢 池⽥幸久 岩⽥伊知郎 
5 ⻑野県 塩尻市東 ⽇吉有為 平⽥彰 
6 岡⼭県 ⽜窓市千⼿ 川崎弘 川崎セツヨ 
7 島根県 雲南市 前⽥直美 前⽥しずえ 
8 ⼤阪府 富⽥林市 森川博之 澤⽥久美⼦ 
9 ⼤阪府 豊能郡能勢町野間中 坂井正典 坂井⿇⾐⼦  

10 奈良県 宇陀市⼤宇陀「報恩
寺」 天根真奈美 天根静也 

11 奈良県 奈良市⽩毫寺町 ⾕川恵美⼦ 関⼝正浩 
12 奈良県 宇陀市室⽣下⽥⼝ 佐野⾹奈⼦ 佐野健⼠ 
13 奈良県 ⼤淀町 本⽥晃⽣ 本⽥千鶴⼦ 
14 奈良県 宇陀市深野 北森克弥 北森由季 
15 ⻑野県 諏訪郡富⼠⾒町 梅⽥富⼠雄 膳師弘育 
16 栃⽊県 佐野市 中⾥司 中⾥保史 

17 和歌⼭県 ⻄牟婁郡⽩浜 城者定史 ⼭下真澄（管理者は
関藤博史） 

定款第５条による２つの事業活動 
① ⽇本ミツバチとポリネーターの保護・繁殖環境づくりに関する事業 
② その他、この法⼈の⽬的を達成するために必要な事業 
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 昆⾍を増やそう︕ハチ宿プロジェクト 
奈良県教育委員会の後援をえて、１１箇所で、実施しました。ニホンミツバチと並⾏して、 
単独で⾏動する野⽣の花ハチ（Bee）の繁殖環境を増やす取り組みを、⼦どもと親が⼀緒に学び
遊びながらハチ宿を製作して、そのまま⾃然回復活動になっていくというビーフォレスト・クラブの新しい
活動の軸として、本格的な実働した。 
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 「⽇本ミツバチ等の⽣態実態環境調査」について 
 
奈良県からの⽣態実態環境調査委託事業の⼀環として、県有地、その他県内各地にお
ける巣箱設置前調査、設置を実施した。地域の植⽣とニホンミツバチの営巣状況との関係
性について、⼤変興味深い結果が得られました。 
 
※奈良県受託事業の３年間の総括実績として、2022/3/15 に報告書提出済。 
※今後は、報告書会員が閲覧できるように facebook、HPなどに掲載予定です。ご要望
があれば、詳細発表会を開催することを検討しています。進捗状況として、ご興味ある会員
の⽅は、事務局まで、問い合わせしてください。） 
  

 

№ 実施⽇ 場所 参加実績 実施内容 

1 

2021/4/1〜
2022/3/15 

近畿⼤学 農学部キャンパ
ス ３名 

・巣箱設置前調査・設置 
・巣箱の観察・管理 
・営巣率や周辺の植⽣調査 
・データ集計 
・報告書作成・提出 
など 

2 吉野町⻄⾕ ３名 
3 奈良市護国神社 ３名 
4 奈良公園北部 ３名 
5 フォレストパーク神野⼭ ３名 
6 野外活動センター 3 名 
7 ⼗津川村⽩⾕ 3 名 
8 曽爾村 3 名 
9 ⼤淀町 3 名 
10 柿博物館 3 名 
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 活動実績⼀覧 

No. ⽇付 タイトル 内容 対象 主催 スタッフ 参加者 場所 
1 2021/4/3 巣箱・ハチ宿製作 イベントに利⽤する分を製作した 会員 BFC 4 0 奈良県 ⾼円 

