
年度 申込団体 代表者氏名 事業内容 希望金額 給付金額 支援金受領経験

2014

NPO法人河内木綿藍染保存会 村西　徳子
花咲かそ 夢咲かそ 八尾 棉の花 プロジェクトⅡ
～夢のコットンロードｉｎ佐堂～

189,123円 189,123円 有

NPO法人自然環境会議八尾 中務　久和 自分で地域資源の再生可能な自然エネルギーで電気を作ろう 136,900円 126,300円 有

エコ・ワークたいしょう 浅野　隆史 「子どもが輝くエコな取り組み」～学校観察池の再生～ 200,000円 200,000円 有

特定非営利法人 八尾市活き活き会
議

美馬　徹 地域産業を探るエコツアー 120,000円 64,000円 有

2013 エコ・MISONO 谷殿  茂明 児童・保護者・学校、みんなでエコな学校を創る美園プロジェクトⅢ 20万円 20万円 有

NPO法人河内木綿藍染保存会 村西　徳子 花咲かそ 夢咲かそ 八尾 棉の花 プロジェクト 20万円 14万円 無

NPO法人自然環境会議八尾 中務　久和
CO2削減と省エネに取り組んでいる環境改善事業所を訪問調査し、環
境保全活動の活発なまちとしての普及啓発活動を進める。

20万円 8万円 有

エコ・ワークたいしょう 森田　幹也 学校農園におけるエコな取り組み 20万円 5万円 無

特定非営利法人 八尾市活き活き会
議

美馬　徹 五感で楽しむエコツーリズム 10万円 5万円 有

2012 エコ・MISONO 谷殿  茂明 児童・保護者・学校、みんなでエコな学校を創る美園プロジェクトⅡ 20万円 20万円 有

八尾タイ環境絵画交流委員会 飯岡 清子 タイの絵画と写真による「環境の気付き」展 18万3千円 18万3千円 無

2011 学校ビオトープ研究会 塚口 倫生 学校ビオトープの新たな活用 20万 20万 有

美園エコクラブ 谷殿 茂明 児童・保護者・学校・地域、みんなでエコな学校をつくる美園プロジェクト 13万 13万 無

一般社団法人 ANSHINH 長沢 克彦 ～STAR☆DOME～ 竹取☆物語 20万 12万 無

MOREandMORE 古城戸 季世子 FMちゃお　本の読み聞かせ番組 「本はともだち」制作 20万 10万 有

八尾ツイッターミーティング 川瀬 英樹 八尾バル 20万 10万 無

2010 ①学校ビオトープ研究会 塚口 倫生 学校ビオトープづくり＆八尾の食文化体験交流会 10万 10万 無

②大阪府立八尾高校生徒会 守屋 望未

・エコハイスクールの一環として文化祭時に模擬店クラスにおいてはリ
ユース皿の導入。
・全生徒、職員への節電の呼びかけ。
・文化祭時にエコ活動として来場者の方々に配布する、廃油石鹸の製作
を実施。
・文化祭時にエコ活動として来場者の方々に配布する、＜家庭でできる
エコ＞裏紙冊子の作成の実施。

10万 10万 有

③特定非営利法人 八尾市活き活き
会議

美馬 徹 八尾掘り出しもんフェスティバル 20万 10万 無

④MOREandMORE 古城戸 季世子 FMちゃお 絵本の読み聞かせ番組「本はともだち」制作 20万 10万 無

2009
①NPO法人自然環境会議八尾 中務　久和

八尾の休耕田で菜の花やひまわりの栽培と菜種油・蜂蜜・肥料・バイオ
燃料づくり

20万 10万 有

②大阪府立八尾高校生徒会 今中　麻伊

・エコハイスクールの一環として文化祭時に模擬店クラスにおいてはリ
ユース皿の導入。
・全生徒、職員への節電の呼びかけ。
・牛乳パックでハガキの製作を実施。
・文化祭当日に地域の人へペットボトル回収の呼びかけ。

20万 10万 有

③ECO～る∞KEIHO 藤本　康嗣 ニッポンバラタナゴの保護活動と比較研究 20万 10万 無

2008

①社会福祉法人　ポポロの会　後援
会

長沢　克彦

環境活動(例:高安山里山保全)は、体験型環境学習という側面を色濃く
持っていることを多面的な「ふれあい企画」で紹介します。特に今回は当
団体の関連地域共存型施設「里の風」での体験や、現存する活躍中の
環境アクショングループの実践からエッセンスを、「環境教育プログラム」
として構築。

