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Ⅰ．事業期間 

  平成２５年（2013）４月１日～平成２６年（2014）３月３１日 

Ⅱ．事業の成果 

  （１）会員の拡大 

 

会員数は、個人正会

員３５名、団体正会

員９団体、個人賛助

会員２１名、団体賛

助会員１１団体。前

年比１３．４%の会

員増となった。 

今年度会員になって

くださった9名の方

の加入時期は、 

１１月の助成金セ 

ミナー時に1団体5

名と６７％を占めて

いた。この傾向は前年度平成２４年度から顕著となり、この年の会員加入者の

９０％以上がセミナーを機に加入してくださっている。 

 

（２）会員拡大にむけて 

   エコネットカフェ・企業との協働セミナーなどエコネット近畿に寄り添える

新規企画を開催し、より親しみやすい交流の場を設けて環境活動の情報発信

とネットワークづくりや会員拡大に取り組んだ。結果、各事業の広報機会が

増え、参加者目標達成率もアップしました。 

    設立時 2011年 2012年 2013年 2013/2012 
2015年

計画 

会 員 

正会員個人 13人 31人 28人 35人 25％増 51人 

正会員団体 1人 12人 11人 9人 18％減 17人 

正会員企業 1人 1人 1人 0人 100％減 1人 

賛助会員個人 5人 8人 17人 21人 23％増 32人 

賛助会員団体 1人 2人 10人 11人 10％増 18人 

賛助会員企業 0人 0人 0人 0人 
 

1人 

計 21人 54人 67人 76人 13.4％増 120人 
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今後は、環境市民活動団体の活動状況や各助成団体の助成金情報など、会員

メリットとなる情報提供を行い、新規入会者獲得と会員継続の動機づけとな

る魅力づくりに努めます。 

 

（３）各事業における成果 

〇情報交流会：新たな運営体制へのチャレンジ 

 今年度は、発表団体参加型の実行委員会形式で運営をすすめさせていた 

だき、当日のスタッフをお引き受け頂くと同時に学生スタッフをお連れ 

いただいたり、広報協力をいただりと多大なるご協力をいただいた。 

27団体とエコネット近畿の協働による新しい交流会の運営体制にチャ 

レンジできた。 

〇助成金セミナー：助成団体とのマッチング 

平成24年度開催の助成金セミナーに参加された団体のうち6団体が一 

般財団法人セブン－イレブン記念財団の25年度公募助成の採択結果を 

手にされた。 

〇情報の集約・発信・広報：掲載依頼倍増、CSR活動支援依頼も 

ほかに、行政や助成団体、市民団体からのフェイスブックやメールニュ 

ースへのイベント情報掲載依頼や、HPをご覧になった企業よりCSR 

活動のコーディネート依頼があるなど、WEBやメールニュースの効果 

がみられた。 

 

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）第９回 近畿の環境団体情報交流会 

 【内  容】平成25年6月22日(土)大阪大学中之島センターにて開催した第9回

近畿の環境団体情報交流会は、近畿 2府 4県でキラリ！と輝く環境活

動をされている 27 団体、エコネット近畿、コーディネータ－による

実行委員会形式で企画・運営をしたもので、環境に関心のある団体や

個人70名の参加がありました。 

団体発表では、主な活動テーマ別に「エネルギー」、「がっこう」、  

「地域」、「食と農」、「くらし」の5分野に分かれ事例発表をして 

いただき、参加者は興味のある活動テーマを選択し自由に教室を移

動してご参加いただきました。 

つづくワークショップや全体会では、関心のある分野を横断し、小

グループに分かれてより多くの方とコミュニケーションをとってい

ただけるよう工夫し、団体や各セクターの相互交流の場としました。 
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また、参加者に事例発表で共感を覚えた団体に投票をしていただき、

投票枚数に応じて資料代のうちの 100 円を団体応援寄付金として使

わせて頂きました。全体で 53 名の投票があり、寄附金総額は 5300

円でした。 

近畿 2 府 4 県で活動する様々な環境団体や環境に関心の高い市 民

のみなさんの活発な意見交流が行われ、次回開催への期待の声も寄

せられました。 

【実施日時】平成２５年(2013)６月２２日（土） 

【実施場所】大阪大学 中之島センター 

【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 

【協  力】学校法人大阪コミュニケーションアート専門学校 

【事業概要】①団体活動発表会 

       自然エネルギー、生物多様性、食と農、ゴミ・リサイクル、 

       環境教育 

      ②団体活動発表を交えてのワークショップ 

      ③全体会 

【参加目標】８０名（一般７０名、会員１０名） 

【実  績】７０名 

（一般４２名、会員９名、学生４名、発表団体会員１５名） 

【収  入】４４２,０８１円（助成金、参加費、他） 

【支  出】４１０,２２９円（消耗品費、広告費、賃借料、旅費交通費、他） 

 