クラブ倉庫 

2 2021/4/12 会報 vol.2 製
作、リリース 

会報を制作して、会員、関係者宛に郵送した 会員 理事会 4 0 郵送など 

3 2021/5/2 ２０２１年度 第
三回定期総会 

事業実績、会計実績、事業計画、予算計画な
ど、総会資料に基づき、オンライン参加の会員の承
認と委任状を持って、無事に執り⾏われた。 

会員 BFC 4 232 オンライン 

4 2021/5/6 巣箱・ハチ宿製作 イベントに利⽤する分を製作した 会員 BFC 4 0 奈良県 ⾼円 
クラブ倉庫 

5 2021/5/22 ビーフォレスト・基本
セミナー 

基本テキストをベースに、世界の⽣物多様性、⽣
態系サービスの問題の潮流を踏まえて、実践的な
セミナーを実施した。 

巣箱助成
対象者 

BFC 9 0 奈良市⾼畑事
務局 

6 2021/5/23 巣箱製作、設置研
修会 

巣箱助成対象者向けに、研修を実施した。 巣箱助成
対象者 

BFC 9 0 奈良県 ⾼円 
クラブ倉庫 
春⽇⼭原始林
周辺 

7 2021/5/25 當⿇寺仁王像の
営巣レスキュー 

住職、仏師、⽂化財保存関係者らと協業し、仁
王像に営巣している巣を他へ逃す取り組みをした。 

主催者に
よる対象
者 

當⿇寺 4 10 奈良県葛城市 
當⿇寺 
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No. ⽇付 タイトル 内容 対象 主催 スタッフ 参加者 場所 
8 2021/5/29 ABC 朝⽇放送の

番組取材 
    ABC 社 4 3 奈良県 ⾼円 

クラブ倉庫 

9 2021/5/29 巣箱・ハチ宿製作 イベントに利⽤する分を製作した 会員 BFC 4 0 奈良県 ⾼円 
クラブ倉庫 

10 2021/5/30 2021 年度 第 1
回巣箱助成説明
会 

ビーフォレスト・クラブ活動紹介と、「ハチ宿」づくりを
開催しました. 

⼀般 BFC 3 8 オンラインによる 

11 2021/6/1 ABC 朝⽇放送の
番組取材 

  主催者に
よる対象
者 

ABC 社 2 0 東⼤阪市 枚
岡神社 

12 2021/6/13 「未来を考える会」
のゲスト講演会 

ビーフォレスト・クラブの活動コンセプト、内容、成果
に合わせ、世界の⽣物多様性、⽣態系サービスの
問題の潮流を踏まえて、わかりやすい講座と、質疑
応答を実施した。 

主催者に
よる対象
者 

岐⾩県池
⽥町 

2 8 岐⾩県池⽥町 

13 2021/6/19 ビーフォレスト・基本
セミナー 

基本テキストをベースに、世界の⽣物多様性、⽣
態系サービスの問題の潮流を踏まえて、実践的な
セミナーを実施した。 

巣箱助成
対象者 

BFC 11 0 奈良市⾼畑事
務局 

14 2021/6/20 巣箱製作、設置研
修会 

巣箱助成対象者向けに、研修を実施した。 巣箱助成
対象者 

BFC 2 0 奈良県 ⾼円 
クラブ倉庫 
春⽇⼭原始林
周辺 
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No. ⽇付 タイトル 内容 対象 主催 スタッフ 参加者 場所 
15 2021/6/27 「⾃然発⾒の旅 

ニホンミツバチと森を
守る 全 2 回」 

ビーフォレスト・クラブの活動コンセプト、内容、成果
に合わせ、世界の⽣物多様性、⽣態系サービスの
問題の潮流を踏まえて、わかりやすい講座と、質疑
応答を実施した。 

主催者に
よる対象
者 

都祁公⺠
館 

3 15 奈良県⽴野外
活動センター 

16 2021/7/2 『ハチ宿』イベント⽤
ポスター製作 

イベントに利⽤する分を製作した ⼀般 理事会 2 0 奈良市⾼畑事
務局その他 

17 2021/7/2 『ハチ宿』イベント⽤
チラシ製作 

イベントに利⽤する分を製作し、奈良県下における
開催場所所在の市町村にある教育委員会へチラ
シを配送した。 

⼀般 理事会 5 0 奈良市⾼畑事
務局その他 

18 2021/7/4 2021 年度 第 2
回巣箱助成説明
会 

ビーフォレスト・クラブ活動紹介と、「ハチ宿」づくりを
開催しました. 