20万 10万 有

②地球環境戦隊ゴミレンジャー 藤崎　千里 ゴミ拾いによる市民イベントの支援活動および美化活動と環境美化啓発 20万 10万 無

③高安山エコミュージアム研究会 時津　勝造 垣辻邸再生計画のための建物現況調査 20万 10万 無

④うどん文化交流会 伊東　浩 手作りうどん教室・世代を超えた生きがい作りの構築プロジェクト 20万 10万 無

⑤大阪府立八尾高校生徒会 石川　加菜

・エコハイスクールの一環として文化祭時に模擬店クラスにおいてはリ
ユース皿の導入。
・各クラスの環境取組みポスターの展示。
・廃油リサイクルで廃油石鹸と廃油キャンドルの製作を実施。
・文化祭当日に地域の人へペットボトル回収の呼びかけ。

20万 10万 有

2007

①社会福祉法人　ポポロの会　後援
会

長沢　克彦

環境活動(例:高安山里山保全)は、体験型環境学習という側面を色濃く
持っていることを多面的な「ふれあい企画」で紹介します。特に今回は当
団体の関連地域共存型施設「里の風」での体験や、現存する活躍中の
環境アクショングループの実践からエッセンスを、「環境教育プログラム」
として構築。

20万 10万 無

②八尾奥様フォーラム 宮崎伊都子

日本古来の音楽を伝承し、理解してもらいたいという思い。三味線の由
来・歴史・種類・実際に三味線を分解して見せる。音色や弾き方も説明。
長唄を演奏。日本の音曲・民謡端唄等も。宇野千代作「おはん」を三味
線とともに語る。

20万 20万 無

③売る声人 徳山　吉令 バーチャルスーパー（買い物ゲーム） 10万 10万 無

④大阪府立八尾高校文化祭実行委
員会

髙木久美子 体育館で発表・教室で展示・ごみのリサイクル・食器のリユース 7万 7万 無

⑤生活環境科学研究所・菜の花プロ
ジェクト八尾

中務　久和
八尾の休耕田で菜の花やひまわりの栽培と菜種油・蜂蜜・肥料・バイオ
燃料づくり

20万 10万 無

楽しい環境活動支援金 過去の企画活動一覧（2005年度～2014年度）



2006

①大阪森林インストラクター会阪奈
会

齊藤　侊三

平成１７年１月から高安山で森林を借り「高安の森」活動をしてきました。
一般の方々に対して森林や林業に関する解説、森林の案内、森林内で
の野外活動の指導などを、八尾の一般市民を対象にして、「森の案内
人」としての活動をさらに発展させていくことにしています。

20万 10万 無

②元気の種とどけ隊 松浦　幸子
「ひまわり」の種を、校区の住民や病院その他の機関にプレゼントし、来
年の夏には地域全体で「ひまわり」の花を咲かせ、元気のあるそして自
然を大切にする町づくりを目指す。

20万 20万 無

③八尾の食文化を考える会 小山　博

１．大阪中河内農業協同組合・八尾市の農産物直売所・生産者と交流、
産地見学会実施
２．地元食材を使った家庭料理の学習会・料理教室・試食会の開催
３．八尾の郷土食、八尾地産の食材を活用した「レシピ集」の作成・配布

10万 10万 無

④刑部緑の会 荒木　裕
小学校を中心に子どもや大人たちに里地の緑に触れるミニハイキング、
里地の緑を育てるガーデニングを定期的に行い、自然とつきあう機会と
人が出会う提供する。

20万 10万 無

⑤非営利活動法人 KARALIN 松田　直美 映画(天国はつくるもの)上映及び監督講演 20万 10万 無

2005 ①緑の少年団「いちょう」 伊藤　孝夫 こども環境保全活動 10万 無

②エコライフスタイルグループ 柏本　景司 環境負荷を下げるためのリユースびん利用の推奨 10万 無

③特定非営利活動法人やお市民
ネットワーク

伊藤　貴祥 町あるきイベントを通じて「八尾の語りべ」の後継者を育成したい。 10万 無

④親と子のいんた～ねっとYAO 藤川　まゆみ 楽しいゴミ拾いー公園編ー 10万 無

⑤畑で育て!!おひさまっこ♪子♪己．
ＣＯ

岩本　直子
子ども達が自然とふれあう環境を作っていく。自然を通していろんなこと
を身体で感じて欲しい。

10万 無


