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Ⅰ.事業期間 

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日 

Ⅱ.事業の成果 

会員数は、個人正会員３１名、団体正会員１２団体、企業正会員１社、個人賛助会員

８名、団体賛助会員２団体、通信会員６２３名。 

近畿の川を綺麗にするとのスローガンの下、河川自然環境再生支援事業を基幹事業と

位置付け、情報交流会や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

とした。 

さらに組織基盤を確立するために、活動内容について積極的な広報活動を行なった。

具体的には、Ｅ－ｍａｉｌなどの活用、ホームページの拡充、地域のＮＰＯセンター、

ＮＰＯ団体訪問である。 

 

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】「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

ットワークを築くために、ごみ調査や各種イベントの参加、活動協力、Ｗ

ｅｂサイトの構築を通じて様々な団体との関係を築き深化を図った。また

環境の展示会に出展するなど、普及・啓発活動も積極的に行った。本年度

のテーマである『情報共有』と『仲間づくり』をさらに発展し、現場交流

の可能性や方法について模索した。 

１）ごみ調査の普及と調査データの集約・発信 

7 月 3 日 ごみ調査 in 寝屋川 寝屋川公園 実施 約 60 名 
12 月 28 日 ごみ調査 in 寝屋川 寝屋川起点 実施 4 名 

２）フォーラムの開催（3/10） 

３）Ｗｅｂサイトを使った情報、ノウハウ等の集約・発信（制作中） 

４）特定地域でのネットワークづくり 
  各種イベントの参加、イベント開催協力などを行った。 
・実施イベント 

大川クリーン活動 共催（7/31）、リメイク工作教室 協力（12/17） 
・ウォーターステーション琵琶の会との関わり 

例会に参加（4/11、5/9、6/13、7/11、9/12、11/14、12/12、1/9）、「水辺

の匠」出展、当日スタッフとして参加（7/23、24） 
・寝屋川（ねや川水辺クラブ・摂南大学 澤井先生・寝屋川市など）との

関わり 
川勝町ねや川水辺のつどい 参加（4/3）、摂南大学 澤井先生訪問（4/13）、
親子でみる自然散策と水辺の生物観察 参加（7/29）、近畿水環境交流会

in 大川 参加（7/30）、大川クリーン活動 協働（7/31）、淀川まるごと

体験会 参加（8/21）、寝屋川エコフェスタ 出展（11/20）寝屋川再生

ワークショップ 参加（10/2、11/26、1/6） 
・その他の関わり 
・クリーンアップ関西事務局「須磨海岸クリーンアップ」参加（4/17） 
・河川レンジャー山口氏「庭窪ワンド清掃活動」参加（4/23、9/17、11/13、

2/26） 
・スマイルスタイル「アメリカ村清掃活動」参加（6/14） 
・よみがえれ森・川・海大阪実行委員会「淀川で“しじみ獲り”」参加（6/19） 
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・プレジャーサポート協会 宮浦氏 「道頓堀クリーンアップ大作戦」参

加（7/18） 
・関西雨水市民の会「雨水ネットワーク会議 全国大会」参加（8/5、6） 
・近畿中国森林管理局「水都おおさか森林の市」出展（10/8、9） 
・いきいきネット大阪「防災フィールドワーク in 大泉緑地」（10/22）出

展、「地域協働交流会」参加・協力（2/22） 
【参加者数】 目標６０名 

実績 １）ごみ調査 約６０名、２）仲間づくりフォーラム ３０名 

【収  支】 収入 ５１３，８８０円、支出 ５１３，８８０円 

ごみ調査の様子      ごみ調査の様子    大川クリーン活動（主催として参加） 

   
   

（２）第７回 近畿の環境団体情報交流会 

【内  容】 ２０１１年９月２５日に大阪市立住之江会館にて「近畿の環境団体をつ

なぐ情報交流会」を開催した。初めに「次代を拓く活動をするために」

と題して池間哲郎氏に講演をいただき、続いて分科会では環境活動の継

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

に焦点を当てて実施した。例年とは違った新しい試みの中で１６名の参

加があり、目標数の１００名には及ばなかったが、ＮＰＯの組織基盤強

化やネットワークの重要性といった課題に対して意識の高い参加者を

得ることができた。 
【実施日時】平成２３年９月２５日（日）１２：３０～１７：３０ 
【実施場所】大阪市立住之江会館（大阪市住之江区） 
【参加者数】目標：１００名、実績：１６名 
【収  支】収入 ４２２，０９７円、支出 ４２２，０９７円 

