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１．より広い協働  
  
事業名 （１）企画交流グループ（環境活動交流会） 担当 宮嶋・岡見 

事業目的 

(目安：120字) 

環境アニメイティッドやおに参加している企業や市民、市民団体、教育機関、行政などが集まり、

各々の環境活動について意見交換や情報共有を行うことにより、それぞれの活動がより発展的な取組

みとなり、また、新たな協働の取組みを創出することを目的として実施する。 

現状 

(目安：80字） 
例年実施している OSAKA SOCIAL ACTION合同新歓を開催することができた。 

年間目標 

(目安：80字) 
年間を通して、交流会を継続実施できる体制をつくりたい 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80字） 

◎成果 

・継続して合同新歓を開催することができ、パンフレットも発行できている。 

・若い人材が集まってきて、環境アニメイティッドやおの広報につながっている。 

◎課題 

・交流会を継続して実施していくための体制づくり。 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4月 28日（土） 合同新歓 146名 

    

    

8月 27日（月） SDGs 勉強会 21名 

    

2月 
7日（木） 合同新歓準備 MTG  

25日（月） 合同新歓準備 MTG  

事業活動 

（写真） 
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事業名 （２）いきいき八尾環境フェスティバル 担当 美馬 徹 

事業目的 

(目安：120字) 

多様な主体が実施する環境の取組をしっかりと発信する必要がある。 

本事業では、多様な主体が参画する実行委員会を立ち上げ、多くの市民に日々の取組を発信し、環

境啓発を行うことを目的として実施している。 

現状 

(目安：80字） 

平成 30年度は、アリオ八尾、大阪経済法科大学花岡キャンパス、しおんじやま古墳学習館での実施

となった。元のいきいき八尾環境フェスティバル学生事務局が学生団体「はちのじ」となり、組織と

しての運営が安定してきている。 

年間目標 

(目安：80字) 
学生も含めた実行委員会が楽しみながら、継続的に実施していける体制作りと場づくり。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80字） 

◎成果 

・企画テーマごとに分かれてのチームが機能して、それぞれのチームごとに動くことができた。 

◎課題 

・事務局体制の構築など、継続して実施するための基盤が必要。 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4月    

5月 18日（金） 第 3回実行委員会 23名 

6月 15日（金） 第 4回実行委員会 30名 

7月 13日（金） 第 5回実行委員会 27名 

8月 24日（金） 第 6回実行委員会 28名 

9月 14日（金） 第 7回実行委員会 22名 

10月 

5日（金） 

27日（土） 

28日（日） 

第 8回実行委員会 

フェスティバル当日 アリオ八尾会場 

フェスティバル当日 大学、しおんじやま古墳学習館会場 

35名 

約 9,800名 

約 2,500名 

11月 9日（金） 振り返り会 35名 

1月 16日（水） 実行委員会準備会 13名 

2月 15日（金） 第 1回実行委員会 14名 

3月 15日（金） 第 2回実行委員会 15名 

事業活動 

（写真） 
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事業名 （３）広報活動の拡充 担当 広報委員会 

事業目的 

(目安：120字) 

八尾市の環境をよくするために活動する団体の要となり、サポートしていく環境アニメイティッド

やおの取組、および内外にわたる環境保全の取組を広報する。 

現状 

(目安：80字） 

定期的に発行している広報紙をより身近に感じてもらえる広報紙作りに努め、FM ちゃおでの放送

を通じて、環境アニメイティッドやおの存在意義を高めてきた。環境アニメイティッドやおの facebook

を立ち上げ、若い世代も含めより活動内容を知ってもらう努力をしつつある。 

年間目標 

(目安：80字) 

①環境保全の取組に関する情報を環境アニメイティッドやおのみならず、八尾市外に関するものも含

めて広く発信する。②FMちゃおでの放送に広報紙取材先や会員団体の紹介を行う。③facebookでの

投稿をさらに充実させ、より幅広い世代に環境アニメイティッドやおの活動を発信していく。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80字） 

2018年から広報紙をカラー化し、より幅広い世代に手に取ってもらいやすいように記事の内容を工

夫し、デザインも一新した。FM ちゃおでの放送を通じて、環境アニメイティッドやおの活動をより

身近に感じてもらえるように努めた。現在、広報委員会の担い手が不足しており、事業の継続のため

には、人材の確保、発掘が必要である。 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 実績 

4月 
6日（金） 

7日（土） 

第 157回広報委員会（広報紙 154号発行） 

FMちゃおの放送収録（現地収録） 
 

5月 
11日（金） 

23日（水） 

第 158回広報委員会（広報紙 155号発行） 

FMちゃおの放送収録（広報紙取材先紹介） 
 

6月 
8日（金） 

21日（木） 

第 159回広報委員会（広報紙 156号発行） 

FMちゃおの放送収録（広報紙取材先紹介） 
 

7月 

6日（金） 

20日（金） 

 

第 160回広報委員会（広報紙 157号発行） 

FMちゃおの放送収録 

（NPO法人河内木綿藍染保存会活動紹介） 

 

8月 
13日（月） 

23日（木） 

第 161回広報委員会（広報紙 158号発行） 

FMちゃおの放送収録（はちのじ活動紹介） 
 

9月 
7日（金） 

11日（火） 

第 162回広報委員会（広報紙 159号発行） 

FMちゃおの放送収録（World Seed活動紹介） 
 

10月 
10日（水） 

7日（土） 

第 163回広報委員会（広報紙 160号発行） 

FMちゃおの放送収録（現地収録） 
 

11月 
8日（木） 

9日（金） 

第 164回広報委員会（広報紙 161号発行） 

FMちゃおの放送収録（めぐるの教室紹介） 
 

12月 
7日（金） 

7日（金） 

第 165回広報委員会（広報紙 162号発行） 

FMちゃおの放送収録（広報委員会トーク） 
 

1月 
10日（木） 

8日（火） 

第 166回広報委員会（広報紙 163号発行） 

FMちゃおの放送収録（環境アニメの抱負） 
 

2月 
8日（金） 

6日（水） 

第 167回広報委員会 

FMちゃおの放送収録（ECO～る∞KEIHO活動紹介） 
 

3月 
7日（木） 

7日（木） 

第 168回広報委員会（広報紙 164号発行） 

FMちゃおの放送収録（めぐるの教室紹介） 
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事業名 （４）市民環境講座 担当 企画推進委員会 

事業目的 

(目安：120字) 

市民環境講座の開催を通して、環境問題、環境保全の取組の現状を認識するとともに、環境保全に

取り組む諸団体と双方向で情報の発信・吸収を行い、交流を深める。 

現状 

(目安：80字） 

会員団体、企業と協働で継続した実施ができている。実施した環境イベントを通して、参加者の環

境意識と満足度を充足したい。 

年間目標 

(目安：80字) 

年 3 回から 4 回開催する。本年度も市民環境講座参加者等から、本事業参画者を見つけることを特

に意識して活動し、次の世代の担い手を発掘することを目標とする。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80字） 

平成 30年度は、多様な団体と協働し、事業の実施、運営ができた。会員団体だけでなく、八尾市内

外を含めた団体との連携、協働の場を作ることができ、協議会として活動に広がりができた。今後は

より一層まわりの来場者を巻き込んでいける形を検討したい。 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4月 7日（土） 第１回市民環境講座「あんなくらし こんなくらし」 23名 

5月    

6月    

7月    

8月    

9月 16日（日） 第２回市民環境講座「花とみつばちとゆたかなくらし」 43名 

10月    

11月 17日（土） 第３回市民環境講座「レガシーロゲイニング」 9名 

12月    

1月    

2月    

3月    

事業活動 

（写真） 
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事業名 （５）楽しい環境活動支援金 担当 事務局 

事業目的 

(目安：120字) 

本事業は八尾市内で環境活動に取り組む担い手を育成、又は継続的な発展を促すことを目的として

実施している。更に、支援した担い手は当協議会の会員となり、共に活動を担う主体として巻き込ん

でいくことを狙いとしている。 

現状 

(目安：80字） 

効果的な広報活動を実施し、環境活動に取り組む新たな担い手発掘していきたい。また、環境アニ

メイティッドやおの事業や団体等にも積極的に関わっていただき、新たなつながりを創出できるきっ

かけにしていきたい。 

年間目標 

(目安：80字) 
引き続き、広報に注力し、応募団体数を増やす。新たな主体を巻き込む。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80字） 

