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改新2年目、組織の充実・事務局内容の一新、事務所の移転 
 
 
 理事会組織を改編、新定款施行後2年目。時代の変化に即応した事業展開、組織の充実、事務局 
 
業務の簡略化と企画立案提言力の強化など、業務内容の一新に取り組むことを目標としました。 
 
 近畿の環境団体情報交流会と環境市民活動助成金セミナーの２つの基幹事業については、変わら 
 
ず真摯に向き合い、変化する時代に対応した内容で、より多くの環境団体にとって着実な組織基盤 
 
強化にむすびつく情報提供につとめた一年となりました。 
 
 まず、環境市民活動団体への情報交流会は、1泊2日の日程で、環境団体の活動事例と運営事例 
 
あわせて76事例の発表と意見交換を行い、70団体90名のご参加がありました。 
 
 また、環境市民活動団体助成金セミナーは、昨年度の助成金セミナーでの成果を基に、「初めて 
 
の助成金申請書の書き方セミナー」を加えるとともに、各開催地域の地方自治体や助成財団、中間 
 
支援組織と連携して開催しました。 
 
 ほかに、「エコネットカフェ」「企業との協働セミナー」「環境NPOスキルアップセミナー」 
 
等、近畿の環境団体、企業、行政のネットワーク構築や環境団体の組織運営力の強化と向上をめざ 
 
し毎月1度の割合で事業を開催しました。 
 
 なお、今年度は事務所の移転は行わず上記事業に注力しました。 

 
 
 
 
 
 

平成27年度 事業報告 

事業期間 
基本方針 

事業期間 

平成27年（2015）4月1日～平成28年（2016）3月31日 

事業内容 

2 



 
 
 
 
 
 
 

平成27年度 事業報告 
Ⅰ 情報(提供・仲介）
の受発信・交流 

・近畿の持続可能で豊かな社会の実現に関わる情報(提供・仲介）の受発信 
・環境保全活動のネットワーク構築 

1-1 第11回近畿の環境団体情報交流会～100団体の事例から、キラリ！を見つけて、ステップアップ～ 

【実施日時】平成27年(2015) 6月26日（金）～27日(土) 1泊2日 
【実施場所】生駒山麓公園ふれあいセンター （奈良県生駒市俵口町） 
【事業概要】１日目：分野別活動事例発表 60事例、交流会 
      〇５分科会：エネルギー、子ども、地域、食と農、暮らし 
      〇参加者：参考にしたい分野を１つ選択し参加 
       
                   ２日目：運営事例発表 16事例、全体会 
      〇５分科会：資金調達、広報・PR、人材育成 
        連携1（企業）、連携2（他団体） 
 
【主  催】エコネット近畿、セブン-イレブン記念財団 
【後  援】大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県 
      大阪環境パートナーシップネットワーク「かけはし」 
      奈良新聞社、産経新聞社奈良支局、日本経済新聞社大阪本社 
【企画・運営】近畿の環境団体情報交流会実行委員会2015 
 
【収  入】783,698円（助成金、参加費、寄附金） 
【支  出】715,404円（消耗品費、広告費、賃借料、旅費交通費、保険料、印刷費、他） 
【収支差額】  68,294円 

【目  的】①近畿の環境団体が互いの活動内容を共有し、出会う場を提供する。 
      ②団体の組織運営力の強化、向上を目指す。 
 
【結  果】参加数90名（70団体）(1日目：86名 2日目：73名）／ 目標100名 
      会員36名、学生12名、一般42名  会員の事業参加率が10％未満から40％にアップ 
      近畿2府4県の環境団体交流は参加者アンケートによる評価も高く、新聞２誌に 
      掲載されるなど一定の成果を得ることができた。 
      組織運営についての意見交換に関心の高まりがみられた。 
      分野ごとのさらなる議論の深まりを望む声があった。   
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全体の様子 活動事例発表 分科会の様子 



 
 
 
 
 
 
 