⼀般 BFC 3 19 オンラインによる 

19 2021/7/10 巣箱・ハチ宿製作 イベントに利⽤する分を製作した 会員 BFC 4 0 奈良県 ⾼円 
クラブ倉庫 

20 2021/7/11 巣箱・ハチ宿製作 イベントに利⽤する分を製作した 会員 BFC 4 0 奈良県 ⾼円 
クラブ倉庫 

21 2021/7/12 巣箱・ハチ宿製作 イベントに利⽤する分を製作した 会員 BFC 3 0 奈良県 ⾼円 
クラブ倉庫 

22 2021/7/18 巣箱・ハチ宿製作 イベントに利⽤する分を製作した 会員 BFC 4 0 奈良県 ⾼円 
クラブ倉庫 
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No. ⽇付 タイトル 内容 対象 主催 スタッフ 参加者 場所 
23 2021/7/19 巣箱・ハチ宿製作 イベントに利⽤する分を製作した 会員 BFC 3 0 奈良県 ⾼円 

クラブ倉庫 

24 2021/7/22 昆⾍を増やそう︕
『ハチ宿プロジェク
ト』 

ビーフォレスト・クラブ活動紹介と、「ハチ宿」づくりを
開催しました. 

⼀般 BFC 5 20 ⽣駒市図書会
館 

25 2021/7/23 昆⾍を増やそう︕
『ハチ宿プロジェク
ト』 

ビーフォレスト・クラブ活動紹介と、「ハチ宿」づくりを
開催しました. 

⼀般 BFC 5 20 ⽣駒市北コミュ
ニティ ISTAは
ばたき 

26 2021/7/24 昆⾍を増やそう︕
『ハチ宿プロジェク
ト』 

ビーフォレスト・クラブ活動紹介と、「ハチ宿」づくりを
開催しました. 

⼀般 BFC 5 20 ⽣駒市図書会
館 

27 2021/7/25 昆⾍を増やそう︕
『ハチ宿プロジェク
ト』 

ビーフォレスト・クラブ活動紹介と、「ハチ宿」づくりを
開催しました. 

⼀般 BFC 5 20 ⽣駒市北コミュ
ニティ ISTAは
ばたき 

28 2021/8/1 昆⾍を増やそう︕
『ハチ宿プロジェク
ト』 

ビーフォレスト・クラブ活動紹介と、「ハチ宿」づくりを
開催しました. 

⼀般 BFC 5 19 奈良県⽴⼤和
⺠俗博物館・
⼤和⺠俗公園 

29 2021/8/6 巣箱・ハチ宿製作 今年度提供する分 
ミツバチ巣箱キット＝300 セット準備 
ハチ宿キット＝1,100 セット準備 

会員 BFC 2 0 奈良県 ⾼円 
クラブ倉庫 
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No. ⽇付 タイトル 内容 対象 主催 スタッフ 参加者 場所 
30 2021/8/8 ビーフォレスト・基本

セミナー 
基本テキストをベースに、世界の⽣物多様性、⽣
態系サービスの問題の潮流を踏まえて、実践的な
セミナーを実施した。 

巣箱助成
対象者 

BFC 5 0 奈良市⾼畑事
務局 

31 2021/8/9 巣箱製作、設置研
修会 

巣箱助成対象者向けに、研修を実施した。 巣箱助成
対象者 

BFC 2 0 奈良県 ⾼円 
クラブ倉庫 
春⽇⼭原始林
周辺 

32 2021/8/14 昆⾍を増やそう︕
『ハチ宿プロジェク
ト』 

ビーフォレスト・クラブ活動紹介と、「ハチ宿」づくりを
開催しました. 

⼀般 BFC 5 23 奈良県⽴図書
情報館 
午後 

33 2021/8/14 昆⾍を増やそう︕
『ハチ宿プロジェク
ト』 

ビーフォレスト・クラブ活動紹介と、「ハチ宿」づくりを
開催しました. 

⼀般 BFC 5 14 奈良県⽴図書
情報館 
午前 

34 2021/8/15 昆⾍を増やそう︕
『ハチ宿プロジェク
ト』 

ビーフォレスト・クラブ活動紹介と、「ハチ宿」づくりを
開催しました. 

⼀般 BFC 5 14 奈良県北葛城
郡 県⽴⾺⾒
丘陵公園 
午前 

35 2021/8/15 昆⾍を増やそう︕
『ハチ宿プロジェク
ト』 

ビーフォレスト・クラブ活動紹介と、「ハチ宿」づくりを
開催しました. 

⼀般 BFC 5 23 奈良県北葛城
郡 県⽴⾺⾒
丘陵公園 
午後 
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No. ⽇付 タイトル 内容 対象 主催 スタッフ 参加者 場所 
36 2021/8/21 昆⾍を増やそう︕

『ハチ宿プロジェク
ト』 

ビーフォレスト・クラブ活動紹介と、「ハチ宿」づくりを
開催しました. 