平成 30年度は、募集要項を改正し、新規提案部門、調査部門、取組部門の 3部門に分けて、環境活

動の募集を行った。新規提案部門で 2 件、取組部門で 4 件の応募があった。選考の結果、新規提案部

門の内、2件が採択となり、取組部門の内、3件が採択、1件が不採択となった。次年度は、より効果

的な広報活動を実施し、環境活動に取り組む新たな担い手発掘していきたい。 

■選考委員 

選考委員長  笹谷 康之  氏 （立命館大学 理工学部） 

選考委員   鈴木 靖文  氏 （有限会社ひのでやエコライフ研究所） 

       中村 高夫  氏 （シャープ株式会社） 

       西田 裕   氏 （特定非営利活動法人 やお市民活動ネットワーク） 

       竹元 紀子   氏 （環境アニメイティッドやお 副代表） 

       野口 勝三  氏 （環境アニメイティッドやお運営委員） 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4月 20日（金）  市政だより等にて広報開始  

5月 1日（火）  公募開始（1日～31日） 6団体より申請有 

6月 
12日（火） 書類選考  

24日（日）  プレゼンテーション審査  

9月 29日（土） 

 意見交換会 

（八尾市市民活動支援ネットワークセンター「つど

い」と協働で事業実施） 

22名 

1月 22日（火）  中間報告会 2団体より報告 

2月 24日（日）  エコ・エコー交流会（成果発表会） 2団体より報告 

事業活動 

（写真） 
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２．継続発展事業 

事業名 「O-KES」環境マネジメントシステムの啓発活動 担当 大阪 KES環境機構 

事業目的 

(目安：120字) 

環境への負荷を管理して軽減していく環境保護活動が、事業所の環境経営となり有益になる。法令

遵守はもとより、社会的責任より社会貢献へ、環境への配慮が経営に生かされ正確に運用される。

「O-KES」環境マネジメントシステムの啓発活動を実施し、その普及を図ることを目的とする。 

現状 

(目安：80字） 

KES環境機構は 4954社(2月末)を越え躍進するも、O-KES大阪ＫＥＳ環境機構は現在 37社。 

事業承継、管理責任者の交替、人手不足等により更新企業が減少している。環境への配慮は国際的

に高まりつつあるも、地球環境への認識は日本では低い。 

年間目標 

(目安：80字) 

各企業、団体様からの紹介や、グリーンコンシューマーの観点から、より多くの事業所への波及を

呼び掛ける。ＣＳＲ(社会的貢献)をキャッチコピーとして登録事業所 51を目指す。更新サポート体制

を確立し、返上企業をなくす。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80字） 

環境保護活動はパリ協定以降、全世界を対象とし、経済、社会及び環境の三側面を調和させるもの

と定義された。持続可能な開発目標は（SDGｓ）と言われる 17 の目標が持続可能な開発目標として

設定された。 

O-KES は登録事業所 37 社（3/29 現在）内八尾市内 26 社の状況。サポートフォローアップ・無料

セミナーや、ＫＥＳ説明会等頻繁にして啓発する所存。 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4月 11日（水） NPO法人グラウンドワーク八尾理事会（毎月）  

5月 18日（金） KES全国推進協議会 温川 

6月 21日（木） 

～7月 6日（金） 
ライトダウンキャンペーン呼びかけ 

 

7月 4日（水） 

13日（金） 

19日（木） 

O-KES倶楽部総会 懇親会 「いろり屋」 

KES全国推進協議会 

八尾市公害防止責任者研修会 

森嶋・太田 

温川 

8月 24日（金） リフレッシュセミナー開催 19名 

9月 14日（金） KES全国推進協議会参加  

11月 

16日（金） 

28日（水） 

29日（木） 

KES全国推進協議会 

マイドーム大阪ビジネスマッチング博 

マイドーム大阪ビジネスマッチング博 

温川 

100人に PR 

1月 18日（金） KES全国推進協議会参加 温川 

3月 
15日（金） 

27日（水） 

KES全国推進協議会 

リフレッシュセミナー開催 

温川 

14名 

事業活動 

（写真） 
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事業名 高安山自然再生定期活動 担当 NPO 法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 

事業目的 

(目安：120字) 

高安山の下流部のため池に生息するニッポンバラタナゴを含む生物多様性を保全するために、高安

山の水循環系の健全化を目指し、森林整備を行う。 

現状 

(目安：80字） 

郡川上流部（3ha）の森林整備を終え、簡単な森林エコツアーコースを作ることができたので、こ

の空間を利用して企業との協働活動として環境教育及びエコ・ツアーを実施した。 

年間目標 

(目安：80字) 

本年度は一般市民・企業・少年団・大学生・小中学生などの活動の場として、郡川上流部森林整備

とその空間を利用した環境教育及び５回のエコ・ツアーを実施した。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80字） 

7 月豪雨や台風でかなりの倒木があり、遊歩道の改修工事に時間がかかった。しかし、他の保全活

動をしていない区域と比較すると、明らかに森林保全区域は防災の効果が現れていた。 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4月 1日（日） 郡川タナゴファーム森林整備  12人 

5月 6日（日） 郡川上流部森林整備 環境教育・エコツアー 17人 

6月 3日（日） 郡川上流部森林整備 環境教育・エコツアー 47人 

7月 1日（日） 郡川上流部森林整備  11人 

8月 5日（日） 郡川上流部森林整備  11人 

9月 2日（日） 郡川上流部森林整備  12人 

10月 7日（日） 郡川上流部森林整備  7人 

11月 4日（日） 郡川上流部森林整備  7人 

12月 2日（日） 郡川上流部森林整備 環境教育・エコツアー 21人 

1月 13日（日） 郡川上流部森林整備  5人 

2月 3日（日） 郡川上流部森林整備 環境教育・エコツアー 23人 

3月 3日（日） 郡川上流部森林整備 環境教育・エコツアー 16人 

事業活動 

（写真） 
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事業名 高安山楽音寺森林整備定期活動  担当 齊藤  侊三  

事業目的 

(目安：120字) 

次世代を担う大阪経済法科大学の学生に、自然環境について考えてもらうために、時間が許す限り、

楽音寺山林整備で“山”を体験してもらう。 

竹と木の間伐について、NPO自然と緑との協力を得た。 

現状 

(目安：80字） 

山での竹林整備は面積が広く、なかなか整備が進まないのが現状である。整備を行っても一年経つ

とまた生長しており、整備に人手がいるがしんどい作業なので参加者が少ない。 

年間目標 

(目安：80字) 

高安の森自然楽校卒業生は参加が困難になるが、木曜日に NPO 法人自然と緑のメンバーに参加を

してもらい、活動を継続していく。大阪経済法科大学の「ECO～る∞KEIHO」の学生が 1名となり、

後継者の参加促進に取り組む。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80字） 

NPO 自然と緑の協力を得て、整備が進捗しつつある。「ECO～る∞KEIHO」の学生の継続ができ

た。林内の作業をしやすいように歩道を作成している。 

木曜日は学生が授業のため、第 1日曜日の高安山森林整備に先生と学生 38名が参加し、森林の果た

す役割などを学び、ノコギリの体験をした。 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4月 26日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸  7名 

5月 24日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸  9名 

6月 28日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸  7名 

7月 26日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸   7名 

8月 23日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸  5名 

9月 27日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸  6名 

10月 23日（火）  ツル採取  5名 

10月 25日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸  14名 

10月 28日（日）  レクリェーション 一般参加 187名   5名 

11月 11日（日）  レクリェーション（ツル籠・リース作り）  5名 

11月 22日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸     6名 

12月 20日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸  7名 

1月 24日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸   7名 

2月 21日（木）  雨天中止   

3月 21日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸   7名 

事業活動 

（写真） 
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事業名 ニッポンバラタナゴ保護池の定期活動 担当 NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 

事業目的 

(目安：120字) 

ニッポンバラタナゴを含む生物多様性を保全するために、水質調査や生態調査を行い、小学生・中

学生・高校生・大学生の持続可能な環境教育（ＥＳＤ）の場として保護池を利用する。 

現状 

(目安：80字） 

大阪経済法科大学構内ふれあい池とＲＥ－1 保護池でニッポンバラタナゴを含む生物多様性を調査

した。ふれあい池ではドブガイの推定個体数約 3000個体、ニッポンバラタナゴの推定個体数約 10,000

尾である。 

年間目標 

(目安：80字) 

保護池ではドブガイ約 5000個体、ニッポンバラタナゴ約 30,000尾の増殖を見込んでいる。同時に

持続可能な環境教育（ＥＳＤ）の場として利用し、次世代を担う若者のリーダーを育成する。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80字） 

ふふれあい池の底樋が破損したため、その捕集に時間がかかっている。大阪産ニッポンバラタナゴ

の最大個体群のため、他の新しい池を確保し、危険分散しているところ。また、神宮寺池にもカダヤ

シを放流されたため、池を干し上げ保護池の再生を行っている。 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4月 15日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 35名 

5月 20日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 42名 

6月 17日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 31名 

7月 22日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 30名 

8月 19日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 45名 

9月 16日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 41名 

10月 28日（日） ふれあい池のドビ流し実施、環境教育 250名 

11月 18日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 38名 

12月 16日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 25名 

1月 20日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 38名 

2月 17日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 38名 

3月 17日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 31名 

事業活動 

（写真） 
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事業名 高安の森 自然楽校 担当 齊藤 侊三 