基調講演 池間氏     分科会の様子      全体まとめの様子 

   
 

（３）第７回 環境市民活動のための助成金セミナー 

【内  容】 ２０１１年１０月１５日に大津で「第７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「協働事業における企画立案のポイント」

をテーマとしてワークショップを行い、また助成団体として(独)環境再

生保全機構、(株)コメリ、(一財)セブン-イレブン記念財団、(公財)淡海文

化振興財団をお招きして各団体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た。 
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【実施日時】平成２３年１０月１５日（土） 

【実施場所】ピアザ淡海 ３０５会議室（滋賀県大津市） 

【参加者数】目標：５０名、実績：３８名 

【収  支】収入 ２０４，８１２円、支出 ２０４，８１２円 
 

   第１部 ワークショップ      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 個別質問会 

   

 

 

（４）その他の活動 
【内  容】 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、諸活動を行った。 
 
①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

などを配信した。なお、本年度はニュースレターの発行ができなかった。 
【配 信 数】 メールニュース：目標 ７００名、実績 ６２３名 

メールニュースの配信日（目標：月１回配信） 
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②環境政策の提言およびコンサルテーション 
【内  容】環境活動をしている団体、企業、行政の相談業務を随時行った。 

 

③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積極的に参

加し、活動の広報および参加者との交流を行った。 
 

＜水都おおさか森林の市＞ 
 実施日時：平成２３年１０月８日（土）、９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：２万５０００名 
 主  催：水都おおさか森林の市実行委員会 
内  容：団体紹介パネル展示と海ごみトランクミュージアムの展示 

 
＜防災フィールドワーク in 大泉緑地＞ 
 実施日時：平成２３年１０月２２日（土） 
 実施場所：大泉緑地（大阪府堺市） 
 来 場 者：約１，０００名 
 主  催：大阪府 
内  容：団体紹介パネル展示と海ごみトランクミュージアムの展示 

 
＜エコフェスタ２０１１ｉｎまほろば＞ 
 実施日時：平成２３年１１月６日（日） 
 実施場所：橿原文化会館前広場（奈良県橿原市） 
 来 場 者：約１，５００名 
 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：海ごみトランクミュージアムの展示 

 
＜寝屋川エコフェスタ＞ 
 実施日時：平成２３年１１月２０日（日） 
 実施場所：寝屋川市 打上川治水緑地（大阪府寝屋川市） 
 来 場 者：約１５，０００名 
 主  催：寝屋川市 
内  容：団体紹介パネル展示と海ごみトランクミュージアムの展示 
 
 

＜環境フェスタｉｎ交野２０１２＞ 

第４５号 平成２３年 ４月２２日
第４６号 ５月２７日
第４７号 ６月２８日
第４８号 ７月１５日
第４９号 ８月１２日
第５０号 ９月１６日
第５１号 １１月１６日
第５２号 平成２４年 １月２０日

第５３号 １月２６日

第５４号 ２月２４日
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 実施日時：平成２４年３月４日（日） 
 実施場所：いきいきランド交野（大阪府交野市） 
 来 場 者：約８，６００名 
 主  催：かたの環境フェスタ市民会議 
内  容：団体紹介パネル展示とごみを使った工作教室 

 

 

Ⅳ．総会の開催状況 

平成２３年度総会 

日  時：平成２３年５月１４日（土） １３：００～１４：１８ 

場  所：天満研修センター（大阪市北区錦町２－２１） 
出席者数：３３名（本人出席１５名 委任状出席１８名）  

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２２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 会員の入会及び年会費に関する規程制定 

総会開催後、水上バス「ひまわり」のランチクルーズに移り、 

役員や会員の親睦を深めた。 

 

 