⼀般 BFC 5 9 奈良市 ボラン
ティアセンター 
午前・午後の全
２回実施 

37 2021/8/21 昆⾍を増やそう︕
『ハチ宿プロジェク
ト』 

ビーフォレスト・クラブ活動紹介と、「ハチ宿」づくりを
開催しました. 

⼀般 BFC 5 13 奈良市 ボラン
ティアセンター 
午前・午後の全
２回実施 

38 2021/9/12 ビーフォレスト・サロ
ン 

会員で、様々な地域で活動されている⽅々とトー
クしました。 

会員 BFC 20 20 オンラインによる 

39 2021/9/18 ビーフォレスト・クラ
ブの活動紹介 

活動紹介パネルの展⽰をしました。 主催者に
よる対象
者 

イオンモー
ル⼤垣 

2 不特定 2021/9/26 ま
で実施 
岐⾩県イオンモ
ール⼤垣 

40 2021/9/25 ビーフォレスト・セミ
ナー 

ビーフォレスト・クラブの活動コンセプト、内容、成果
に合わせ、世界の⽣物多様性、⽣態系サービスの
問題の潮流を踏まえて、わかりやすい座学と、質疑
応答を実施した。 

⼀般 BFC 4 89 オンラインによる 

41 2021/10/10 イベント企画ミーテ
ィング 

⽇本各地にあるビーフォレスト・コミュニティでのビーフ
ォレスト・セミナー、研修などのイベント開催につい
て、初めての全国的なミーティングを実施しました。 

BF管理
者 

BFC 4 23 オンラインによる 
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No. ⽇付 タイトル 内容 対象 主催 スタッフ 参加者 場所 
42 2021/10/16 巣箱・ハチ宿製作 今年度提供する分 

ミツバチ巣箱キット＝300 セット準備 
ハチ宿キット＝1,100 セット準備 

会員 BFC 4 0 奈良県 ⾼円 
クラブ倉庫 

43 2021/11/1 巣箱管理報告リニ
ューアル作業 

簡単に１分程度で巣箱管理報告可能なように、
google フォームを⽤いて、新しい⽅法をリリースし
た。 

理事会 BFC 7 0 オンラインによる 

44 2021/11/7 昆⾍を増やそう︕
『ハチ宿プロジェク
ト』 

ビーフォレスト・クラブ活動紹介と、「ハチ宿」づくりを
開催しました. 

⼀般 BFC 5 25 奈良県宇陀市 
きらら n ⾥ 

45 2021/11/15 ビーフォレスト活動 （１）「ミツバチ巣箱」プロジェクト 
（２）「ハチ宿」プロジェクト 
（３）しあわせの⽥んぼ 

主催者に
よる対象
者 

奈良市⽴
⾶⿃中学
校 

3 10 奈良市⽴⾶⿃
中学校 

46 2021/11/20 ビーフォレスト・基本
セミナー 

基本テキストをベースに、世界の⽣物多様性、⽣
態系サービスの問題の潮流を踏まえて、実践的な
セミナーを実施した。 

巣箱助成
対象者 

BFC 9 0 奈良市⾼畑事
務局 

47 2021/11/21 巣箱製作、設置研
修会 

巣箱助成対象者向けに、研修を実施した。 巣箱助成
対象者 

BFC 9 0 奈良県 ⾼円 
クラブ倉庫 
春⽇⼭原始林
周辺 
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No. ⽇付 タイトル 内容 対象 主催 スタッフ 参加者 場所 
48 2021/11/27 ビーフォレスト・セミ

ナー 
ビーフォレスト・クラブの活動コンセプト、内容、成果
に合わせ、世界の⽣物多様性、⽣態系サービスの
問題の潮流を踏まえて、わかりやすい座学と、質疑
応答を実施した。 

⼀般 BFC 4 46 オンラインによる 

49 2021/12/5 「⾃然発⾒の旅 
ニホンミツバチと森を
守る 全 2 回」 

ビーフォレスト・クラブの活動コンセプト、内容、成果
に合わせ、世界の⽣物多様性、⽣態系サービスの
問題の潮流を踏まえて、わかりやすい講座と、質疑
応答を実施した。 

主催者に
よる対象
者 

都祁公⺠
館 

4 8 奈良県⽴野外
活動センター＋
オンライン
（ZOOM） 

50 2021/12/5 「⾃然発⾒の旅 
ニホンミツバチと森を
守る 全 2 回」 

ビーフォレスト・クラブの活動コンセプト、内容、成果
に合わせ、世界の⽣物多様性、⽣態系サービスの
問題の潮流を踏まえて、わかりやすい講座と、質疑
応答を実施した。 