（２）第９回 環境市民活動のための助成金セミナー 

【内  容】環境に係る市民活動団体と理解ある支援団体との結びつける場とし

て助成金セミナーを設け、中間支援活動として、個々の団体の基盤強

化に取り組み、持続可能な社会実現を目指しました。 

     基調講演では、助成団体や行政との連携のあり方や団体の資源、持続

的な経営、団体としての考え方についてご講演いただき有意義なもの

となりました。第２部では助成団体担当者（6団体）による制度説明や

採択事例などをご説明いただいたほか、個別質問会の場を設けて参加

者から助成団体担当者へ疑問点を直接ご質問いただきました。近畿２

府４県から３８団体４７名のご参加があり、うち大阪府下から参加さ

れた団体は全体の６６％でした。 

【実施日時】平成２５年(2013)１１月２３日(土)   

【実施場所】おおさかATCグリーンエコプラザ ビオトーププラザ 
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【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】６０名（一般５０名、会員１０名） 

【実  績】４７名（一般４２名、会員１３名）    

【収  入】１２４,４５５円（助成金、参加費、他） 

【支  出】１３２,３８１円（消耗品費、広告費、旅費交通費、他） 

（３）環境NPOスキルアップセミナー 

【内  容】環境に係る市民活動団体と理解ある支援団体を結びつける場として助

成金セミナーを設け、中間支援活動として、個々の団体の基盤強化に

取り組み、持続可能な社会実現を目指すもの。 

【実施日時】今期実施せず。 

（４）平成２５年度 エコネットカフェ 

【内  容】新規加入会員・賛助会員・ボランティア会員には、「エコネ 

ットカフェ」を入口としてエコネット近畿の事業内容を知り、  興

味ある事業運営への参画の参考としていただく。エコネット近畿の

常任理事、理事、会員団体によるミニセミナーの後、参加者全員で

フリートーキング。フリートーキングのなかに課題をヒアリングし、

参加者からヒントを得たり、交流や協働が生まれることを目指した。 

【実施内容】 

 

 
 

テ ー マ・お話・内容 目標 実績 成 果 

1 3/22 

「ボスボラス海峡トンネル鉄道プロジェクト」 

仲津英治副理事長（５月より理事長） 

（内容）トルコの交通渋滞問題解決のた

め、海峡トンネル開業に向け奔走する日本

人技術者の立場でお話いただきました 

10名 

22 
新規会員 

個人3 /団体1  

2 4/4 

「環境ボランティアとしてのキャリアデザイン」 

中島秀和理事 

（内容）人生のキャリアの一つとして、環

境ボランティアを見てみました。 

6 
会員として初参加 

の方１名 

3 5/17 

「植物の声を聞きましょう  

～樹医が教える庭木の手入れの勘どころ～」 

 山本光二副理事長 

 （内容）庭木や花木の手入れについてお 

話いただきました。 

20 企業より講演依頼 
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テ ー マ・お話・内容 目標 実績 成 果 

番外 6/29 

「三室戸寺のアジサイ鑑賞会」 

 山本光二副理事長 

 （内容）アジサイの美しい三室戸寺を 

  鑑賞しました。 

10名 

5 エクスカーション 

4 6/20 

「みなさんに役立つ法的なものの考え方」 

 小松英宣顧問 

（内容）「法的なものの見方」を身につけ 

トラブルを回避する方法を学びました。 

6 
会員団体の 

課題解決へ 

5 8/22 

「朝日ビルビデオ「伝統の継承と進化」」 

 若林あかね氏（映像作家） 

 （内容）建物も環境のひとつとの考えで、 

  大阪朝日新聞ビルのビデオ鑑賞とお話、フリ

ートークをしました。 

4 
 

6 9/6 

「お酒のラベルを正しく読もう」 

山野久幸氏（山野酒造） 

 （内容）日本酒を中心に、お酒のラベルに 

込められた情報の読み取り方を教えてい 

ただきました。 

12 
 

7 10/30 

「第9回助成金セミナーを 

120%活用していただくために」 

 辻 郁子（事務局） 

（内容）助成金セミナーのプレセミナー 

2 セミナー参加1 

8 12/13 

「中国のチワン族のお正月」 

 韋 菁華（事務局） 

（内容）中国のチワン族のお正月を紹介 

外国の文化を知る。 

7   

9 1/22 
「自然農から解き明かす「食と健康」」 

 森 賢三氏（むすび・ねっと） 
19 

食・農分野の企業 

も参加 

10 2/25 
「木質バイオマスエネルギーについて」 

 大塚憲昭氏（株式会社里山経済研究所） 
18 

 