Ⅴ．理事会の開催状況 

  第５回臨時理事会 

   日  時：平成２３年５月１４日（土） １３：４５～１４：１５ 

場  所：天満研修センター（大阪市北区錦町２－２１） 

出席者数：２０名（本人出席１１名 委任状出席９名）  

内  容：審議事項 
平成２３年度理事・監事紹介 

エコネット近畿の活動について 
 

第６回定例理事会 

   日  時：平成２３年８月４日（木） １８：００～１９：４５ 

場  所：エコネット近畿事務所 

出席者数：２１名（本人出席５名 委任状出席１６名）  

内  容：審議事項 
第１号議案 平成２３年４月～７月会計報告 

第２号議案 平成２３年度事業計画の推進状況について 
第３号議案 エコネット近畿の活動、運営のあり方について 
第４号議案 その他審議事項 

① 認定 NPO 法人制度の法改正について 
② 情報の公開 

 
 

第７回臨時理事会 
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   日  時：平成２３年１２月９日（金） １８：１５～２１：２０ 

場  所：エコネット近畿事務所 

出席者数：２１名（本人出席８名 委任状出席１３名）  

内  容：審議事項 
第１号議案 平成２３年４月～１１月会計報告 

第２号議案 平成２３年度事業計画の推進状況について 
第３号議案 平成２４年度事業計画「案」について 
第４号議案 常任理事追加 
報告承認事項 ① 基幹事業検討委員会規約 

② 職員就業規則一部変更 
③ 会議室利用方法 

 
第８回定例理事会 

   日  時：平成２４年２月１４日（火） １８：００～２０：４０ 

場  所：エコネット近畿事務所 

出席者数：２１名（本人出席１２名 委任状出席９名） 

内  容：審議事項 
第１号議案 平成２３年度会計報告（２４年１月末現在） 

平成２３年度事業報告及び収支計算書 

平成２４年度事業計画及び収支計画 

第２号議案 平成２４年度事業計画「案」 
① 「平成 24 年度基幹事業計画 提案書」 
② ｾﾌﾞﾝｰｲﾚﾌﾞﾝ記念財団への運営助成申請 

        第３号議案 理事退任について 
 
 

Ⅵ．常任理事会の開催状況 

  第１９回常任理事会 

   日  時：平成２３年４月２１日（木）１７：４０～１９：３０ 

場  所：エコネット近畿事務所 

主な内容：平成２３年３月度会計報告 

     平成２２年度監査報告結果について 

平成２３年度総会開催方法について 
平成２３年情報交流会の開催日について 

 

  第２０回常任理事会 

   日  時：平成２３年５月１９日（木）１８：４５～２０：３８ 

場  所：エコネット近畿事務所 

主な内容：平成２３年４月度会計報告 

     入会金・年会費について 

会計処理方法について 

総会・理事会の成果と課題について 

情報交流会の開催方法について 

 

  第２１回常任理事会 

   日  時：平成２３年６月１６日（木）１８：１０～２０：５５ 

場  所：エコネット近畿事務所 
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主な内容：平成２３年５月度会計報告 

     情報交流会企画「案」について 

     今後の助成金セミナー・クリーンアップ活動等について 

     エコネット近畿運営委員会について 

     事務所間仕切りについて 

      

  第２２回常任理事会 

   日  時：平成２３年８月１８日（木）１８：００～２０：００ 

場  所：エコネット近畿事務所 

主な内容：平成２３年６・７月度会計報告 
     情報交流会・助成金セミナー・クリーンアップ活動等について 
     特定求職者雇用開発促進助成金について 
     基幹事業検討委員会について 
 

 第２３回常任理事会 

    日  時：平成２３年９月２９日（木）１８：００～２１：５０ 

場  所：エコネット近畿事務所 

   主な内容：平成２３年８月度会計報告 

        情報交流会（9/25）結果報告 
助成金セミナー（10/15）進捗状況について 

特定求職者雇用開発促進助成金入金における使途について 
     第１回基幹事業検討委員会活動結果報告 

 

 第２４回常任理事会 

    日  時：平成２３年１０月１９日（水）１８：２５～１９：３５ 

場  所：エコネット近畿事務所 

   主な内容：平成２３年９月度会計報告 

        助成金セミナー結果報告 

        就業規則一部改定 

        会議室貸出方法について 

         
 第２５回常任理事会 

    日  時：平成２３年１２月１日（木） １８：００～２１：４５ 

場  所：エコネット近畿事務所 

   主な内容：平成２３年１０・１１月度会計報告 
        情報交流会・助成金セミナー結果における課題と今後の対応 
        クリーンアップ活動進捗状況報告 
        第２・３回基幹事業検討委員会活動結果報告 
        平成２４年度事業計画「案」検討 
        会議室貸出方法検討 
        常任理事の追加 
            
