平成２４年度事業報告書
平成２４年(２０１２)４月 1 日から平成２５年(２０１３)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

Ⅰ.事業期間
平成２４年(２０１２)４月１日～平成２５年(２０１３)３月３１日
Ⅱ.事業の成果
会員数は、個人正会員３０名、団体正会員１３団体、企業正会員１社、個人賛助会員
１４名、団体賛助会員１０団体、通信会員７２０名（平成２４年１０月３１日現在）。
毎年開催している情報交流会・助成金セミナー事業について、きめ細かな対応を求め
２か所開催としました。
また、河川自然環境再生支援事業については、エコネット近畿フラッグ事業と位置付
け、エコネット近畿のＰＲや仲間づくりを進め、より多くの方がエコネット近畿に関
わって頂くように活動をおこないました。
さらに、ＩＴ手段をもって、Ｅ－ｍａｉｌの活用・ホームページの充実・facebook の
活用・活動団体の紹介などのサイト立ち上げ等を行い中間支援団体としての情報提供
に努めました。
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】環境市民団体の活動に参加させて頂き、河川清掃と通じてきれいな水辺で繋
がろうという思いを共有しようと、他団体のイベントやクリーンアップ活動
に参加しました。
昨年度より準備をすすめてきたクリーンアップ事業の HP「きれいな水辺で
つながろう～びわ湖・淀川クリーンアップフォーラム」を公開し、団体の組
織紹介・水辺のイベント情報などを掲載し発信をしました。
■ネットワークづくり：イベント開催協力・参加
＜大川クリーン活動＆川で学び・つながる＞
実施日時:平成２４年４月２９日（日）
主
催:おお川水辺クラブ 他
内
容:大川の清掃を行った後、ワンドで投網にて魚種の確認等を行って
いるところに参加しました。
＜第５回水辺の匠 おもしろ体験ステージ＞
実施日時:平成２４年７月２１日（土）、２２日（日）
実施場所:水のめぐみ館ウォーターステーション琵琶（滋賀県大津市）
主
催:ウォーターステーション琵琶の会
内
容:当日スタッフとして参加しました。定例会（6/11、7/9、8/13、
9/10、11/12、12/10、1/14、2/11、3/11）に参加しました。
＜近畿水環境交流会 in 武庫川・宝塚＞
実施日時:平成２４年７月２８日（土）
実施場所：武庫川（兵庫県宝塚市）
主
催:近畿水環境交流会実行委員会
＜寝屋川エコフェスタ＞
実施日時：平成２４年１１月１８日（日）
実施場所：寝屋川市 打上川治水緑地（大阪府寝屋川市）
主
催：寝屋川市
内
容：会員「秦の灯台守」様の出展スペースにて、エコネット近
畿クリーンアップ事業のボランティア募集。
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チラシの配布と、川ごみ・海ごみの発生抑制を啓発する
DVD（一般社団法人 JEAN 作成）の上映を行いました。
＜海ごみサミット 2012 亀岡保津川会議＞
実施日時：平成２４年８月２４日（金）２５日（土）２６日(日)
実施場所：保津川 / ガレリアかめおか（京都府亀岡市）
主
催：一般社団法人 JEAN、海ゴミサミット 2012 亀岡保津川会議実
行委員会
内
容：保津川に浮遊するゴミを回収しＩＣＣゴミ調査に参加。
海ごみサミット２０１２亀岡保津川会議に出席し、ゴミの発生
抑制のために活動しておられる団体事例を学ぶ。
＜秋の観察会～ドングリを食べよう＞
実施日時：平成２４年１０月２８日 （日）
主
催：レッツ久宝探検隊
内
容：ドングリを学び、味わい、クラフトをつくる子どもたちの
自然体験イベント。
＜第 1 回 水辺の匠 クリスマス・イベント＞
実施日時：平成２４年１２月１日（土）
実施場所：水のめぐみ館ウォーターステーション琵琶（滋賀県大津市）
主
催：ウォーターステーション琵琶の会
内
容：廃油をつかったクリスマスキャンドルづくり、とびだすカード
づくり、よし笛のクリスマスキャロル演奏など。
■「きれいな水辺でつながろう～びわ湖・淀川クリーンアップフォーラム」
( http://cleanup.econetkinki.org/ )の公開
■「淀川水系イタセンパラ保全市民ネットワーク」連携団体に加入
「淀川水系イタセンパラ保全市民ネットワーク」は、市民団体、大学、企業、
行政などで構成され、外来魚のブラックバス、ブルーギルの影響などで野生
絶滅に近い状態となっている淡水魚イタセンパラの野生復帰を支援する活
動をするものです。
* イタセンパラ:天然記念物（文化財保護）、国内希少野生動植物種
■「第 3 回仲間づくりフォーラム」開催
実施日時：平成２５年３月３１日（日）
実施場所：大阪府環境情報プラザ
主
催：NPO 法人エコネット近畿
内
容：行政や、他団体とのネットワークでつながることで、環境
NPO が抱えているお困りごとを持続可能な活動のヒントに
する。
講
師:上原一彦氏
（大阪府立環境農林水産総合研究所