事業目的 

(目安：120字) 

自然楽校は活動するリーダーを育て、自然環境を守り、高安山の森林整備をする。さらに環境問題

に取り組む新しい人材を育てるために若い世代に自然と触れ合う機会を作っていく。平成 30年度は、

文化と自然との付き合い方を主軸にして取り組む。 

保険代、連絡など、年会費 1,200 円。家族会員年 600 円。1 回のみ参加は、200 円。子どもは大学

生まで無料。集合駅に 10時集合。 

現状 

(目安：80字） 
八尾市内の公園や自然環境の実態を観ることができた。 

年間目標 

(目安：80字) 

八尾市を外から見て、再認識する機会として、各地の作られた自然を見学しながら、森林の仕組み

や森の働きなどを学んできた。高安山はツル採りと楽音寺森林整備定期活動、ケーブル上の高安自然

再生定期活動森林に参加した。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80字） 

2015 年から 2017 年まで 3 年間、他の自治体や公園の実態を観てきたことを踏まえて平成 30 年度

は八尾市内の公園の実態調査をすることにした。 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4月 28日（土） 美園公園、穴太神社、山城町一丁目第 1公園、常光寺  17名 

5月 26日（土） 恩智川治水緑地、福栄町緑地、東山本公園  20名 

6月 23日（土） 
渋川神社、安中町五丁目公園、安中第 2公園、南本町

第 1公園  
 13名 

7月 28日（土） 私市植物園    11名 

8月 25日（土） 
恩智城趾公園、恩智神社、第一万葉植物公園、恩智神

社 
 13名 

9月 22日（土） 
市民の森、垣内公園、善光寺、教興寺六丁目公園、教

興寺、教興寺二丁目公園、教興寺第二公園   
17名 

10月 27日（土） 恩智中町公園、恩智中町三丁目公園、都留美嶌神社   20名 

11月 24日（土） ツル採取とリース作り  19名 

12月 22日（土） ツル採取とカゴ作り(雨天中止)リーダー 3名 

1月 26日（土） 弓削神社、空港、志紀住宅公園、めぐる    19名 

2月 23日（土） 経法大付近でシイタケ菌打ち   6名 

3月 23日（土） 久宝寺緑地公園   21名 

 
計 179名 

   



 12 

  
事業名 八尾ふるさと  歴史楽校  担当 坂上 弘子 

事業目的 

(目安：120字) 

現在の環境状況をみるのみでなく、その環境が、どのような経緯をへてきたか、人々がどのように

して生活した結果、今の八尾市の市街地、川、山、田畑になったかを知り、今後の「まちづくり」を

考える。 

現状 

(目安：80字） 

一般参加者が 30名前後、スタッフ 10名に定着してきた。それぞれが顔なじみになり、楽しい雰囲

気で毎回終える。現状ではケガ人も出ずに調子いいが、環境問題への関心が深まったとは言い辛い。 

年間目標 

(目安：80字) 
2019年夏、世界遺産に登録される予定の百舌鳥古市古墳群を歩き、高安古墳群を考える。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80字） 

世界文化遺産登録される予定の古墳・登録されない古墳など、計 81基の古墳を歩いた。前者・後者

の違いは明瞭に判る。また、世界文化遺産登録そのものについても考えさせられることもあった。参

加者の関心は深まった。 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4月 21日（土） (伝承)俊徳街道を歩く（2） 67名 

5月 19日（土） 高安山から信貴山へハイキング 32名 

6月 16日（土） 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録古墳 1 48名 

7月 7日（土） 八尾の村相撲 その 5 中止 

8月    

9月 15日（土） 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録古墳 2 40名 

10月 20日（土） 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録古墳 3 39名 

11月 17日（土） 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録古墳 4 37名 

12月 15日（土） 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録古墳 5 42名 

1月    

2月 16日（土） 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録古墳 6 46名 

3月 16日（土） 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録古墳 7 27名 

事業活動 

（写真） 
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事業名 学習プラザめぐる自主事業 担当 リサイクルセンター学習プラザめぐる 

事業目的 

(目安：120字) 

 環境をテーマにした講座や交流会を実施し、より多くの市民の方々にご参加いただき、 

住みよい八尾市の環境を次世代に引き継ぐことを事業の目的とする。 

現状 

(目安：80字） 

 家族で参加できるリユースイベントが軌道にのり、年間 825名（スタッフを除く）の参加があった。 

また子ども３Ｒ学習のＰＲ方法を工夫し、参加人数を伸ばすことができた。 

年間目標 

(目安：80字) 
家族参加型の啓発イベントを充実させ、家族ぐるみの３Ｒ推進を図る。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80字） 

 ①めぐる自主事業内容を河内の風に掲載 

 ②費用対効果の高い新事業の研究 

 ③親子参加型の啓発イベントの研究 

活動内容 

内容 

実績 

参加人数等 

大人 こども 合計 

リユース本ゆずります（5回） 257名 85名 342名 

枝豆料理コンテスト 23名 12名 35名 

エコラップ作り（4回） 8名 ― 8名 

高安山・ニッポンバラタナゴ 12名 ― 12名 

みんなで作るクリスマス会 67名 42名 109名 

こども３Ｒ学習（13回） 38名 136名 174名 

事業活動 

（写真） 

   

 

   

 

 

   

リユース本ゆずります こども３Ｒ学習 
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企画推進委員会、運営会議 

 

月 日 程 活動内容 

4月 
12日（木） 第 96回 企画推進委員会 

19日（木） 第 157回 運営会議 

5月 
14日（月） 第 97回 企画推進委員会 

18日（金） 第 158回 運営会議 

6月 4日（金） 第 159回 運営会議 

7月 
9日（月） 第 98回 企画推進委員会 

13日（金） 第 160回 運営会議 

8月 
21日（火） 第 99回 企画推進委員会 

24日（金） 第 161回 運営会議 

10月 
10日（水） 第 100回 企画推進委員会 

16日（火） 第 162回 運営会議 

11月 
6日（火） 第 101回 企画推進委員会 

9日（金） 第 163回 運営会議 

12月 
10日（月） 第 102回企画推進委員会 

18日（火） 第 164回 運営会議 

1月 
8日（火） 第 103回 企画推進委員会 

22日（火） 第 165回 運営会議 

2月 
15日（金） 第 104回 企画推進委員会 

19日（火） 第 166回 運営会議 

3月 
11日（月） 第 105回 企画推進委員会 

19日（火） 第 167回 運営会議 
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会員状況 

 

（１）市民会員      54名 

（２）市民団体会員    26団体 

（３）事業者会員     23事業所 

（４）教育機関      2団体 

（５）行政機関      1団体 

平成 30年度     106会員 （平成 31年３月 31日現在） 

 

現状の成果と課題 

現状の成果 

環境アニメイティッドやおに参加している企業や市民団体、教育機関、行政などの各々の取組は、設立

当初に比べて年々進化している。 

昨年度に引き続き、企画交流グループ（環境活動交流会）では、大学生の社会活動の参加と、団体の担

い手不足を同時に解消することを目指し、八尾市内やその周辺の大学生向けに合同新歓を実施し、多様な

主体を巻き込むことに成功した。 

「図１ 一般会計純財源期末残高の経年推移」のとおり、当協議会の一般会計純財源（八尾市負担金

による市民環境講座、楽しい環境活動支援金にかかる事業費を除いた環境アニメイティッドやおの財源）

はここ数年間減少傾向にあったが、ムダ・ムリの削減により、財政の健全化を達成した。 

  

課題 

八尾市内でもまだ連携の取れていない団体などが多く、新たな協働の可能性がある。つながりを広げて

いくために、楽しい環境活動支援金交付団体と当協議会内での協働関係を構築することも目指していく必

要がある。なお、「図２ 会員数の経年推移」のとおり、平成 26年度をピークに会員数の減少傾向がみら

れている。とりわけ、企業会員数の減少が著しく、新たな企業会員の獲得や企業会員が参画してもらいや

すい協議会の事業運営が必要となってきている。また、環境アニメイティッドやおのメンバーが高齢化・

固定化されており、新しい人材の登用なども含めて発展させていくことも課題としてあげられる。 
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図１ 一般会計純財源期末残高の経年推移 

 

 

図２ 会員数の経年推移 
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２）平成 30年度 会計決算報告 