平成27年度 事業報告 
Ⅰ 情報(提供・仲介）
の受発信・交流 

1-2 ホームページ、メールニュース、フェイスブック等による情報発信・公開 

【目  的】支援する人・団体と支援を求める人・団体を「結ぶ」 
 
【事業概要】環境NPO、行政、企業、研究機関、地域住民に対し、持続可能で豊かな社会の実現 
      のための環境情報、イベント情報、助成金・補助金情報、ボランティア情報を配信。 
 
【結  果】・ホームページ    ：アクセス（閲覧者数）平均 1,787 アクセス／月  
                  更新回数：1回／週 
      ・メールニュース：月2回定期配信 23号  臨時号 7号   合計  30号  
                                               配信数         1,295部 
                2月１日よりメールマガジンを設定し配信開始 
                  ・フェイスブック：いいね！数 284 
        ・ニュースレター：２回 （会員、協力施設、イベント時に配布）200部  
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左） ホームページ、上）フェイスブック 
右写真 上下とも） 
エコネット近畿 ニュースレター表紙 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 平均 
2014 1259 1721 1077 1053 1473 1624 1798 1288 1062 1137 1338 1228 1338
2015 2175 2160 1898 1705 1504 1335 1912 1461 1909 1987 1531 1863 1787
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【目  的】①活動の広報および参加者交流。 
      ②環境活動の市民へのひろがりを目指す。       
【結  果】6会場（イベント） 
 
＜2015年まるごと爽健説明会・社会貢献活動説明会＞ 
【実施日時】平成27年（2015）6月1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 】 約50名 
【主  催】パナソニック松愛会 
【内  容】パナソニック松愛会３７支部の社会貢献活動報告会にて「助成金活用情報」の提供。 
 
＜第8回 水辺の匠おもしろステージ＞ 
【実施日時】平成27年（2015） 7月19日(土)・20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 】3,862人 
【内  容】エコネット近畿 主催事業のパネル展示、スタッフ参加。 
 
＜エコフェスタ in まほろば＞ 
【実施日時】平成27年（2015）10月24日（土） 
【実施場所】奈良県橿原市文化会館前広場（北八木町）  
【主  催】橿原市地球温暖化対策地域協議会“エコライフ橿原” 
【内  容】「環境市民活動のための助成金セミナー」の告知。 
      会員活動の紹介として、チラシの配架と手渡し 
      「NPO法人みどり大阪」の事業紹介（タイのコーヒー販売） 
 
＜第4回 水辺の匠 クリスマス＞ 
【実施日時】平成27年（2015） 12月5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 
【来 場 者 】約700人 
【内  容】スタッフ参加。 
 
＜環境フェスタIN交野＞ 
【実施日時】平成28年（2016） 3月13日（日） 
【実施場所】星の里いわふね（大阪府交野市） 
【来 場 者 】 3,084人 
【主  催】交野市民環境会議 
【内  容】エコネット近畿の事業紹介パネル展示、スタッフ参加。 
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1-3 各展示会への出展  
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の受発信・交流 
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1-4 外部組織への協力 

 第６期 大阪環境パートナーシップネットワーク「かけはし」世話人会 
 
【実施日時】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【実施場所】 大阪府立環境農林水産総合研究所 環境情報プラザ 研修室 
 
 

環境フェスタinまほろば 
平成27年10月24日開催 

水辺の匠 
平成27年7月19日・20日開催 

水辺の匠 クリスマス 
平成27年12月5日開催 

環境フェスタin交野 
平成28年3月13日開催 

 
 
 
 
 
 
 

平成27年度 事業報告 
Ⅰ 情報(提供・仲介）
の受発信・交流 

平成27年（2015）  4月 20日（月） 19:00～20:45
 5月 18日（月） 19:00～20:45
6月 15日（月） 19:00～20:45

 7月 27日（月） 19:00～20:45
10月 19日（月） 19:00～20:45
11月 16日（月） 19:00～20:45
12月 21日（月） 16:00～17:30

