NPO 法人エコネット近畿
平成 23 年(2011)

平成 23 年度

事 業 計 画

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター
（愛称：NPO 法人エコネット近畿）

1

NPO 法人エコネット近畿
平成 23 年(2011)

Ⅰ．事業期間
平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日
Ⅱ．基本方針
本会設立当初より実施してきた環境市民活動団体の情報交流会、また助成
金セミナーなどの事業を基礎にさらなる発展を期すこととする。
また、基本方針として近畿の川を綺麗にするとのスローガンの下、河川流
域自然環境再生支援事業を基幹事業と位置付け、琵琶湖・淀川水系などの
河川で「人をつなぎ、活動をつむぐ」クリーンアップ活動事業を展開する。
さらに、組織基盤を確立するために、NPO 団体、行政、企業に対して積極
的な広報活動を行い、エコネット近畿が行う事業への理解と中間支援の概
念の普及に努める。
Ⅲ．事業の実施に関する事項
1．特定非営利活動に係わる事業
（１）河川流域自然環境再生支援事業／クリーンアップ活動事業
【内
容】近畿の大水系であるびわ湖・淀川流域の河川には、環境を良く
していきたいという共通の想いの下、生き物観察や水質調査、
清掃活動などの活動を行っている団体が数多く存在している。
環境を良くしていくには、環境活動の拡大や継続が重要なポイ
ントになるが、一方で、人材不足や資金不足、あるいは活動意
欲の低下などによって、活動を縮小せざるを得なくなることも
ままある状況である。
河川流域自然環境再生支援事業／クリーンアップ活動事業では、
『情報共有』と『仲間づくり』をテーマにして、団体が組織力
やマネジメント力を向上させるために情報共有して問題解決を
図り、また「環境を良くしていきたい」という共通の想いを持
つ仲間同士の緩やかなネットワークを築くことで、近畿の環境
活動を活性化し、びわ湖・淀川流域がきれいで親しみのもてる
場所になっていくことを目指す。
【実施場所】近畿の河川
【実施日時】通年
【事業概要】連絡会の定例開催（月 1 回）
フォーラムの開催（年 1 回）
Web サイトを使った団体やイベント情報、ノウハウ等の情報集
約・発信
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ごみ調査の普及と調査データの集約・発信
勉強会の実施
特定地域でのネットワークづくり
【対 象 者】近畿の河川流域で活動している NPO・企業・行政・専門家及び
住民
【参加者数】目標：連絡会 120 名、フォーラム 60 名、Web サイト 50 団体、
講習会 300 名、ごみマップ 500 部、勉強会 30 名
【収
入】990 千円（助成金、参加費、他）
【支
出】990 千円（旅費交通費、備品費、広告費、消耗品費、他）
（２）第 7 回 近畿の環境団体情報交流会
【内
容】近畿の環境問題に取り組んでいる NPO をはじめとする市民団
体や企業、行政が顔を合わせ、先進事例や課題などの情報交流
を通して、課題解決とネットワークの構築を目指す。
【実施場所】大阪府（予定）
【実施日時】2011 年 9 月頃（予定）
【対 象 者】環境活動をしている団体、企業・行政の環境担当者、環境に興
味を持つ全ての方
【参加目標】参加者 80 名
【収
入】550 千円（助成金、参加費、他）
【支
出】550 千円（消耗品費、広告費、賃借料、旅費交通費、他）
（３）第 7 回 環境市民活動のための助成金セミナー
【内
容】持続可能な活動のための資金マネジメント力を高める講座並び
に助成財団等の紹介を行い、環境団体の財政基盤強化を目指す。
また平成 23 年度では、より小規模な市民活動団体へのアプロー
チを見据え、他団体や行政との協働でのセミナー開催を模索す
る予定である。
【対 象 者】環境活動をしている団体、企業・行政の環境担当者、環境に興
味を持つ全ての方
【実施場所】滋賀県大津市
【実施日時】大津：平成 23 年(2011)年 10 月 15 日（土）
【参加目標】大津：50 名
【収
入】250 千円（助成金、参加費、他）
【支
出】250 千円（消耗品、広告費、旅費交通費、他）
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（４）エコポイント寄附による事業
【内
容】ごみマップを作成し、小学校等に配布。
【実施日時】平成 23 年 10 月頃
【対 象 者】地域の小学校の他、環境活動をしている団体、企業・行政の環
境担当者等
【作 成 数】2,000 部
【収
入】250 千円（エコポイント寄附）
【支
出】250 千円（印刷費等）
（５）情報の集約・発信
【内
容】NPO 団体や企業、行政、地域住民に対して、メールニュースや
Web サイト、ニュースレター等の媒体を使い、エコネット近畿
や関連団体の情報、イベント情報や助成金情報などを配信する。
【実施日時】メールニュース：月１回配信
ホームページ：随時更新
ニュースレター：年２回発行
【対 象 者】環境活動をしている団体、企業・行政の環境担当者、環境に興
味を持つ全ての方
【配信目標】メールニュース：700 名／1 配信
ニュースレター：100 部／1 回
【収
入】50 千円（助成金、他）
【支
出】50 千円（印刷費等）
（６）「環境政策の提言およびコンサルテーション」
【実施場所】エコネット近畿事務所
【実施日時】随時
【内
容】環境活動をしている団体、企業・行政の相談業務
【収
入】10 千円（助成金、他）
【支
出】10 千円（資料購入費他）
（７）各展示会への出展
【実施日時】随時
【内
容】他団体が主催する環境や市民活動をテーマとしたイベントに積
極的に参加し、活動の広報および参加者との交流を行う。
【収
入】20 千円（助成金、他）
【支
出】20 千円（旅費交通費、消耗品費、他）
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Ⅳ．総会の開催
平成２３年度総会
【内
容】審議事項
第１号議案 平成２２年度 事業報告承認の件
第２号議案 平成２２年度 収支決算承認の件
第３号議案 平成２３年度 監査報告書
第４号議案 平成２３年度 事業計画承認の件
第５号議案 平成２３年度 収支予算承認の件
第６号議案 平成２３年度役員改選
第７号議案 会員会費の規程の制定
総会開催後、水上バス「ひまわり」のアフタヌーンクルーズに
移り、役員や会員の親睦を深める。
【実施場所】天満研修センター（大阪市北区）
【実施日時】２０１１年５月１４日（土）
【対 象 者】エコネット近畿 役員及び会員
【収
入】70 千円（助成金）
【支
出】70 千円（賃借料、旅費交通費、他）
Ⅴ．理事会の開催
平成２３年度の理事会の開催については上期及び下期の 2 回とする。
Ⅵ．常任理事会の開催
平成２３年度の常任理事会の開催については毎月 1 回とする。
Ⅶ．会員目標
2011 年 3 月末 2012 年 3 月末
見込
計画

会員

正会員個人

23

36

正会員団体

10

18

正会員企業

1

3

賛助会員個人

11

17

賛助会員団体

2

4

賛助会員企業

0

2

47

80

計

以上
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