収入の部 （単位：円）

30年度予算 30年度実績 備　　　考

会費収入 60,000 73,000

52,000 54,000

105,000 130,000

10,000 0

10,000 5,000

10,000 10,000

247,000 272,000

負担金 八尾市 1,000,000 1,000,000

事業者収入 売上収入 110,000 96,400 環境活動交流会参加費、市民環境講座参加費収入

寄付金 0 0

0 4,000

100,000 105,000

小計 100,000 109,000

雑収入 雑収入 5,000 0

利息収入 300 9 通帳利息

5,300 9

その他収入 0 142,790

80,000 102,106 環境活動交流会参加負担金

80,000 244,896

繰越金 1,343,752 1,343,752

5,000 62,543 イベント会計より繰入（郵送費、消耗品費）

2,891,052 3,128,600

支出の部

30年度予算 30年度実績 備　　　考

事業費 40,000 0 アクティビティグループ活動傷害保険料

800,000 323,005 団体支援金、選考委員謝礼　等

200,000 72,360 実施に係る保険料、講師資料作成費　等

150,000 146,100 広報紙印刷代　等

270,000 196,063 環境活動交流会諸費用　等

5,000 0

1,000 0

1,466,000 737,528

需用費 60,000 36,337 アスクル使用料　等　（＊）

1,000 0

1,000 0

1,000 0

1,000 0

1,000 0

小計 65,000 36,337

役務費 100,000 121,470 後納郵便、ホームページドメイン使用料　（＊）

10,000 8,580

手数料 5,000 5,832 振込手数料

0 602 払込取扱票印字サービス

小計 115,000 136,484

旅費交通費 1,000 3,000

使用料及び賃借料 1,000 0

備品購入費 30,000 0

負担金 0 818,345 八尾市負担金戻入

繰出金 0 0

予備費 1,213,052 0

2,891,052 1,731,694

0 1,396,906

支出合計（B）

環境活動支援金戻入

18

収支差額（C=A-B）

収入合計（A）

印刷製本費

食糧費

消耗品費

（＊）　消耗品費、通信運搬費において、イベント会計に属するものを含んでおり、イベント会計から繰り入れで処理を行っている。

市民環境講座

環境保全活動支援金

調査研究事業

平成30年度　一般会計 決算 （案）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

市民団体会員

その他収入

教育機関

アクティビティグループ

項　　　　　目

小計

市民会員

事業者会員

事業者団体会員

図書費

通信運搬費

雑役務費

会員拡大および情報提供

修繕費

雑費

保険料

環境配慮の取組み表彰事業

小計

広報紙協賛企業

繰入金

項　　　　　目

団体

行政機関

小計

小計

個人

情報交換の場の提供事業



（単位：円）

当年度 前年度 増減

１　経常増減の部

　【経常収益】

会費 市民会員 73,000 55,000 18,000

市民団体会員 54,000 72,000 ▲ 18,000

事業者会員 130,000 150,000 ▲ 20,000

事業者団体会員 0 0 0

教育機関 5,000 10,000 ▲ 5,000

行政機関 10,000 10,000 0

会費計 272,000 297,000 ▲ 25,000

負担金 八尾市 1,000,000 3,000,000 ▲ 2,000,000

事業者収入 売上収入 96,400 105,000 ▲ 8,600

寄付金 個人 0 0 0

団体 4,000 0 4,000

広報紙協賛企業 105,000 100000 5,000

寄付金計 109,000 100,000 9,000

雑収入 雑収入 0 500 ▲ 500

利息収入 9 8 1

雑収入計 9 508 ▲ 499

その他収入 環境活動支援金　戻入 142,790 0 142,790

その他収入 102,106 81,874 20,232

244,896 81,874 163,022

繰越金 1,343,752 863,034 480,718

繰入金 62,543 26,899 35,644

3,128,600 4,474,315 ▲ 1,345,715

　【経常費用】

事業費 アクティビティグループ 0 6,060 ▲ 6,060

環境保全活動支援金 323,005 104,825 218,180

市民環境講座 72,360 122,830 ▲ 50,470

会員拡大および情報提供 146,100 44,030 102,070

情報交換の場の提供事業 196,063 89,221 106,842

生駒山系花屏風活動 0 0 0

調査研究事業 0 0 0

事業費計 737,528 366,966 370,562

需用費 消耗品費 36,337 73,420 ▲ 37,083

印刷製本費 0 67,420 ▲ 67,420

食糧費 0 0 0

図書費 0 0 0

修繕費 0 12,204 ▲ 12,204

雑費 0 0 0

需用費計 36,337 153,044 ▲ 116,707

役務費 通信運搬費 121,470 57,791 63,679

保険料 8,580 0 8,580

手数料 5,832 756 5,076

雑役務費 602 0 602

役務費計 136,484 58,547 77,937

旅費交通費 3,000 0 3,000

使用料及び賃借料 0 105,425 ▲ 105,425

備品購入費 0 0 0

負担金 八尾市負担金戻入 818,345 5,000 813,345

繰出金 0 2,012,313 ▲ 2,012,313

予備費 0 429,268 ▲ 429,268

1,731,694 3,130,563 ▲ 1,398,869

1,396,906 1,343,752 53,154

Ⅰ．一般正味財産増減の部
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　正味財産期末残高

経常収益計

その他収入計

平成30年度  正味財産増減計算書（一般会計）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

経常費用計

項　　　　目



収入の部 （単位：円）

平成30年度予算 平成30年度実績 備　　　　　　　　　　考

奉仕団体 120,000 120,000

事業者団体 150,000 160,000

事業者 450,000 290,000

市民団体 10,000 10,000

個人 40,000 0

小計 770,000 580,000

共催金収入 740,000 711,290 大阪経済法科大学

出展料収入 10,000 3,000

売上収入 5,000 0

雑収入 100 7 イベント通帳利息

繰越金 911,227 911,227 前年度繰越金

繰入金 0 0

その他収入 0 0

2,436,327 2,205,524

支出の部

平成30年度予算 平成30年度実績  備　　　　　　　　　　考

謝金 50,000 64,800 地球戦士ゼロス　謝金

35,000 32,400 FMちゃお司会費用

15,000 0 その他　謝礼

150,000 42,330 当日ボランティア等スタッフ謝礼

100,000 89,050 講師謝礼（大学予算）

350,000 228,580 企画開催にかかる講師謝金　等

旅費 50,000 22,510  実行委員交通費　等

消耗品費 100,000 30,865  啓発用消耗品購入費　等

備品購入費 0 0

印刷製本費 304,000 202,955  パンフレット・ポスター作成費

150,000 120,000  パンフレット・ポスターデザイン製作費

454,000 322,955

食糧費 10,000 91,000 大阪経済法科大学会場スタッフ用弁当代

通信運搬費 10,000 4,920  協賛企業への報告にかかる郵送費

8,100 9,720  e-fax通信費　（7～12月分）

5,000 0  その他郵送費

23,100 14,640

保険料 30,000 15,460  賠償責任保険料

35,000 9,200  傷害保険料

25,000 13,000  ボランティア保険（500円×26人）

90,000 37,660

広告料 0 0 プレスリリースに係る費用

手数料 12,000 9,288  振込手数料

使用料及び賃借料 80,000 43,632  レンタル物品貸出料　等

委託料 0 0

雑役務費 438,000 375,557  ふれあい池掃除費用（大学予算）　等

繰出金 0 62,543  一般会計へ繰出し

その他 0 0

予備費 829,227 0

2,436,327 1,239,230

0 966,294

小計

小計

小計

小計
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平成30年度　イベント会計　決算（案）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

項　　　　　目

協賛金収入

収入合計（A）

項　　　　　　目

（＊）　一般会計の消耗品費、通信運搬費において、イベント会計に属するものを含んでいるため、繰出しで処理を行っている。

支出合計(B)

収支差額（C=A-B)



（単位：円）

当年度 前年度 増減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１　経常増減の部

　【経常収益】

奉仕団体 120,000 120,000 0

事業者団体 160,000 160,000 0

事業者 290,000 420,000 ▲ 130,000

市民団体 10,000 20,000 ▲ 10,000

個人 0 0 0

協賛金収入計 580,000 720,000 ▲ 140,000

共催金収入 711,290 625,917 85,373

出展料収入 3,000 9,000 ▲ 6,000

売上収入 0 0 0

雑収入 7 5 2

前年度繰越金 911,227 441,709 469,518

繰入金 一般会計より（フェスティバル共催金） 0 2,000,000 ▲ 2,000,000

一般会計より（その他繰入分） 0 12,313 ▲ 12,313

繰入金計 0 2,012,313 ▲ 2,012,313

その他 0 392 ▲ 392

2,205,524 3,809,336 ▲ 1,603,812

　【経常費用】

謝金 228,580 202,680 25,900

旅費 22,510 34,490 ▲ 11,980

消耗品費 30,865 27,719 3,146

印刷製本費 322,955 232,885 90,070

食糧費 91,000 1,874 89,126

通信運搬費 14,640 0 14,640

保険料 37,660 57,190 ▲ 19,530

広告料 0 0 0

手数料 9,288 8,964 324

使用料及び賃借料 43,632 22,032 21,600

委託料 0 1,850,000 ▲ 1,850,000

雑役務費 375,557 433,376 ▲ 57,819

繰出金 62,543 26,899 35,644

その他 0 0 0

予備費 0 0 0

1,239,230 2,898,109 ▲ 1,658,879

966,294 911,227 55,067
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正味財産期末残高