平成28年（2016）  1月 18日（月） 19:00～20:45
 2月 22日（月） 19:00～20:45
3月 7日（月） 16:00～17:30

http://water-station.jp/images/whatsnew/564030274e9b8.jpg


 
 
 
 
 
 

平成27年度事業報告 
 

Ⅱ 団体・人材育成 

・持続可能な社会の形成に向けた地域づくりを行うNPOに対し、活動支援 
 となるセミナーを開催 
・環境NPOや環境活動リーダー、運営スタッフのスキルアップ 

2-1 環境市民活動助成金セミナーの開催 

①兵庫会場 
【実施日時】2015年11月21日（土）13:00～17:00 
【実施場所】尼崎市立すこやかプラザ（兵庫県尼崎市） 
【主  催】エコネット近畿、セブン-イレブン記念財団 
【共  催】尼崎市 
【後  援】兵庫県、公益財団法人ひょうご環境創造協会 
【協  力】あまがさき環境オープンカレッジ 
②奈良会場 
【実施日時】2015年11月22日（日）13:00～17:00 
【実施場所】天理市文化センター   （奈良県天理市） 
【共  催】特定非営利活動法人奈良NPOセンター 
【後  援】奈良県、宇陀市、天理市、奈良市 
      NPO法人奈良ストップ温暖化の会 
【協  力】奈良中央信用金庫 
【内  容】ⅰ.助成金模擬審査ワークショップ 
      ⅱ.助成団体プレゼンテーション（兵庫5団体、奈良4団体） 
       （参加協力助成財団） 
      独立行政法人環境再生保全機構「地球環境基金」 
      公益財団法人河川財団「河川基金」 
      全労済「全労済地域貢献事業助成」 
      セブン-イレブン記念財団「2016年度環境市民活動助成」 
      公益財団法人ひょうご環境創造協会（兵庫会場のみ） 
          「ひょうご環境保全活動創造基金」 
      ⅲ.個別相談会 

【目  的】①助成申請経験別に対象をしぼり、事前にプレセミナーを 
       開催することで、それぞれの対象者が「助成金」をより 
       効果的に活用できるよう情報を提供する。  
      ②団体の組織運営力の強化、向上を目指す。 
 
【結  果】兵庫会場：実績 26名 ／ 目標 50名  
      奈良会場：実績 20名 ／ 目標 40名  
                  開催地域の地方自治体、中間支援組織、助成財団との連携       
      により役割や経費を分担し開催することができた。 
      助成財団担当者にもグループワークに参加いただき、申請 
      の際のより実践的なアドバイスが得られた。 
      セミナー開催後の助成申請書の添削依頼が増えた。（10件） 
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兵庫会場 

奈良会場 

個別質問会 【収  入】188,811円（助成金、参加費、寄附金） 
【支  出】172,488円（消耗品費、広告費、賃借料、旅費交通費  他） 
【収支差額】  16,323円                                                                ＜助成金セミナー収支＞ 



 
 
 
 
 
 

平成27年度事業報告 
 

Ⅱ 団体・人材育成 

2-1 初めての助成金申請書の書き方セミナーの開催 

【目  的】①初めて助成申請に取り組む方に、助成金の基本情報を提供する。 
      ②団体の成熟度や目的に応じた「資金調達力を身につける」。 
 
【結  果】（奈良市）実績：14人 /目標：30人 申請書添削 2件 
      （宇陀市）実績：19人 /目標：30人 申請書添削 2件  
                   施設利用については、市民活動啓発勉強会として 
       奈良市、宇陀市ご用意いただきました。 
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①【日  時】2015年7月24日（金）13:00～17:00     
   【場  所】奈良市立はぐくみセンター（奈良県奈良市）      
②【日  時】2015年9月 5日（土）13:00～17:00 
   【場  所】宇陀市榛原総合センター  （奈良県宇陀市） 
  