西谷
【収

支】 収入

寛氏（海と空の約束プロジェクト

１０４，７３０円、支出

イベントに参加の様子

水生生物センター

代表）

１０４，７３０円

ごみ調査に参加の様子
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主幹研究員）

クリーンアップ活動に参加

（２）第 8 回 近畿の環境団体情報交流会
＜第８回 近畿の環境団体情報交流会 ①＞
【内
容】平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は未曾有の規模で震災・
津波被害をもたらし、さらに原発事故とその影響は、未だに現地は元よ
り日本全体を覆い尽くしています。
今回の情報交流会は、大災害を踏まえて持続する社会を構築することを
メインテーマとしました。基調講演では、「環境時代のエネルギー政策」
について講演を頂き、引き続きメインテーマを基に、持続可能な社会の
重要な要件である「食と安全」「エネルギーの確保」「里山の生態系」を
それぞれのテーマとして、パネルディスカッションと分科会を行ないま
した。これらに関心のある方や団体・行政の皆さんに対して、環境活動
の継続に重要である組織基盤強化や他団体・他組織とのネットワークづ
くりに役立たせる企画で開催しました。
【実施日時】平成２４年６月２３日（土）１２：３０～１７：３０
【実施場所】大阪市立総合生涯学習センター（大阪市北区）
【参加者数】目標：８０名、実績：４０名
【収
支】収入 ２８４，９１０円、支出 ２８４，９１０円
基調講演 桑野氏
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの様子
分科会の様子

＜第８回近畿の環境団体情報交流会②＞
【内
容】平成２４年６月２３日（土）に開催の情報交流会①を受けて、里山エネ
ルギーを中心とした「自然エネルギーシンポ」を開催しました。
講演を、浅岡美恵氏による「地域の再生可能エネルギーの可能性」、澁澤
寿一氏による「木質バイオマス利用と地域づくり」、嘉田由紀子氏による
「遠いエネルギー、近いエネルギー～エネルギーの地産地消を目指して
～」を頂きました。
第 2 部は、会場からの質問票にパネリストが応える形でパネルディスカ
ッションを行いました。第 3 部では、①自然エネルギー一般、②燃料と
しての里山エネルギー、③熱源としての里山エネルギーの 3 つのグルー
プに分かれ、講師を囲んで参加者同士の意見交換と質疑応答を行いまし
た。
3.11 以降エネルギー問題に関心のある方や団体・行政の皆さんに対して、
最新情報を発信するとともに、他団体・他組織とのネットワークづくり
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に役立たせる企画で開催しました。
【実施日時】平成２４年１１月１７日（土）１２：３０～１７：３０
【実施場所】ピアザ淡海 ２階２０７号会議室（滋賀県大津市におの浜）
【参加者数】目標：６０名、実績：５７名
【収
支】収入２４３，１４７円、支出２４３，１４７円
講演 浅岡美恵氏
講演 澁澤寿一氏
講演 嘉田由紀子氏

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの様子

会場の様子

参加者交流会

（３）第８回 環境市民活動のための助成金セミナー
＜和歌山会場＞
【内
容】 和歌山県にて「第８回環境市民活動のための助成金セミナー」を開催。
はじめに「活動が変わる・広がる！助成金制度サクサク活用術」をテー
マとして和歌山県 NPO サポートセンター志場久起氏による講演を行い、
引き続き三井物産(株)、(株)コメリ、(一財法)セブン-イレブン記念財団、
パナソニック（株）の各助成制度、ならびに和歌山県地域限定「紀の国
森づくり基金」、「花王・ハートポケット助成」の助成制度を紹介して頂
いた。多くの参加者に満足いただける大変充実したセミナーにすること
ができました。
【実施日時】平成２４年１０月１３日（土）
【実施場所】和歌山ビック愛 ９階会議室Ａ（和歌市手平）
【参加者数】目標：４０名、実績：２２名
第１部 講演
講演に聞き入る参加者の様子