11 3/19 

「DVD「シェーナウの想い」上映会＆トーク」 

 中川慶子氏（新エネルギーをすすめる宝塚の会） 

 （内容）ドイツの自然エネルギー電力会社 

設立までのドキュメンタリー映画の上映 

後、市民太陽光発電所の現状をトーク 

13 

現地ホームステイ経

験者よりの報告もあ

り、次年度開催の声

があがる。 
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【実施場所】エコネット近畿 事務所（大阪市北区天神橋2丁目北1-14） 

【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】目標１００名  

【実  績】１３４名（２０１３年４月～２０１４年３月１９日） 

【成  果】①多様な環境分野で活躍するＮＰＯのみなさんの活動発表、意 

      見交換や情報共有の場として、幅広い年齢層の男女に参加いた 

   だいた。 

②新規会員の加入があった。 

③会員の事業参加や理事との交流の場となった。 

【参 加 費】２００円（お茶・お菓子代） 

【収  入】２０，２００円 

【支  出】１１，９７９円（消耗品費、通信費、他） 

 
（５）企業との協働セミナー 

 【内  容】先進的なグリーンビジネスを推進する企業の多くは、様々なス              

テークホルダーに向け CSR 活動報告を行い、また社会貢献あるいは企

業市民活動に取り組んでおられます。 

しかし、多くの企業は市民活動がやってみたい！という社員の み

なさんがおられながら、地域の情報が不足しているために活動の場

を持てなかったり、一歩が踏み出せずにおられます。 

一方で、環境NPOが直面する会員の高齢化による 後継者不足 

や、活動の継続に必要な安定した会員数の確保に悩んでいます。 

セミナーでは、これらの課題を解決しようと環境ＮＰＯ．企業、 

行政の３つの協働事例発表から、新たな協働のカタチを探り、 

パートナーシップを築くことができるよう協働セミナーを実施 

しました。 

 【事業概要】環境 NPO、企業、行政のそれぞれの立場から協働事例をご発表いただ

き、協働に必要な要件や協働の可能性を探るとともに、 

 マッチングをはかる場としました。 

        ①環境ＮＰＯより協働事例の発表（７事例） 

    ②企業・行政より協働事例の発表（企業２事例、行政１事例、 

展示 企業１事例） 

    ③意見交換会 

 【実施日時】平成２６年（2014）２月１８日(火) １３：００～１６：３０ 

 【実施場所】おおさかATCグリーンエコプラザ 
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 【対 象 者】企業、企業のＣＳＲ活動担当者、環境活動をしている団体、行 

政の環境担当者、環境活動団体、環境問題に興味を持つ方 

 【参加目標】参加企業 ２０社  参加NPO    ３０団体 

 【実  績】３５名（企業８社、行政５、環境ＮＰＯ/任意団体/個人２２名） 

 【参 加 費】１，０００円（一般）５００円(学生)、５００円（会員） 

 【収  入】３０,０００円（参加費、他） 

 【支  出】２７,６５１円（消耗品費、印刷費、旅費交通費、通信費） 

（６）その他の活動 

① 情報の集約・発信・広報 

【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

イト等の媒体を使い、エコネット近畿や各関連団体の情報・イベント

情報や助成金情報などを配信しました。 

【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 

【実施日時】〇エコネット近畿 ニュースレター ２０１４.１月号 配信  

〇フェイスブック「いいね！」実績 １４９／ 目標１００ 

                 （２０１４.３月現在）          

〇メールニュース：月１～３回 月初と中旬頃配信 (計２１号)   

                              ８０９名／1配信目標 ９００名 

第７１号 平成２５年  ４月３０日 

第７２号 平成２５年 ５月 ２日 

第７３号 平成２５年 ５月２８日 

第７４号 平成２５年 ７月２５日 

第７５号 平成２５年 ８月 ９日 

第７６号 平成２５年 ８月２９日 

号    外 平成２５年 ９月 ６日 

第７７号 平成２５年 ９月１８日 

第７８号 平成２５年 ９月２４日 

第７９号 平成２５年１０月 ７日 

第８０号 平成２５年１０月２２日 

第８１号 平成２５年１１月１２日 

第８２号 平成２５年１２月 ２日 

第８３号 平成２５年１２月１３日 

第８４号 平成２５年１２月２６日 

第８５号 平成２６年 １月 ６日 

第８６号 平成２６年 １月１７日 
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第８７号 平成２６年 １月２８日 