協賛金収入

経常収益計

平成30年度 正味財産増減計算書（イベント会計）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

 項　　　　　　目

経常費用計



収入の部 （単位：円）

30年度実績 備　　　考

0

0

0

10,007

0

10,007

支出の部

30年度実績 備　　　考

需用費 0

0

0

0

小計 0

備品購入費 0

予備費 0

0

10,007

※その他会計とは、「パッカーくん焼き」関係備品等に関する会計のことを指す。

食糧費

雑費

雑収入

その他収入

前年度繰越金

繰入金

収支差額（C=A-B）

収入合計（A）

平成30年度　 その他会計 決算（案）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

支出合計（B）

項　　　　　目

項　　　　　目

消耗品費

使用料収入

修繕費

22



（単位：円）

当年度 前年度 増減

Ⅰ．一般正味財産増減の部

１　経常増減の部

　【経常収益】

使用料収入 0 0 0

雑収入 0 0 0

その他収入 0 0 0

前年度繰越金 10,007 10,007 0

繰入金 0 0 0

10,007 10,007 0

　【経常費用】

需用費 消耗品費 0 0 0

食糧費 0 0 0

修繕費 0 0 0

雑費 0 0 0

需用費計 0 0 0

備品購入費 0 0 0

繰出金 0 0 0

予備費 0 0 0

0 0 0

10,007 10,007 0

23

　正味財産期末残高

経常収益計

平成30年度  正味財産増減計算書（その他会計）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

経常費用計

項　　　　目



備　　考

Ⅰ 資産の部

　1.流動資産

預金 一般通帳 1,031,174 近畿労働金庫八尾支店 No.7491266

会費通帳 249,002 近畿労働金庫八尾支店 No.7087454

当座預金（ゆうちょ銀行） 116,730 ゆうちょ銀行No.00940-0-263777

流動資産合計 1,396,906
資産合計 1,396,906

Ⅱ 負債の部

負債合計 0
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越金正味財産 1,343,752
当期正味財産増加額 53,154
正味財産合計 1,396,906

備　　考

1,396,906

1,396,906 次期繰越金として

備　　考

Ⅰ 資産の部

　1.流動資産

預金 イベント通帳 966,294 近畿労働金庫八尾支店 No.7491281

当座預金（ゆうちょ銀行） 0 ゆうちょ銀行No.00940-0-263777

流動資産合計 966,294
資産合計 966,294

Ⅱ 負債の部

負債合計 0
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越金正味財産 911,227
当期正味財産増加額 55,067
正味財産合計 966,294

備　　考

966,294

966,294 次期繰越金として

備　　考

Ⅰ資産の部

　1．流動資産

預金 その他通帳 10,007 近畿労働金庫八尾支店 No.8480050

流動資産合計 10,007
資産合計 10,007

Ⅱ負債の部

負債合計 0
Ⅲ正味財産の部

前期繰越金正味財産 10,007
当期正味財産増加額 0
正味財産合計 10,007

備　　考

10,007

10,007 次期繰越金として
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正味財産処分額

イベント会計 正味財産処分計算書

科　　目 金　　額

期末正味財産合計額

平成30年度　一般会計 貸借対照表(財産目録）
平成31年4月1日現在

平成30年度　イベント会計 貸借対照表（財産目録）
平成31年4月1日現在

科　　目 金　　額

一般会計 正味財産処分計算書

科　　目 金　　額

科　　目 金　　額

期末正味財産合計額

正味財産処分額

正味財産処分額

その他会計 正味財産処分計算書

科　　目 金　　額

期末正味財産合計額

平成30年度　その他会計 貸借対照表（財産目録）
平成31年4月1日現在

科　　目 金　　額
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３）平成 30年度 会計監査報告
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４）令和元年度 事業活動計画（案） 
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１.活動目的 
 

環境アニメイティッドやおは八尾市環境総合計画に示された望ましい環境像を実現し、環境目

標を達成するため、計画の基本方針に沿った施策を市民、事業者、教育機関、行政が一体となっ

て推進することを目的とする。 

 

２.活動方針 
 
①多様な交流の場をコーディネートすることによって環境に対する協働取組を創出する。 

②会員の環境活動を広く発信することで、その継続的な発展を支援する。 

 

３.活動目標 
 
①環境に対する交流の場への参加者を増やすこと。 

②各団体の会員と当協議会の会員を増やすこと。 

 

４.事業内容 

４．１ より広い協働 

（１）企画交流グループ（環境活動交流会） 

（２）いきいき八尾環境フェスティバル 

（３）広報活動の拡充 

（４）市民環境講座 

（５）楽しい環境活動支援金 

 

４．２ 継続発展事業 

各会員の環境活動 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容イメージ図 
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５.各事業の年間計画 

５．１ より広い協働 
  
事業名 （１）企画交流グループ（環境活動交流会） 担当 宮嶋・岡見 

事業目的 

(目安：120 字) 

環境アニメイティッドやおに参加している企業や市民、市民団体、教育機関、行政などが集まり、

各々の環境活動について意見交換や情報共有を行うことにより、それぞれの活動がより発展的な取組

となり、また、新たな協働の取組みを創出することを目的として実施する。 

現状 

(目安：80 字） 

例年実施している OSAKA SOCIAL ACTION 合同新歓を開催することができた。 

合同新歓に向けての会議は実施できたが、その他の交流会が実施できなかった。 

年間目標 

(目安：80 字) 
年間を通して、交流会を継続実施できる体制をつくりたい。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80 字） 

 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4 月 27 日（土） 合同新歓  

    

12 月  12 月頃から合同新歓に向けた準備を開催  

事業活動 

（写真） 
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事業名 （２）いきいき八尾環境フェスティバル 担当 美馬 徹 

事業目的 

(目安：120 字) 

多様な主体が実施する環境取組をしっかりと発信する必要がある。 

本事業では、多様な主体が参画する実行委員会を立ち上げ、多くの市民に日々の取組を発信し、環

境啓発を行うことを目的として実施している。 

現状 

(目安：80 字） 

アリオ八尾と大阪経済法科大学、しおんじやま古墳学習館での実施と合わせ、他の施設での環境イ

ベントとつなぎながら、一定の期間を設けた開催に向けて検討を行っている。元のいきいき八尾環境

フェスティバル学生事務局が学生団体「はちのじ」となり、組織としての運営が安定してきている。 

年間目標 

(目安：80 字) 

学生も含めた実行委員会が楽しみながら、継続的に実施していける体制作りと場づくり。 

このフェスティバルを通して、次につなげ、環境について知ってもらえる機会を創出することを目

指す。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80 字） 

 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4 月 17 日（水） 第 3 回実行委員会  

5 月 22 日（水） 第 4 回実行委員会  

6 月  第 5 回実行委員会  

7 月  第 6 回実行委員会  

8 月  第 7 回実行委員会  

9 月  第 8 回実行委員会  

10 月  第 9 回実行委員会  

11 月 

 

9 日（土） 

10 日（日） 

第 10 回実行委員会 

フェスティバル（アリオ） 

フェスティバル（大学、しおんじやま古墳学習館） 

 

1 月  実行委員会準備会  

2 月  第 1 回実行委員会  

3 月  第 2 回実行委員会  

事業活動 

（写真） 
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事業名 （３）広報活動の拡充 担当 広報委員会 

事業目的 

(目安：120 字) 

八尾市の環境をよくするために活動する団体の要となり、サポートしていく環境アニメイティッド

やおの取組、および八尾市内外にわたる環境保全の取組を広報する。 

現状 

(目安：80 字） 

カラー化した広報紙では、環境アニメイティッド八尾のコンセプトに合ったお店や環境活動団体を

取材して紹介している。同時に協賛企業の紹介も行い、今まで手に取ってもらえなかった人々への発

信にも努めている。FM ちゃおの放送では、広報委員が担当するだけでなく、はちのじ、グラウンド

ワーク八尾、会員団体の活動を発信し、FM ちゃおに現地収録での協力もしてもらっている。 

また、広報委員の人材不足により、2019 年における広報紙の発行回数を 2 月に 1 回とした。 

年間目標 

(目安：80 字) 

①より多くの人に環境アニメイティッドやおの活動を知ってもらうため、広報紙を置いてもらう場

所の拡大を図り、発行部数も増やしていく。②Facebook のみならず、ホームページも充実させていく。

③広報委員会に関わってもらうメリットを訴求し、人材の発掘に努める。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80 字） 