主催者に
よる対象
者 

YMCA学
院⾼等学
校 

2 15 ⼤阪府 
YMCA学院⾼
等学校 

51 2022/1/10 ビーフォレスト・セミ
ナー 

基本テキストをベースに、世界の⽣物多様性、⽣
態系サービスの問題の潮流を踏まえて、実践的な
セミナーを実施した。 

会員 BFC 20 0 オンライン
（ZOOM） 

52 2022/2/20 ヨシ刈りイベント 「ハチ宿」製作のため、その材料となる琶湖周辺に
⾃⽣する「ヨシ」刈りイベントに参加しました 

主催者に
よる対象
者 

近江舞⼦
内湖を愛
する会 

7 30 滋賀県近江舞
⼦内湖 

53 2022/2/26 昆⾍を増やそう︕
『ハチ宿プロジェク
ト』 

卒園児の親⼦と「ハチ宿」づくりを開催しました 主催者に
よる対象
者 

BFC 5 15 岐⾩県瑞穂市 
清流みずほ認
定こども園 
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No. ⽇付 タイトル 内容 対象 主催 スタッフ 参加者 場所 
54 2022/2/26 巣箱設置現地指

導 
巣箱助成対象エリアへの現地指導 巣箱助成

対象者 
BFC 3 0 奈良市⽩毫寺 

55 2022/2/27 巣箱・ハチ宿製作 今年度提供する分 
ミツバチ巣箱キット＝300 セット準備 
ハチ宿キット＝1,100 セット準備 

会員 BFC 9 0 奈良県 ⾼円 
クラブ倉庫 

56 2022/3/5 巣箱設置現地指
導 

巣箱助成対象エリアへの現地指導 巣箱助成
対象者 

BFC 7 0 ⼤阪府富⽥林
市の⼤阪府⽴
の錦織公園 

57 2022/3/6 巣箱・ハチ宿製作 今年度提供する分 
ミツバチ巣箱キット＝300 セット準備 
ハチ宿キット＝1,100 セット準備 

会員 BFC 6 0 奈良県 ⾼円 
クラブ倉庫 

58 2022/3/9 巣箱設置現地指
導 

巣箱助成対象エリアへの現地指導 巣箱助成
対象者 

BFC 4 0 奈良県宇陀市
にある報恩寺 

59 2022/3/11 巣箱設置現地指
導 

巣箱助成対象エリアへの現地指導 巣箱助成
対象者 

BFC 4 0 ⼤阪府豊能郡
能勢 

60 2022/3/12 ヨシ刈りイベント 「ハチ宿」製作のため、その材料となる琶湖周辺に
⾃⽣する「ヨシ」を刈りました 

会員 BFC 3 0 滋賀県 安⼟
町 B&G海洋
センター 

61 2022/3/13 巣箱設置現地指
導 

巣箱助成対象エリアへの現地指導 巣箱助成
対象者 

BFC 5 0 岡⼭県久⽶郡 
パーマカルチャー
センター上籾 
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No. ⽇付 タイトル 内容 対象 主催 スタッフ 参加者 場所 
62 2022/3/13 巣箱設置現地指

導 
巣箱助成対象エリアへの現地指導 巣箱助成

対象者 
BFC 9 0 和歌⼭県 ⽩

浜 
⼤阪 ECO動
物海洋専⾨学
校 
ラハイナ⽩浜 

63 2022/3/15 奈良県からの⽣態
実態環境調査委
託事業[⽇本ミツバ
チ等の⽣態実態環
境調査] 

期間︓2021/4/1-2022/3/15 
・巣箱設置前調査・設置 
・巣箱の観察・管理 
・営巣率や周辺の植⽣調査 
・データ集計 
・報告書作成・提出 
など 