第２部 助成団体による制度の説明

第３部
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個別質問会

＜京都会場＞
【内
容】 京都府にて前日の和歌山会場に引き続き同様の助成金セミナーを開催し
「新しい公共時代における NPO の資金調達」について公益財団法人京都
地域創造基金戸田幸典氏による講演を行い、引き続き三井物産(株)、(株)
コメリ、(一財法)セブン-イレブン記念財団、パナソニック（株）と地元よ
り（公財法）京都地域創造基金による各団体の助成制度を紹介して頂いた。
こちらも、和歌山会場同様に多くの参加者に満足いただけるセミナーとな
りました。
【実施日時】平成２４年１０月１４日（日）
【実施場所】京都テルサ ３階Ｄ会議室（京都市南区）
【参加者数】目標：５０名、実績：３７名
第１部 講演
講演に聞き入る参加者の様子

第２部 助成団体による制度の説明

【収

支】収入

第３部

２６４，５６１円、支出

個別質問会

２６４，５６１円

（４）その他の活動
環境団体への中間支援として、地域のネットワークづくりや情報の受発信、また中間
支援活動の理解促進のために、諸活動を行いました。
① 情報の集約・発信
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容】 NPO 団体や企業、行政、地域住民に対して、メールニュース等の媒体
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
などを配信しました。
【配 信 数】 メールニュース：目標 ７００名、実績 ７２６名
メールニュースの配信日（目標：月１回配信）

【内

第５５号
第５６号
第５７号
第５８号
第５９号
第６０号
第６１号
第６２号
第６３号
第６４号
第６５号
第６６号
第６７号
第６８号
第６９号
第７０号

平成２４年

４月 ４日
４月２３日
６月 ５日
６月１８日
７月１７日
７月２６日
９月１２日
９月１９日
９月２４日
１０月２５日
１１月２２日
１２月１４日
１２月２８日
平成２５年 １月２５日
２月２1 日
３月１１日

② 環境団体・地域市民への支援
【内
容】環境活動をしている団体・地域市民へ活動備品の貸与又は提供を行いま
した。
「エコネット近畿 貸出備品利用方法」を基に「エコネット近畿 備品借
入申込書」にて貸出を行っています。
クリーンアップ活動の一環として‘もんどり 3 個’を貸出しています。
③ 展示会・イベントへの出展・参加
【内
容】 他団体が主催する環境や市民活動をテーマとした展示会やイベントに積
極的に参加し、活動の広報および参加者との交流を行いました。
＜２０１２年度まるごと爽健説明会＞
実施日時：平成２４年 5 月 28 日（水）
実施場所：パナソニック 松心会館 ２階（大阪府門真市）
来 場 者：約７０名
主
催：パナソニック松愛会
内
容：エコネット近畿の事業活動紹介として「環境支援活動と活
動資金確保について」事例発表を行った。
＜海ごみプラットフォーム・ＪＡＰＡＮ＞
実施日時：平成２４年７月２４日（金）
実施場所：キャンパスプラザ京都 第一会議室（京都市下京区）
来 場 者：約５０名
主
催：一般社団法人 ＪＥＡＮ
内
容：「海ごみサミット２０１２亀岡保津川会議」８月２４日～
２６日開催に向けて、海ごみの現状とサミットの経緯を説
明し、講演と活動報告・情報提供が行われ、エコネット近
畿として活動紹介を行った。
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＜水都おおさか森林の市＞
実施日時：平成２４年１０月７日（日）
実施場所：近畿中国森林管理局前・OAP 周辺（大阪市北区）
来 場 者：約１０，０００名
主
催：水都おおさか森林の市実行委員会
内
容：
「環境市民活動のための助成金セミナー」ならびに「近畿の
環境団体情報交流会②自然エネルギーシンポ」開催告知。
大地の恵みとして飲食できる果物や木の実を写真よりの
クイズ形式で答えて頂き、現物を展示・試食して頂いた。
また、子どもたちに紙芝居で自然環境維持の大切さを見て
頂いた。クイズ解答者１２６名と同伴者などを含め約４０
０名の来場があった。
＜エコフェスタ２０１２ｉｎまほろば＞
実施日時：平成２４年１０月２７日（土）
実施場所：橿原文化会館前広場（奈良県橿原市）
来 場 者：約５，０００名＜主催者発表待ち＞
主
催：橿原市地球温暖化対策地域協議会“エコライフかしはら”
内
容：事業紹介ならびに「近畿の環境団体情報交流会②自然エネ
ルギーシンポ」開催告知。
里山の恵みドングリを使って、ストラップやコマを来場
者に作ってもらった。また、子どもたちに紙芝居で自然環
境維持の大切さを見て頂いた。工作をした方１２０名と同
伴者などを含め約３００人の来場があった。
＜京都環境フェスティバル２０１２＞
実施日時：平成２４年１２月８日（土）・９日（日）
実施場所：京都府総合見本市会館（京都府伏見区）
来 場 者：約２７，０００名
主
催：京都府、京と地球の共生府民会議、
京都府地球温暖化防止活動推進センター
内
容：エコネット近畿の事業紹介を主として、エコネット近畿会
員の募集、川ごみ・海ごみの発生抑制を啓発する DVD の
上映など。エコネット近畿「きれいな水辺でつながろう」
のキャッチフレーズ入りの落ち葉の栞配布。
＜環境フェスタｉｎ交野２０１３＞
実施日時：平成２５年２月２４日（日）
実施場所：星の里いわふね（大阪府交野市）
来 場 者：約３，２００名
主
催：かたの環境フェスタ市民会議
内
容：エコネット近畿の事業紹介を主として、エコネット近畿会
員の募集のチラシ配布、川ごみ・海ごみの発生抑制を啓発
する DVD の上映、ゴミクイズなど。
Ⅳ．総会の開催状況
総会記念講演
日
時：平成２４年５月２６日（土） １０：００～１１：３０
場
所：大阪市立総合生涯学習センター（大阪市北区）
出席者数：３０名（一般出席１０名 会員等出席２０名）
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内