 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4 月 17 日（水） 第 169 回広報委員会、FM ちゃお：NPO 法人 NAC  

5 月 22 日（水） 第 170 回広報委員会、FM ちゃお：はちのじ  

6 月  第 171 回広報委員会、FM ちゃお：未定  

7 月  第 172 回広報委員会、FM ちゃお：未定  

8 月  第 173 回広報委員会、FM ちゃお：未定  

9 月  第 174 回広報委員会、FM ちゃお：未定   

10 月  第 175 回広報委員会、FM ちゃお：未定  

11 月  第 176 回広報委員会、FM ちゃお：未定  

12 月  第 177 回広報委員会、FM ちゃお：広報委員  

1 月  第 178 回広報委員会、FM ちゃお：今年の抱負  

2 月  第 179 回広報委員会、FM ちゃお：未定  

3 月  第 180 回広報委員会、FM ちゃお：未定  

事業活動 

（写真） 
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事業名 （４）市民環境講座 担当 企画推進委員会 

事業目的 

(目安：120 字) 

市民環境講座の開催を通して、環境問題、環境保全の取組の現状を認識するとともに、環境保全に

取り組む諸団体と双方向で情報の発信・吸収を行い、交流を深める。 

現状 

(目安：80 字） 

会員団体、企業と協働で継続した実施ができている。実施した環境イベントを通して、参加者の環

境意識と満足度を充足したい。 

年間目標 

(目安：80 字) 

年 3 回から 4 回開催する。本年度も市民環境講座参加者等から、本事業参画者を見つけることを特

に意識して活動し、次の世代の担い手を発掘することを目標とする。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80 字） 

 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4 月    

5 月    

6 月    

7 月  親子向け環境講座  

8 月    

9 月  親子向け環境講座  

10 月    

11 月  親子向け環境講座  

12 月    

1 月    

2 月    

3 月    

事業活動 

（写真） 
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事業名 （５）楽しい環境活動支援金 担当 事務局 

事業目的 

(目安：120 字) 

本事業は八尾市内で環境活動に取り組む担い手を育成、又は継続的な発展を促すことを目的として

実施している。更に、支援した担い手は当協議会の会員となり、共に活動を担う主体として巻き込ん

でいくことを狙いとしている。 

現状 

(目安：80 字） 

平成 30 年度は、新規提案部門、調査部門、取組部門の 3 部門に分けて、環境活動の募集を行った。

新規提案部門で 2 件、取組部門で 4 件の応募があった。選考の結果、新規提案部門の内、2 件が採択

となり、取組部門の内、3 件が採択、1 件が不採択となった。 

より効果的な広報活動を実施し、環境活動に取り組む新たな担い手発掘していきたい。また、環境

アニメイティッドやおの事業や団体等にも積極的に関わっていただき、新たなつながりを創出できる

きっかけにしていきたい。 

年間目標 

(目安：80 字) 
引き続き、広報に注力し、応募団体数を増やす。新たな主体を巻き込む。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80 字） 

 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4 月 20 日（土） 市政だより等にて広報開始  

5 月 7 日（火） 公募開始  

6 月 
中旬 書類選考  

30 日（日） プレゼンテーション審査  

7 月    

8 月    

9 月    

10 月    

11 月    

12 月    

1 月    

2 月 23 日（日） エコ・エコー交流会（予定）  

3 月    

事業活動 

（写真） 
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５．２ 継続発展事業 

事業名 「O-KES」環境マネジメントシステムの啓発活動 担当 大阪 KES 環境機構 

事業目的 

(目安：120 字) 

環境への負荷を管理して軽減していく環境保全活動が、事業所の環境経営となり有益になる。法令

遵守はもとより、社会的責任、環境への配慮が経営に生かされ正確に運用される。「O-KES」環境マ

ネジメントシステムの啓発活動を実施し、その普及を図ることを目的とする。 

現状 

(目安：80 字） 

KES 環境機構は 4954 社(2 月末)を越え躍進するも、O-KES 大阪ＫＥＳ環境機構は現在 37 社。 

事業承継、管理責任者の交替、人手不足等により更新企業が減少している。環境への配慮は国際的

に高まりつつあるも、地球環境への認識は日本では低い。 

年間目標 

(目安：80 字) 

各企業、団体様からの紹介や、グリーンコンシューマーの観点から、より多くの事業所への波及を

呼び掛ける。パリ協定より発信された持続可能な開発目標（SDGｓ）を前面に PR し、登録事業所 51

を目指す。更新サポート体制を確立し、返上企業をなくす。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80 字） 

 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4 月 18 日（木） NPO 法人 グラウンドワーク八尾 理事会  （毎月）  

5 月 
17 日（金） 
21 日（火） 

KES 全国推進協議会 
O-KES 倶楽部総会 懇親会 「いろり屋」 

温川 
森嶋 

6 月 22 日（土）～7 月 5

日（金） 
ライトダウンキャンペーン呼びかけ 

 

7 月 
 

19 日（金） 
24 日（水） 

ふれあいトーク番組放送開始予定（FM ちゃお） 
KES 全国推進協議会 
八尾市公害防止担当者研修会 

小野・温川 
温川 

8 月 23 日（金） リフレッシュセミナー開催 20 名 

9 月 
13 日（金） 
 

KES 全国推進協議会 
自己評価員養成講座 

 

3 名 

11 月 
15 日（金） 
 

KES 全国推進協議会 
マイドーム大阪ビジネスマッチング博 

温川 
PR 活動 

1 月 17 日（金） KES 全国推進協議会 温川 

3 月 
13 日（金） 
10 日（火） 

KES 全国推進協議会 
リフレッシュセミナー開催 

温川 
20 名 

    

    

    

事業活動 

（写真） 
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事業名 高安山自然再生定期活動 担当 NPO 法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 

事業目的 

(目安：120 字) 

高安山の下流部のため池に生息するニッポンバラタナゴを含む生物多様性を保全するために、高安

山の水循環系の健全化を目指し、森林整備を行う。 

現状 

(目安：80 字） 

郡川上流部（3ha）の森林整備を終え、簡単な森林エコツアーコースを作ることができたので、こ

の空間を利用して企業との協働活動として環境教育及びエコ・ツアーを実施する。 

年間目標 

(目安：80 字) 

本年度は一般市民・企業・少年団・大学生・小中学生などの活動の場として、郡川上流部森林整備

とその空間を利用した環境教育及び５回のエコ・ツアーを実施する。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80 字） 

 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4 月 7 日（日） 郡川タナゴファーム森林整備   

5 月 5 日（日） 郡川上流部森林整備 環境教育・エコツアー  

6 月 2 日（日） 郡川上流部森林整備 環境教育・エコツアー  

7 月 7 日（日） 郡川上流部森林整備   

8 月 4 日（日） 郡川上流部森林整備   

9 月 1 日（日） 郡川上流部森林整備   

10 月 6 日（日） 郡川上流部森林整備   

11 月 3 日（日） 郡川上流部森林整備   

12 月 1 日（日） 郡川上流部森林整備 環境教育・エコツアー  

1 月 12 日（日） 郡川上流部森林整備   

2 月 2 日（日） 郡川上流部森林整備 環境教育・エコツアー  

3 月 1 日（日） 郡川上流部森林整備 環境教育・エコツアー  

事業活動 

（写真） 
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事業名 高安山楽音寺森林整備定期活動 担当 齊藤 侊三 

事業目的 

(目安：120 字) 

方針は、変えることなく継続し、次世代を担う大阪経済法科大学の学生に、自然環境について考え

てもらうために、森林レクリェーションも取り入れ“自然体験”の機会を増やす。 

竹と木の間伐についても、NPO 法人自然と緑との協力を得て実施する。 

現状 

(目安：80 字） 

山での竹林整備は面積が広く、なかなか整備が進まないのが現状である。今年度も NPO 法人自然

と緑の協力を得ることが出来るので、整備が進捗しつつある。 

年間目標 

(目安：80 字) 

木曜日に NPO 法人自然と緑のメンバーに参加をしてもらい、活動を継続していく。大阪経済法科

大学の「ECO～る∞KEIHO」の学生が 3 名となり、後継者の参加促進に取り組む。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80 字） 

 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4 月 25 日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸                           

5 月 23 日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸                           

6 月 27 日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸                           

7 月 25 日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸  

8 月 22 日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸  

9 月 26 日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸・材料準備  

10 月 24 日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸・材料準備   

11 月   環境ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙでﾈｲﾁｬｰｸﾗﾌﾄ（NPO 自然と緑）  

11 月 9 日（土）  森を楽しむ森林レクリェーション  

11 月 28 日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸                           

12 月 19 日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸        

1 月 23 日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸                           

2 月 27 日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸                           

2 月 22 日（土）  木の間伐と椎茸菌の植菌                        

3 月 26 日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸            

事業活動 

（写真） 
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事業名 ニッポンバラタナゴ保護池の定期活動 担当 NPO 法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 