第８８号 平成２６年 ２月 ６日 

第８９号 平成２６年 ２月１７日  

第９０号 平成２６年 ３月１０日  

 

〇ホームページ：随時更新 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

2012年 1,870 1,461 1,153 1,001 1,036 1,267 1,494 843 679 1,143 1,587 1,354

2013年 1,510 2,036 2,197 1,264 1,230 1,061 1,219 932 952 1,231 1,633 916

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

ア
ク
セ

ス
数

２０１２年 14,888アクセス／年  1,241アクセス／月 

   ２０１３年 16,181アクセス／年  1,618アクセス／月 

 

② 環境NPOボランティアの募集と仕組みづくり  

【内  容】「ボランティアしたい人」と「人材をもとめる団体」をつなげる 

      仕組みを確立することにより、後継者不足に悩む環境 NPO に      

おける人材育成支援に取り組むため、チラシ等でボランティアの募

集をしたほか、ボランティア募集に特化したメールニュースの配信

を準備しています。 

 

③ 河川流域自然環境再生支援/クリーンアップ活動 

ⅰ．SMBCフレンド証券クリーンアップ活動 

【内  容】SMBCフレンド証券様への入社内々定者の学生のみなさんによ 
るCSR 活動の一環として、大川・毛馬桜之宮公園周辺のクリー ン

アップ活動が行われました。 
エコネット近畿では、開催主旨に賛同し会場となった大川で活動す

る「おお川水辺クラブ」と連携して当日運営にあたらせていただき

ました。 
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７５L ごみ袋 ３袋、自転車１台、家具 １棹、流木 １ 
【実施日時】平成２５年（２０１３）９月１３日（金） 

１０時００分～１１時３０分 
【会  場】大川 毛馬桜之宮公園 
【参 加 者】75名  
 
ⅱ．淀川クリーンアップ活動 ごみを調べて遊べる川をつくりましょう 
  調査型クリーンアップ講習会 
【内  容】「きれいな水辺でつながろう～びわ湖・淀川クリーンアップ」をキ

ャッチフレーズに、①ごみデータを集めてごみの出所を断つ 

②クリーンアップで川ともっと関わる、③楽しめる水辺を増や 

すという目的をもって、調査リーダーを養成する講座を開催しまし

た。養成した調査リーダーが各地域に出向いて活動することで、各

団体への支援を目指しました。 

実施運営と人員配置は、実施場所で定期的に活動を続けておられる

ゴミンゴ・ゴミ拾いネットワークさんにご協力いただきました。 

【実施日時】12月8日（日）9：30～12：00 

【実施場所】福島区海老江 淀川河川敷 

【参加目標】３０名 

【実  績】１４名 

【対 象 者】環境をよくしたい方 

【収  入】３５８,１７８円（助成金、大阪府補助金、エコポイント、参加費他） 

【支  出】３５８,１７８円（消耗品費、印刷費、旅費交通費、謝金、保険代他） 

 

④ 各展示会への出展 

【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際し、

展示や発表に積極的に参加し、活動の広報および参加者との交流を行

う。 

【実施日時】随時 

【参加回数】４展示会（イベント） 

 

＜2013年まるごと爽健説明会・社会貢献活動説明会＞ 

実施日時：６月３日（月） 

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：５１名 

主  催：パナソニック松愛会 
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内  容：NPO・ボランティアのための資金調達について発表しました。 

成  果：９月にパナソニック松愛会 事務局および各支部のみなさんと 

      助成金についての勉強会（９名参加） 

      うち６名が１１月開催の助成金セミナーにご参加くださり、今年度

助成申請をされました。 

 

＜第6回 水辺の匠 おもしろステージ＞ 

 実施日時：７月２０日(土)・２１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 

 来 場 者：２０００人 

 内  容：①エコネット近畿 事業のパネル展示 

      ②スタッフ参加 

      定例会に参加しました（4/15、5/13、6/10、9/9、10/14、1/13） 

 

＜水都おおさか森林の市＞ 

 実施日時：１０月６日（日） 

 実施場所：近畿中国森林管理局前(大阪市北区) 