容：一般社団法人ホワイトマックス未来号 顧問 フリーライター
山本健治氏による講演
「３・１１を心に刻み、エコで日本を変えよう！」
～生活、消費、仕事、自然を見つめ直そう～

平成２４年度総会
日
時：平成２４年５月２６日（土） １１：４５～１２：４５
場
所：大阪市立総合生涯学習センター（大阪市北区）
出席者数：３２名（本人出席１５名 委任状出席１７名）
内
容：審議事項
第１号議案 平成２３年度 事業報告書 承認の件
第２号議案 平成２３年度 収支計算書 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２４年度 事業計画書 承認の件
第５号議案 平成２４年度 収支予算書 承認の件
第６号議案 平成２４年度 役員承認の件
Ⅴ．理事会の開催状況
第９回臨時理事会
日
時：平成２４年４月２４日（火） １８：００～２０：４５
場
所：エコネット近畿事務所
出席者数：１８名（本人出席８名 委任状出席１０名）
内
容：審議事項
第１号議案 平成２５年度総会審議事項
第２号議案 基幹事業検討委員会の提案
第１０回定例理事会
日
時：平成２４年５月２６日（土） １４：００～１５：４５
場
所：大阪市立総合生涯学習センター（大阪市北区）
出席者数：１９名（本人出席１０名 委任状出席９名）
内
容：審議事項
平成２４年度新任理事・監事紹介
改正 NPO 法人法について
エコネット近畿のあり方等について
第１１回臨時理事会
日
時：平成２４年１２月６日（木） １８：００～２１：３０
場
所：エコネット近畿事務所
出席者数： ２０名（本人出席８名 委任状出席１２名）
内
容：審議事項
第１号議案 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ記念財団との 3 ヵ年計画について
平成 24 年度会計報告(平成 24 年 11 月末現在)
平成２４年度事業報告（暫定）
平成２５年度事業計画（暫定）
第２号議案 定款変更「案」について
第１２回定例理事会
9