奈良県 奈良県 4 0 前記 1.3.2.3
章に記載 

64 2022/3/19 ビーフォレスト・セミ
ナー 

基本テキストをベースに、世界の⽣物多様性、⽣
態系サービスの問題の潮流を踏まえて、実践的な
セミナーを実施した。 

主催者に
よる対象
者 

伊吹くらし
のやくそう
倶楽部 

5 13 滋賀県⽶原市
本庁舎三階会
議室 

65 2022/3/20 ビーフォレスト・セミ
ナー 

基本テキストをベースに、世界の⽣物多様性、⽣
態系サービスの問題の潮流を踏まえて、実践的な
セミナーを実施した。 

⼀般 BFC 7 10 滋賀県⼤津市
⽊⼾⽂化センタ
ー 

66 2022/3/25 巣箱設置現地指
導 

巣箱助成対象エリアへの現地指導 巣箱助成
対象者 

BFC 4 0 岡⼭県⽜窓千
⼿ 
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No. ⽇付 タイトル 内容 対象 主催 スタッフ 参加者 場所 
67 2022/3/26 巣箱・ハチ宿製作 今年度提供する分 

ミツバチ巣箱キット＝300 セット準備 
ハチ宿キット＝1,100 セット準備 

会員 BFC 3 0 奈良県 ⾼円 
クラブ倉庫 

68 2022/3/26 昆⾍を増やそう︕
『ハチ宿プロジェク
ト』 

卒園児の親⼦と「ハチ宿」づくりを開催しました 主催者に
よる対象
者 

BFC 5 15 岐⾩県瑞穂市 
清流みずほ認
定こども園 

69 2022/3/26 巣箱設置現地指
導 

巣箱助成対象エリアへの現地指導 巣箱助成
対象者 

BFC 3 0 島根県雲南市 

70 2022/3/31 巣箱設置現地指
導 

巣箱助成対象エリアへの現地指導 巣箱助成
対象者 

BFC 4 0 奈良県宇陀市
深野 

 
1.3.3. ②その他、この法⼈の⽬的を達成するために必要な事業について 
特にありませんでした。 
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1.3.4. ビーフォレスト活動における⽬的と成果（巣箱設置数と営巣率の推移） 
 

 ビーフォレスト・クラブの活動⽬的について 
ビーフォレスト活動には、３つの⽬的があります。あらためて、以下の３つの⽬的を確認して、
現時点の活動成果を⽰します。 
 
・３つの活動⽬的 

 
  

１）ミツバチを増やす 
巣箱を森や農園に置いて、⽇本ミツバチの繁殖環境をつくり増やす活動。「巣箱助成制度」によ
って全国に広げています。 
 
 
 
２）ミツバチの誤解を解く 
⽇本⼈の蜂やミツバチのイメージ、⽇本ミツバチと⻄洋ミツバチの違い、森の⽣態系、⽣物多様
性、⻄洋ミツバチ養蜂、ポリネーターの保護などについて正確な情報伝達・発信を⾏っています。 
 
 
 
３）ビーフォレスト環境 MAP づくり 
ビーフォレストの巣箱管理情報を基に、⽇本ミツバチの⽣息状況から⾃然環境を判断できるよう
な地図の作成を⾏っています。 
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 巣箱設置数と営巣率の推移 

 

※ 
 

２０２０年度は、管理者による定例報告がなされてきた観察対象巣箱（４１３
個）のうち、６６箱に営巣した。→３４７箱には“営巣しなかった” 
 

347︓空箱 

この観察実績からわかる活動価値、存在価値は、「⽇本国内広域における「⽇本ミツバチが営巣しない」エリアに関
する実態を経年的に把握して、そのデータ（ビーフォレスト M A P）を公開していること」にあります。 
この点に関しては、⽇本国内のビジネスを⽬的とした個⼈養蜂家や事業主、他の環境保全団体においても、ほぼ存
在しない点であり、その発信こそが、活動の価値・本当の成果であります。 
 
これらデータの有⽤性は、⾃然の森再⽣にかかる環境指標や、その他様々な⾃然環境・⽣態系研究、ひいては、
⾃然・⽣態系の循環を味⽅につけた持続可能な⽣活⽂化・システムの再考や、本来あるべき・あるいはこれから先
⽬指すべき地場産業や社会システムのあり⽅構築に役⽴てていける可能性を持っています。 
 
これら価値ある活動実績を⽣み出し続けるという観点から、「活動のコンセプトに共感し、営巣を期待しながらも、営
巣しないことの観察・報告」を忍耐強く、継続的に実施して、社会活動の根幹を⽀え続けてくださっている巣箱管理
者、会員のみなさまの志・⾏動に対して、あらためまして深く感謝申し上げます。 

令和３年度は、管理者による定例報告がなされてきた観察対象巣箱（６０９個）のうち、８３箱に営巣し
た。→５２６箱には“営巣しなかった”→空箱 
 

609-83=526 箱が”空箱” 