事業目的 

(目安：120 字) 

ニッポンバラタナゴを含む生物多様性を保全するために、水質調査や生態調査を行い、小学生・中

学生・高校生・大学生の持続可能な環境教育（ＥＳＤ）の場として保護池を利用する。 

現状 

(目安：80 字） 

大阪経済法科大学構内ふれあい池とＲＥ－1 保護池でニッポンバラタナゴを含む生物多様性を調査

した。ふれあい池ではドブガイの推定個体数約 3000 個体、ニッポンバラタナゴの推定個体数約 10,000

尾である。 

年間目標 

(目安：80 字) 

保護池ではドブガイ約 5000 個体、ニッポンバラタナゴ約 30,000 尾の増殖を見込んでいる。同時に

持続可能な環境教育（ＥＳＤ）の場として利用し、次世代を担う若者のリーダーを育成する。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80 字） 

 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4 月 21 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

5 月 19 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

6 月 16 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

7 月 28 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

8 月 18 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

9 月 15 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

10 月 20 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

11 月 10 日（日） ふれあい池のドビ流し実施、環境教育  

12 月 15 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

1 月 19 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

2 月 16 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

3 月 15 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

事業活動 

（写真） 
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事業名 高安の森 自然楽校 担当 齊藤 侊三 

事業目的 

(目安：120 字) 

自然楽校は活動するリーダーを育て、自然環境を守り、高安山の森林整備をする。さらに環境問題

に取り組む新しい人材を育てるために若い世代に自然と触れ合う機会を作っていく。今年も文化と自

然との付き合いを主軸にして取り組みます。 

保険代、連絡など、年会費 1,200 円。家族会員年 600 円。大学生までは無料。1 回のみ参加は、1

回 200 円。集合駅：原則 10 時集合 

現状 

(目安：80 字） 
多くの市民に参加してもらうように取り組みたい。 

年間目標 

(目安：80 字) 

八尾市の公園を 1 年間見て歩き、高安山山麓の歴史の道を再勉強する事と、参加者の希望を取りい

れて、今年度は奈良県の山辺の道を中心に自然を見学しながら、森林の仕組みや森の働きなどを学ん

でいきます。多くの市民に参加してもらうように取り組みたい。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80 字） 

 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4 月 27 日(土)  尼崎農業公園､田能遺跡､ｽｶｲﾊﾟｰｸ JR 猪名寺駅  

5 月 25 日(土)  御金神社と二条城 京都地下鉄烏丸御池駅北口   

6 月 22 日(土)  山辺の道 1 櫻井から巻向 近鉄桜井駅改札前   

7 月 27 日(土)  山辺の道 2 巻向から長柄  JR 巻向駅 10：20          

8 月 24 日(土)  哲学の道と吉田山 京都地下鉄東西線・蹴上駅  

9 月 23 日(土)  山辺の道 3 長柄から天理 JR 長柄駅 10：20        

10 月 26 日(土)  山辺の道 4 天理から山村町 近鉄天理駅                

11 月 23 日(土)  山辺の道 5 山村町から奈良 JR 京終駅 10：20          

12 月 21 日(土)  高安山でリース・カゴ作り 近鉄服部川駅              

1 月 25 日(土)  宇治植物園 京阪宇治線宇治駅   

2 月 22 日(土)  舞洲緑地公園 JR 桜島駅(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ方面）   

3 月 28 日(土)  京都東山山麓 京阪電鉄七条駅          

事業活動 

（写真） 
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事業名 八尾ふるさと  歴史楽校  担当 坂上 弘子 

事業目的 

(目安：120 字) 

現在の環境状況をみるのみでなく、その環境が、どのような経緯をへてきたか、人々がどのように

して生活した結果、今の八尾市の市街地、川、山、田畑になったかを知り、今後の「まちづくり」を

考える。 

現状 

(目安：80 字） 

一般参加者が 30 名前後、スタッフ 10 名に定着してきた。それぞれが顔なじみになり、楽しい雰囲

気で毎回終える。現状ではケガ人も出ずに調子いいが、環境問題への関心が深まったとは言い辛い。 

年間目標 

(目安：80 字) 

例年の如く、八尾市・八尾市に関わる地・河内の範囲を歩き、見ることにより八尾の現在未来を考

える。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80 字） 

 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4 月 20 日（土） 高安信貴道丁石を訪ねて  

5 月 18 日（土） 丹南・丹北の河内西国札所 法雲寺と大林寺の平安古佛  

6 月 15 日（土） 八尾東部 路傍の石たちを訪ねる  

7 月 6 日（土） 八尾北部の村相撲 5  

8 月    

9 月 21 日（土） 高安山～十三峠～神立  

10 月 19 日（土） 物部氏の本拠地石上神宮と山辺の道  

11 月 16 日（土） 河内摂津の国境を行く 深江～足代  

12 月 21 日（土） 大東市めぐり  

1 月    

2 月 15 日（土） 西郷と八尾寺内村  

3 月 21 日（土） 竹内街道を歩く 古市から東方へ  

事業活動 

（写真） 
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事業名 学習プラザめぐる自主事業 担当 リサイクルセンター学習プラザめぐる 

事業目的 

(目安：120 字) 

 環境をテーマにした講座やイベント、交流会等を実施し、より多くの市民の方々にご参加いただき、

持続可能な社会の実現に寄与することを事業の目的とする。 

現状 

(目安：80 字） 

 ベビー用品抽選等のリユースイベントやおもちゃの病院やビオトープ交流会など、 

新規啓発イベントの準備を進めている。 

年間目標 

(目安：80

字) 

  

区 分 実施回数 年間参加者数 

リユース推進活動 12 回 200名 

環境活動交流 17 回 240名 

環境楽校 30 回 360名 

地域貢献 51 回 550名 

  合計 1350名 
 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80 字） 

 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日時 リユース推進活動・環境活動交流 

4 月・10 月 第３土曜日 11 時～正午 ベビーバス・ベビーカー抽選会 

奇数月 第３土曜日 11 時～正午 リユース本ゆずります 

6 月・12 月 第３土曜日 11 時～正午 ベビーベッド・ベビーチェア抽選会 

8 月・2 月 第３土曜日 11 時～正午 衣類・食器・雑貨ゆずりますフェア 

年 6 回 第４金曜日夕方 ビオトープ研究会 

4 月～12 月 土曜日午前 ビオトープ活動交流会 

7 月・12 月 7/19 12/24 午後 生徒会交流会 

   

月 日時 環境楽校 

第 2・4 日曜日 13 時 45 分～2 時 30 分 子ども３Ｒ学習とリユースじゃんけん大

会 

6 月・8 月 6/30 8/3 8/10 10 時～

正午 

小学生合同環境学習・夏休み自由研究 

8 月 8/10 10 時～13 時 枝豆料理コンテスト 

9 月 9/15  10 時～11 時 30 分 冷蔵庫の片付け術講習（日本収納協会） 

12 月 12/8 10 時～11 時 30 分 八尾に生息する貴重な生き物の話（横川氏） 
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月 日時 地域貢献 

5 月・7 月 

9 月・3 月 

第 1 水曜日 

11 時 20 分～11 時 45 分 

工場見学ウォーキング 

5 月～6 月 

10 月～11 月 

毎週 水曜日・金曜日 

11 時～15 時 

屋上庭園グループ利用開放 

5 月～3 月 9 時～17 時 めぐる古紙回収ステーションオープン 

6 月～毎月 第１土曜日 9 時～11 時 おもちゃの病院（日本おもちゃ病院協会） 

6 月～3 月 不定期 環境活動学生チーム（仮名）を結成 

6 月 9 時～17 時 外国語訳 環境啓発ポスター掲示 

7 月～9 月 

1 月～3 月 

毎週 火曜日・水曜日・金曜日 

13 時～16 時 
ちびっ子エコパーク 

7 月・8 月 7/23～26・8/27～30  小学生学自習室開放 

8 月・3 月 14 時～16 時 ０-ＫＥＳセミナー 

2 月 初旬 八尾北高校プレゼンテーション大会講師 

   

   

   

事業活動 

（写真） 
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事業名 地域循環共生圏づくり  担当 NPO 法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 加納 義彦 

事業目的 

(目安：120 字) 