 【後  援】奈良県、宇陀市、天理市、奈良市 
       NPO法人奈良ストップ温暖化の会 
 【協  力】奈良中央信用金庫 
 【内  容】ⅰ.第1部：活動資金の考え方や助成金制度について 
  活動資金の集め方や使い方、助成金に関する 
         基本情報を提供する。 
       ⅱ.第2部：助成金に関する意見交換会 
         ワークショップ形式で助成金申請にあたっての 
         意見交換をすることで基本的な内容や疑問点に 
         ついて整理する。 
                   ⅲ.第3部：申請書作成体験 
         簡易企画書を作成し、交換して他者の企画書を審査する。 
       ⅳ.第4部：個別相談 
         助成金の基本的なことや申請準備に関する質問に対しスタッフが応対。 

会場の様子 グループワーク 助成金とは？ 



 
 
 
 
 
 

平成27年度事業報告 
 

Ⅱ 団体・人材育成 

2-2 環境NPOスキルアップセミナー NPOのための実践マネジメント講座の開催 

みんなの大問題！？「情報発信力・広報力アップ♪」 
【実施日時】平成27年（2015）８月25日(火）13:00～17:00 
【実施場所】大阪市立総合生涯学習センター 
【参加者数】実績数：14名（目標：24名） 
【事業概要】ミニレクチャー＆ワークショップ形式 
      成果物:チラシを完成  
 
みんなの大問題！？「企画力アップ♪」 
【実施日時】平成27年（2015）11月26日(火）13:30～16:50 
【実施場所】大阪市立総合生涯学習センター 
【参加者数】実績数：5名（目標：30名） 
【事業概要】ミニレクチャー＆ワークショップ形式 
      成果物:簡易企画書 
      講座終了後、講師よりコメント付で企画書返却 
 
みんなの大問題！？「資金調達力アップ♪」 
【実施日時】平成28年（2016）1月30日(土）14:00～16:30 
【実施場所】大阪府環境情報プラザ 
【参加者数】実績数：12名（目標：30名） 
【事業概要】ミニレクチャー＆ワークショップ形式 
 
【対  象 者】スキルアップをめざす団体運営スタッフ 
 
【収  入】 131,000円（助成金、参加費、他） 
【支  出】 160,492円（消耗品費、広告費、印刷費、賃借料、旅費交通費 他） 
【収支差額】▲29,492円 

【目  的】①近畿の環境団体の「組織運営力」のスキルアップによる活動の活性化。 
      ②組織において運営のコアな部分に関わるスタッフ育成。 
 
【結  果】平成27年度大阪市NPO・市民活動企画助成事業（大阪市教育委員会・大阪市総合 
      生涯学習センター）として開催。図書館・区役所等新たな広報先で顧客開拓ができた。 
      近畿のほか鳥取など広範囲から、NPO、企業、行政、個人が参加。 
      今後は、少人数で、より深く体系的に受講いただけるセミナーに発展させたい。 
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2-3 会員団体への会議室・備品の貸出   

【事業概要】会員団体への支援：会議室・備品の貸出 
【結  果】備品の貸出  ：プロジェクター４回、ごみバサミ 貸出 ２回 
      会議室の利用 ：2回 

セミナーの様子 
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Ⅱ 団体・人材育成 

2-4 エコネット・カフェ（環境井戸端会議）の開催   

【目  的】①団体の活動を社会に認知される機会と場の提供。 
      ②興味関心のある分野の情報について他の団体と交流し、発表・研究の場をもつ。 
       
【結  果】地域の話題から国際的な活動、スマホを使った動画制作まで旬の環境課題をテーマに 
      開催し、参加者層の幅が広がった。             
      カフェ参加後、他のセミナーにも参加されるなどゆるやかなつながりが生まれた。 
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4/28 

6/2 

9/16 

10/7 

12/2 

2/23 

「地域の美化活動」                 【参 加 者】4名 
【お  話】堀井弘之さん 日本ボランティア研究会Ｅｎｔｉｅ代表 
【内  容】北区天神橋商店街界隈の美化活動の現状をお話いただきました。 
 