日
時：平成２５年２月１５日（金） １８：００～２０：００
場
所：エコネット近畿事務所
出席者数：19 名（本人出席 8 名 委任状出席 11 名）
内
容：審議事項
第１号議案 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ記念財団への運営助成申請
平成２４年度事業報告書及び収支計算書
平成２５年度事業計画書及び収支予算書
第２号議案 平成２５年度役員と各事業担当理事
第３号議案 定款変更
第４号議案 諸規程
Ⅵ．常任理事会の開催状況
第２８回常任理事会
日
時：平成２４年６月８日（金）１８：００～１９：４５
場
所：エコネット近畿事務所
主な内容：第８回情報交流会①(6/23)進捗状況について
エコネット近畿の検討課題について
・ルール等運営検討委員会設立について
・改正 NPO 法人法の対応及び法務局・所轄庁届出について
TKC 会計ソフトによる会計処理について
第８回助成金セミナーの進め方について
第２９回常任理事会
日
時：平成２４年７月１９日（木）１７：４５～１９：１０
場
所：エコネット近畿事務所
主な内容：平成２４年４～６月度会計報告
第８回情報交流会①(6/23)開催結果について
第８回助成金セミナー進捗状況について
クリーンアップ活動報告について
第１回ルール等運営検討委員会結果報告
その他審議報告事項
① 改正 NPO 法人法の対応及び法務局・所轄庁届出結果報告
② 辻郁子事務局員の正式雇用
第３０回常任理事会
日
時：平成２４年８月２２日（水）１８：３５～２１：２５
場
所：エコネット近畿事務所
主な内容：平成２４年７月度会計報告
第８回助成金セミナー進捗状況について
第８回情報交流会①(6/23)結果と②(11/17)開催方法について
他団体（NPO 法人テクノメイトコープ）との協働について
外部団体開催イベント参加について
フリーディスカッション開催結果について
西田常任理事が病気の為、当分の間常任理事会に欠席の報告があった。

第３１回常任理事会
10

日
時：平成２４年１０月１９日（金）１８：０５～２０：４０
場
所：エコネット近畿事務所
主な内容：平成２４年８・９月度会計報告
第８回助成金セミナー開催結果について
第８回情報交流会②（11/17）進捗状況について
エコネット近畿中長期的な事業方針検討会結果について
エコネット近畿貸出備品について
第３２回常任理事会
日
時：平成２４年１１月２０日（火）１８：０４～２０：２０
場
所：エコネット近畿事務所
主な内容：平成２４年１０月度会計報告
情報交流会②（11/17）開催結果について
ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ記念財団との３ヵ年協定「案」について
平成２５年度役員改選について
定款見直しについて
第３３回常任理事会
日
時：平成２４年１２月１８日（火）１８：０５～２０：４０
場
所：エコネット近畿事務所
主な内容：ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ記念財団との３ヵ年協定「案」について
ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ記念財団「中間支援団体合同会議」資料について
第３４回常任理事会
日
時：平成２５年１月１８日（金） １８：００～２１：４０
場
所：エコネット近畿事務所
主な内容：定款見直しについて
ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ記念財団との３ヵ年協定における組織体制見直しについて
Ⅶ．ルール等運営検討委員会
目
的：ルール等運営検討委員会は、エコネット近畿の未整備規程（会計規程・公
印規程等）やエコネット近畿の定款見直し案を検討し、平成２５年度総会
に提案すべく意見聴取のために設置した。
委員は、理事以外にも広く意見を求めるため、正会員と部外有識者にも参
画を依頼した。
構 成 員：座長 仲津英治副理事長
委員 理事：米道綱夫常任理事､大林輝理事､小松英宣理事､平田通文理事
部外有識者：鍵谷誠一氏、小野弘人氏、
事務局 内田充俊、辻郁子
任期・活動期間：平成２４年７月３日より２４年９月１４日
第１回ルール等運営検討委員会
日
時：平成２４年７月３日（火）１７：１５～１８：５０
場
所：エコネット近畿事務所
主な内容：ルール等運営検討委員会開催の経緯説明
検討課題と提案について
第２回ルール等運営検討委員会
11

日
場

時：平成２４年９月１４日（金）１７：３５～１９：５０
所：エコネット近畿事務所
主な内容：エコネット近畿定款見直し「案」策定
その他の項目
・事業活動の集客について
・役員任期について
上記検討委員会の成果として第３１回（平成２４年１０月１９日）常任理事会に定款
見直し「案」を報告した。
同常任理事会では、中長期的な事業方針検討会を平成２４年１０月４日（木）に開催
し、同委員会提案の定款第３条（目的）
・第４条（活動の種類）を承認し、第５条（事
業の種類）を明文化して次の理事会承認の基に平成２５年度総会提案事項とした。
Ⅷ．会員の推移と結果
2012 年 3 月末
2013 年 3 月末
2013 年 3 月末
実績
実績予想
(期首)計画
正会員個人
31
31
37
正会員団体
12
11
14
正会員企業
1
1
1
会員
賛助会員個人
8
17
10
賛助会員団体
2
10
3
賛助会員企業
0
0
0
計
54
70
65
エコネット近畿主催のイベントである、助成金セミナー・情報交流会開催時に
積極的な会員への入会を行い会員計画の達成が出来た。
この新規会員の継続と更なる入会者獲得に向けて情報提供等の取り組みを行って
いる。
以上
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