 
 

第２６回常任理事会 

    日  時：平成２４年１月１９日（木） １８：１５～２０：００ 

場  所：エコネット近畿事務所 
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主な内容：平成２３年１２月度会計報告 

クリーンアップ活動報告 

第４回基幹事業検討委員会活動結果報告 

ｾﾌﾞﾝｰｲﾚﾌﾞﾝ記念財団 運営助成金申請 

理事退任について 

 

第２７回常任理事会 

    日  時：平成２４年３月１５日（木） １８：００～２１：２０ 

場  所：エコネット近畿事務所 

主な内容：平成２４年１・２月度会計報告 

第５・６回基幹事業検討委員会活動結果報告 

クリーンアップ活動   

・仲間づくりフォーラム結果報告 

・エコポイントによるホームページ作成 

平成２４年度情報交流会開催方法について 

平成２４年度総会前の記念講演について 

 

 

Ⅶ．基幹事業検討委員会 

  目  的：基幹事業検討委員会は、エコネット近畿の平成２４年度事業及び中・長期 

的なあり方を検討し、理事会に諮問するために設置した。 

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 大林輝理事 

       委員 理事 米道綱夫常任理事、和田寿郎理事、 

正会員 松田豊次正会員、宮口陽一正会員、 

部外有識者 鍵谷誠一氏、小野弘人氏、 

       事務局 内田充俊、山本和子 

    任期・活動期間：平成２３年９月２８日より２４年３月３１日 

  第１回基幹事業検討委員会 

   日  時：平成２３年９月２８日（水）１８：００～２０：２０ 

場  所：エコネット近畿事務所 

主な内容：基幹事業検討委員会開催の経緯説明 

     これからの活動方法について 

 

第２回基幹事業検討委員会 

   日  時：平成２３年１０月３１日（月）１７：００～２０：００ 

場  所：エコネット近畿事務所 

主な内容：平成２４年度基事業計画案について 

     各事業計画の概要検討 

 

第３回基幹事業検討委員会 

   日  時：平成２３年１１月２９日（火）１７：００～２２：００ 

場  所：エコネット近畿事務所 

主な内容：各事業計画の具体的な内容を策定 

     平成２４年度基幹事業計画提案書（原案）策定 
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第４回基幹事業検討委員会 

   日  時：平成２４年１月２８日（水）１８：００～２０：２０ 

場  所：エコネット近畿事務所 

主な内容：平成２４年度基幹事業計画提案書（案）確認 

     各事業計画の具体的な実行案を策定 

 

第５回基幹事業検討委員会 

   日  時：平成２４年２月７日（火）１５：００～１７：５０ 

場  所：エコネット近畿事務所 

主な内容：エコネット近畿のこれからの基幹事業につい 

     課題と対策を意見交換 

 

第６回基幹事業検討委員会 

   日  時：平成２４年３月６日（火）１６：１５～１８：１５ 

場  所：エコネット近畿事務所 

主な内容：エコネット近畿のこれからの基幹事業について 

     今後の対応について意見交換 

     基幹事業検討委員会 提案書の検討 

 

  上記検討委員会の成果を第 9回（平成 24 年 4 月 24 日）臨時理事会に報告した。 

  同臨時理事会では、基幹事業検討委員会の共通意見として出された、新任理事の就任 

依頼と、定款の改正並びに組織及び事業の在り方を引き続き検討する委員会の設置を 

決定した。 

 

 

 

Ⅷ．会員の推移と結果 

    
 2011年3月末

実績

2012 年 3 月末

実績

2012 年 3 月末

(期首)計画

会員 

正会員個人 23 31 36
正会員団体 10 12 18
正会員企業 1 1 3
賛助会員個人 11 8 17
賛助会員団体 2 2 4
賛助会員企業 0 0 2

計 47 54 80
 

以上 

 