「南極へ行ってきました」              【参 加 者】10名 
【お  話】米道綱夫さん エコネット近畿理事・鉢ヶ峯の自然を守る会代表 
【内  容】南極旅行のご報告。野生生物の営みや南極探検の歴史など。 
 
「iPhone/スマホとアプリを使って簡単ムービー制作」 【参 加 者】9名 
【お  話】Earthible（アーシブル） 映像クリエーター：酒井敏宏さん・櫻井一哉さん  
【内  容】iPhoneやスマホとアプリを使って、団体活動紹介ビデオを作成し、YouTube 
                  にアップする方法を学びました。 
 
「日本の教訓が中国で活かされない～グローバル経済がもたらしたもの～」 
【お  話】金紅実さん 龍谷大学准教授        【参 加 者】12名 
【内  容】日本の産業技術移転後の中国における環境汚染の現状とその解決に向けた日中 
      連携の可能性をさぐる。 
 
「就労移行支援×環境エネルギー～TEAM CHAKKAの取り組みの今～」 
【お  話】西村俊昭さん TEAM CHAKKA代表   【参 加 者】8名 
【内  容】森林における未利用資源の提供や商品化による就労移行支援活動。 
 
「だからESD～つながり深まる環境教育～」      【参 加 者】17名 
【お  話】正阿彌崇子さん  
                  ジュゴン保護キャンペーンセンター 
                  とよなかESDネットワーク 
【内  容】若手ESD実践者がESDを選んだ理由は？ 

【収  入】12,200円（参加費） 
【支  出】11,979円（旅費交通費、会議費、印刷費） 
【収支差額】   221円                                                                ＜ 
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Ⅲ コーディネート 

・近畿で環境活動を行うNPO、企業、行政のネットワークの構築支援 
・環境活動における地域間、分野間の協働推進 
・環境活動資源交流（人、モノ、資金、情報、マネジメント、専門スキル） 

3-1 協働セミナーの開催 

【実施日時】平成28年(2016) 1月21日（木） 
【実施場所】大阪産業創造館 
【対  象 者】協働に関心のある企業、行政、環境NPO 
【事業概要】①協働事例発表 
       大阪ガスセキュリティーサービス株式会社 
       積水ハウス株式会社 
       NPO法人里山倶楽部 
       NPO法人日本森林ボランティア協会 
      ②パネルディスカッション 
      ③名刺交換 
 
【収  入】 51,180円（参加費） 
【支  出】 78,131円（消耗品費、広告費、賃借料、旅費交通費他） 
【収支差額】▲26,951円 

【目  的】①企業とNPO、行政の連携・協働事例から新しい協働のヒントを得て頂く。 
      ②企業とNPO、行政の協働を考える場、出会いの場を提供する。 
 
【結  果】参加者数 43名（目標 60名）   
      企業13、行政7、NPO13、公益法人7その他3と多様な主体からの参加があった。 
      アンケート集計結果では、主体ごとに「協働」への取り組みが大きく異なることが 
      わかり、今後「協働」を考える上でのヒントがつかめた。 
      企業、NPOどちらにも偏りなく両者からの事例紹介を評価する声が多かった。 

3-2 CSRコーディネート   （統一テーマ活動 河川流域自然環境再生支援にて収支参照）  

【目  的】①企業と環境NPOの協働を促進する。 
【結  果】2013年より、３年連続でCSR活動のコーディネートをしました。 
      調査型ごみ拾いを実施することでの気づきの共有など、環境啓発も含めて実施。      
○SMBCフレンド証券CSRクリーンアップ懇談会のコーディネート 
【実施日時】平成27年（2015）10月29日（金） 
【実施場所】大川・毛馬桜ノ宮公園（大阪市） 
【参加人数】55名 企業スタッフ ８名 NPOスタッフ 10名 
【事業概要】SMBCフレンド証券様内々定者対象のCSR活動。 
      調査型ごみ拾い、環境啓発のためのミニレクチャー 
      ふりかえり。 
【連携団体】５団体 
【収  入】152,053円  
【支  出】148,855円  【収支差額】3,198円 