 来 場 者：１万人 

 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」発表団体の紹介。 

      出展希望団体の資料配布とパネル展示。 

      来場者向け「ちいさな秋のクラフト」体験として、みかん提灯（１

４組）、竹水鉄砲（２０組）ドングリ工作(２種各４０組)、葉っぱの

栞づくり（４０組）を行ない約１００名の方が参加されました。 

 

＜環境フェスタIN交野＞ 

 実施日時：３月１日(土)・２日（日） 

 実施場所：星の里いわふね（大阪府交野市） 

 来 場 者：２,６００人 

 主  催：交野市民環境会議 

 内  容：みんなの問題・海のゴミ写真パネル展示（一般財団法人ＪＥＡＮ）

と公益財団法人かながわ海岸美化財団によるなぎさのハンドブックを

来場者に配布し啓発活動を行った。 
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⑤ 近畿２府４県の中間支援団体との協力関係を築く  

【内  容】中間支援組織同士のネットワークづくりにより、それぞれが果たす

機能や情報の補完、共催事業の企画・運営を図りました。 

      次年度は、その協力体制を活かしセミナー開催を予定しています。 

 

⑥ 会員へのサービス 

【内  容】会員の要望に応じ、事務所の会議室を活用して頂きました。 

【会議室の利用状況】 

・会員団体が2回ご利用になられました （目的：団体の会議、打合せ） 

【備品の貸出状況】 

・プロジェクター 2回 （目的：セミナーでの発表） 

 ・ゴミはさみ   1回 （目的：イベント時の備品として） 

  

（７）エコネット近畿の組織力強化 

 PanasonicNPO サポートファンドに応募し、組織診断にもとづくキャパシティビ

ルディング（組織基盤強化）への助成申請は、理事会決定により次年度に持ち越

しといたしました。 

 

Ⅳ．総会の開催 

 平成２５年度総会 

【内  容】審議事項 

第１号議案 平成２４年度 事業報告書承認の件 

第２号議案 平成２４年度 収支計算書承認の件 

第３号議案 平成２４年度 監査報告書承認の件 

第４号議案 平成２５年度 事業計画書承認の件 

第５号議案 平成２５年度 収支予算書承認の件 

第６号議案 定款変更について 

第７号議案 平成２５年度  役員改選および新任について 

【実施日時】平成25年(2013)年5月25日（土）13：00～14：45 

【実施場所】大阪市総合生涯学習センター 

【対 象 者】エコネット近畿 役員及び会員 

【収  入】６０千円（助成金、参加費、他） 

【支  出】６０千円（賃借料、旅費交通費、他） 

 

Ⅴ．理事会の開催 

  平成２５年度の定例理事会の開催については４回以上となった。 
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 第13回定例理事会 

   日 時：平成25年4月18日 

   場 所：エコネット近畿 事務所 

   出席者数：16名（本人出席7名 委任状出席9名） 

   内  容：審議事項 

      第1号議案 平成25年度総会審議事項 

  第14回定例理事会 

   日 時：平成25年5月25日 

   場 所：エコネット近畿 事務所 

   出席者数：10名（本人出席8名 委任状出席2名） 

   内  容：平成25年度新理事紹介 

      理事長の互選 

  第15回定例理事会 

日 時：平成25年7月18日 

   場 所：エコネット近畿 事務所 

   出席者数：9名（本人出席8名 書面表決1名） 

   内  容：今後のエコネット近畿について 

      情報交流会報告 

      エコネットカフェ報告 

大阪府環境保全補助金交付決定に伴うクリーンアップ事業計画 

  第16回臨時理事会 

   日 時：平成25年9月25日 

   場 所：エコネット近畿 事務所 

   出席者数：9名（本人出席9名） 

   内 容：理事長辞任意向を受けて 

事業報告  

助成金セミナーの説明、役割分担のお願いと確定 

  第17回定例理事会 

   日 時：平成25年11月26日 

   場 所：エコネット近畿 事務所 

   出席者数：8名（本人出席8名） 

   内 容：次期三か年計画の件  

       ：事務局パソコンの買い替えの件  

：助成金セミナー報告 

第18回定例理事会 
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   日 時：平成26年2月20日 

   場 所：エコネット近畿 事務所 

   出席者数：9名（本人出席9名） 

   内 容：平成25年度事業報告「暫定」、活動報告について 

平成26年度事業計画、活動予算について 

平成26年度役員と各事業担当理事について 

     定款変更、諸規定について 

 

 
以上 