11 

パネルディスカッション 

会場の様子 

「さぁ、クリーンアップ開始！」 
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Ⅳ コンサルティング 

・持続可能な地域づくりを行う環境NPO、企業、行政に対し、各相談に応じ 
 助言や紹介、支援を行う 
・環境活動をすすめる際に必要な支援を受けたり、情報を入手できる場となる 

4-1 個別相談業務 

【目  標】・環境活動団体、企業、行政が求める支援メニューと情報提供の体制が整う。       
                  ・各主体、各相談に応じられる事務局のスキルアップ。 
 
【結  果】対応件数 271件 
      ・広報支援依頼。（約50％） 
       イベント情報等メールニュース・HPへの情報掲載依頼、チラシの配架・同送依頼。 
      ・資金調達についての相談。（約6％） 
       助成金申請書の添削依頼（10件）、助成金情報の問合せ、推薦状の発行。 
      ・NPO運営・NPO設立に関する相談。 
       団体設立にあたり定款・規則の策定、定款の変更、役員変更手続・事務所移転登記。 
      ・団体や講師（専門家）の紹介依頼。 
      ・パソコントラブル、ソフトの使い方など。             
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Ⅴ 統一テーマ活動 

・近畿の持続可能で豊かな社会の実現に向けて、地域や分野を越えて、 
 個別団体の活動をつなげる 

5-1 河川流域自然環境再生支援／クリーンアップ活動  

【目  的】①環境啓発活動として地域と連携した一斉活動（一斉調査、一斉清掃等）を行う。 
      ②NPO活動の「見える化」と「活性化」。 
 
【結  果】統一テーマとしての実施活動はなかった。企業CSRクリーンアップを実施(前述） 
      地域で実施する一斉清掃の実行委員会に参加し、ごみハサミ、会議机等備品の貸出、 
      広報協力、当日のスタッフ参加を行った。       

＜HORIKAWA エコ★スカ 2015＞協力活動 
【日  時】平成27年（2015）11月29日（金）9:00～12:00     
【参  加 者】総数35名（近隣の企業、学生、任意団体、個人など） 
【場  所】大阪市北区堀川地区 
【内  容】北区堀川地域の地縁組織、企業、任意団体、大阪市北区まちづくりセンターと連携 
      し、11月「調査・ゲーム型ごみ拾い」のスタッフとして活動。 
【主  催】HORIKAWAエコ☆スカ実行委員会 
【協  力】堀川地域活動協議会、堀川連合振興町会、堀川地区社会福祉協議会、堀川女性会 
      堀川小学校、NPO法人ダカー歩、Caféくるみ、NPO法人エコネット近畿 
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【収  入】152,053円（エコポイント寄附金、企業のＣＳＲ活動収入） 
【支  出】148,855円（消耗品費、賃借料、旅費交通費、通信費、保険料、謝金、支払手数料） 
【収支差額】     3,198円 

HORIKAWA エコ★スカ 2015 チラシ（左） 開催風景 
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Ⅵ 運営体制 

6-2 平成27年度総会の開催 

6-3 理事会の開催  

【実施日時】平成27年(2015) 5月23日（土） 
【実施場所】おおさかATCグリーンエコプラザ ITM棟 11F 
【内  容】会員活動発表会（3団体） 
       NPO法人イー・ビーイング、NPO法人里山倶楽部、京都ペレット・町家ヒノコ 
      審議事項 
      第1号議案 平成26年度 事業報告書承認の件 
      第2号議案 平成26年度 活動計算書承認の件 
      第3号議案 平成27年度 事業計画書承認の件 
      第4号議案 平成27年度 活動予算書承認の件 
      第5号議案 平成27年度 役員改選の件 
      その他 

第24回定例理事会 
   日  時：平成27年（2015） 4月27日（月） 
   場  所：エコネット近畿 事務所 
   出席者数：13名（本人出席13名） 
   内   容：平成27年度総会審議事項、事務所住所変更の件、会員種別変更の件 
 
第25回定例理事会 
   日  時：平成27年（2015） 5月23日（土） 
   場  所：エコネット近畿 事務所 
   出席者数：12名（本人出席12名） 
     内   容：理事長および副理事長の互選 
 
第26回定例理事会 
   日  時：平成27年（2015） 7月28日（火） 
   場  所：エコネット近畿 事務所 
   出席者数：14名（本人出席12名 書面表決2名） 
   内   容：平成27年度エコネット近畿今後の主催事業について、理事会規程について 

6-1 役員等の数 

・理 事 長   1名 
・副理事長  １名 
・理  事 15名 
・監  事   2名 
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Ⅵ 運営体制 

6-3 理事会の開催  

   第27回定例理事会 
   日  時：平成27年（2015） 11月4日（水） 
   場  所：エコネット近畿 事務所 
   出席者数：14名（本人出席12名、書面表決２名） 
   内  容： 平成27年度事業報告書「暫定」(案)、活動計算書「暫定」(案) 
         平成28年度事業計画書（案）、活動予算書（案） 
                     マイナンバー制度導入に伴う規程（案） 
 
 第28回定例理事会 
   日  時：平成28年（2016） 2月19日（金） 
   場  所：エコネット近畿 事務所 
   出席者数：13名（本人出席12名、書面表決1名） 
       内  容：平成27年度事業報告書「暫定」(案)、活動計算書「暫定」(案) 
          平成28年度事業計画書（案）、活動予算書（案） 
          会員制度の変更(案）、マイナンバー制度導入に伴う規程（案） 
          総会内容について 
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6-4 会員の推移  

会員総数  79 団体・名  
（内訳） ■正会員 団体19 個人35 計54名 ■賛助会員 団体11 個人14 計25名 （2016年3月） 

76人 
81人 79人 
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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 

平成27年度 役員名簿 

理 事 （敬称略） 

氏 名（50音順） 所  属   

平田 通文  公益財団法人 大阪みどりのトラスト協会 常務理事兼事務局長 理 事 長 

新田 章伸 特定非営利活動法人里山倶楽部 副代表理事 副理事長 

井上 明子 特定非営利活動法人イー・ビーイング チーフプランナー 理 事 

小野 弘人 一般財団法人セブン-イレブン記念財団地域活動支援事業マネージャー 理 事 

柴谷 啓一  大阪府環境資材事業協同組合 理事 理 事 

正阿彌 崇子 YMCA学院高校 エコロジー系教科 非常勤講師 理 事 

辻    郁子 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 事務局長 理 事 

寺岡 剛太 株式会社SATOYAMA JAPAN 理 事 

中島 秀和  しまもと環境・未来ネット 運営委員  理 事 

仲津 英治  「地球に謙虚に」運動 代表 理 事 

新里 嘉孝 おお川水辺クラブ 代表 理 事 

久    隆浩 近畿大学 総合社会学 環境・まちづくり系専攻 教授 理 事 

平山 奈央子 滋賀県立大学 環境科学部 助教 理 事 

松田 直子 株式会社Hibana / 京都ペレット 町家ヒノコ 代表取締役 理 事 

宮嶋 啓太 特定非営利活動法人ナック（NAC) 参事 理 事 

山本 博 特定非営利活動法人日本森林ボランティア協会 事務局長 理 事 

米道 綱夫 鉢ヶ峰の自然を守る会 代表 理 事 

監 事 

氏名（五十音順） 所  属   

赤松 和弘  Apro’s 税理士法人 赤松会計事務所 税理士 監 事 

坂本 雅史  坂本行政書士事務所 行政書士 監 事 
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運営体制 



  

 NPO法人エコネット近畿 
（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） 
 

 〒530-0041 
 大阪市北区天神橋2丁目北1-14 サンプラザ南森町401   
 ＴＥＬ：06-6881-1133 
 ＦＡＸ：06-6949-8288 
 E-mail：jimukyoku@econetkinki.org 
 URL：http://econetkinki.org 
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