農山村部では、高安地域における新しいライフスタイルとして、生態系サービスを利用した資源で

ある水（農業用水）や食料・エネルギーを少しでも自給するとともに、農山村部の資源である森林資

源や持続可能な有機農産物の地産地消を促進し、また安全安心なまち作りをめざし、森林保全による

土砂災害防止を進めながら、自立分散型社会を構築することを目指す。 

一方、人材と技術・資本という資源を持つ都市部においても、地産地消を推進し、地域内の再生可

能エネルギーを少しでも利用できる自立分散型社会を目指す。さらに、生態系サービスを利用できる

農山村部とものづくりが得意な都市部の中小企業が連携し、里山の森林資源の利用方法の開発や里地

で栽培される農産物の加工や商品化を協働開発することによって、それぞれの資源を補完し合いなが

ら、地域循環共生圏としての新しいまちづくりを創造していきたい。 

現状 

(目安：80 字） 

八尾市の面積の 1/6 を占める高安山の林野部とその扇状地の耕作地をもつ自然豊かな里地里山の農

山村部では、その特殊な地形であるため台風や豪雨があると土砂災害が頻繁に起こる他、大都市近郊

にもかかわらず、少子高齢化に伴う過疎化が進行している。高安地域の地場産業は、北部は花卉栽培

と水田、南部は造園業と近郊野菜づくりで、生態系サービスを利用する産業が中心である。 

一方、都市部においては、電気機械や金属製品や家具づくりなどのものづくりの産業が優占し、人

口が集中して、地域外からほぼ 100％のエネルギー（純移輸出額-312 億円）を移入し、農山村部との

連携や補完はあまり進展していない地域である。そこで、都市部と農山村部が連携し、相互の資源を

補完し合い、協力し合って地域循環共生圏を創造することで、コンパクトシティとして自立分散型の

社会を構築することが、八尾市にとって大きな１つの課題となっている。 

年間目標 

(目安：80 字) 

以下の地域資源を活用した自立分散型社会の構築に向けたプラットフォーム作りを目指す 

・森林資源であるバイオマスエネルギー、木材、木質オイル、堆肥 

・耕作放棄地の土地・花卉栽培や有機野菜および稲作 

・エコツーリズムの資源として、絶滅危惧種のニッポンバラタナゴ（キンタイ）や国指定の史跡や伝

統文化である河内木綿 

・高安地域で様々な体験の機会を創出している八尾市立大畑山青少年野外活動センター、しおんじや

ま古墳学習館、八尾市歴史民俗資料館、大阪経済法科大学やリサイクルセンターなどの環境学習施設 

・都市部の資源として、中小企業の人材と技術と資本および住民参加 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80 字） 
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活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4 月  環境省 地域循環共生圏にかかる助成金申請  

5 月  

・農山村部と都市部で活動しているグループのミーティング

開始 

・農山村部で実施している活動の見学会の開催 

・河内木綿の有機栽培開始 

・きんたい米の田植え開始 

・森林整備とその資源利用開始 

・休耕地を利用した有機野菜の栽培開始 

・高安地区のエコツーリズムの企画ミーティング開始 

 

5 月 初旬～中旬 環境省 助成金採択通知  

9 月  
・農山村部における生態系サービスを利用したマルシェ開催 

・都市部企業を対象とした農山村部のエコツーリズの開始 
 

11 月  

・森林資源を利用した商品開発とその展示会 

・2019 年いきいき八尾環境フェスティバル開催 

・農山村部における生態系サービスを利用したマルシェ開催 

 

2 月  

・地域循環共生圏の創造のためのプラットフォームづくりの

ための体制強化会議開催 

・次年度の活動内容の新しい企画と実施方法の再確認 

 

事業活動 

（写真） 
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事業名 

万葉植物園再生事業 

（NPO 法人グラウンドワーク八尾 環境アニメイティッ

ドやおパートナーシップ連携事業） 

担当 NPO 法人グラウンドワーク

八尾 小林裕五 

事業目的 

(目安：120 字) 

昭和 59 年に開園された万葉植物園に植生されていたとされる万葉植物を植樹し、植物園を再生することで、 

地域住民が“自然、歴史に触れ合える憩いの場”をつくることを目的とする。 

①憩いの場、コミュニティを形成することで、自然環境、自然体験、歴史学習を通じた環境啓発、環境教育へと

つなげる。②憩いの場、コミュニティを形成することで、地域住民、環境団体とのつながりを生み、地域の活性化

を目指す。 

現状 

(目安：80 字） 

恩智城址公園内にある万葉植物園の現地調査を実施し、万葉植物のほとんどが現存していない状況を確認でき

た。開園当時に植生されていたと考えられる万葉植物及び万葉歌碑のリストを作成。 

5 月中旬までに万葉植物園再生の完成イメージを描いたポスター及びキャッチコピーの原案が完成し、定期活動

の内容を決定する予定。 

年間目標 

(目安：80 字) 

恩智城址公園で、プレイベントを実施し、地域の方に万葉植物園の現状を知ってもらう機会を創出する。地域、

関係団体及び担当部署の緑化課の賛同を得ながら、万葉植物園内の整備及び簡易的な植樹を中心とした定期活動を

開始することを目指す。必要ならば、事業費にかかる予算の確保を行う。  

振り返り 

成果や課題 

(目安：80 字） 

 

活動計画 

または 

活動内容 

日程 内容 
実績 

参加人数等 

4 月 
完成イメージのポスター案制作、キャッチコピーの検討、 

運営会議前に打合せを実施 
 

5 月～6 月 
運営会議前に打合せを実施、5 月 7 日 14:00 現地調査 

イメージポスターの完成、地域住民、公園利用者へ挨拶 
 

7 月～8 月 
関係団体への事前アプローチ、運営会議前に打合せ実施 

7 月 定期活動実施 
 

9 月～11 月 

9 月 定期活動実施、 プレイベント市政だより原稿決定 

2020 年度実施事業の補助金申請準備 

11 月 定期活動とプレイベントを同時開催 

 

11 月～3 月 

1 月 地域協働 まちづくり協議会の定例会に参加 

   公園のあり方を検討するワークショップを開催 

2 月 次年度事業計画会議を実施 

3 月 定期活動実施 

 

事業活動 

（写真） 
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６.事務局体制 
 
現在、環境アニメイティッドやおの事務局は、八尾市経済環境部環境保全課が担っているが、体

制の再検討が必要となっている。 

今後、より一層環境アニメイティッドやおとしての魅力を構築できるような事務局の役割の検討

を進める。 
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５）令和元年度 予算（案） 



収入の部 （単位：円）

令和元年度予算 平成30年度実績 備　　　考

会費収入 70,000 73,000

50,000 54,000

120,000 130,000

10,000 0

10,000 5,000

10,000 10,000

270,000 272,000

負担金 八尾市 1,000,000 1,000,000

事業者収入 売上収入 100,000 96,400 環境活動交流会参加費、市民環境講座参加費収入

寄付金 0 0

0 4,000

100,000 105,000

小計 100,000 109,000

300 9

150,000 244,896

繰越金 1,396,906 1,343,752

5,000 62,543 イベント会計より繰入

3,022,206 3,128,600

支出の部

令和元年度予算 平成30年度実績 備　　　考

事業費 10,000 0 アクティビティグループ活動傷害保険料　等

800,000 323,005 団体支援金、選考委員謝礼　等

200,000 72,360 実施に係る保険料、講師資料作成費　等

150,000 146,100 広報紙印刷代　等

250,000 196,063 環境活動交流会諸費用　等

地域循環共生圏づくり事業 100,000 0

万葉植物園再生事業 100,000 0

環境活動団体への賞金 50,000 0

5,000 0

5,000 0

1,670,000 737,528

需用費 40,000 36,337 アスクル使用料　等

1,000 0

1,000 0

1,000 0

1,000 0

1,000 0

小計 45,000 36,337

役務費 150,000 121,470 後納郵便、ホームページドメイン使用料　等

10,000 8,580

手数料 10,000 5,832 振込手数料

5,000 602 払込取扱票印字サービス

小計 175,000 136,484

旅費交通費 5,000 3,000

使用料及び賃借料 1,000 0

備品購入費 30,000 0

負担金 767,005 818,345 平成30年度　八尾市負担金戻入

繰出金 0 0

予備費 329,201 0

3,022,206 1,731,694

0 1,396,906

団体

令和元年度　一般会計 予算 （案）
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

項　　　　　目

市民会員

市民団体会員

事業者会員

事業者団体会員

教育機関

行政機関

小計

個人

調査研究事業

広報紙協賛企業

雑収入

その他収入

繰入金

収入合計（A）

項　　　　　目

アクティビティグループ

環境保全活動支援金

市民環境講座

会員拡大および情報提供

情報交換の場の提供事業

環境配慮の取組み表彰事業

小計

消耗品費

印刷製本費

雑役務費

収支差額（C=A-B）
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食糧費

図書費

修繕費

雑費

通信運搬費

保険料

支出合計（B）



収入の部 （単位：円）

令和元年度予算 平成30年度実績 備　　　　　　　　　　考

奉仕団体 120,000 120,000

事業者団体 150,000 160,000

事業者 310,000 290,000

市民団体 10,000 10,000

個人 10,000 0

小計 600,000 580,000

共催金収入 750,000 711,290 大阪経済法科大学

出展料収入 10,000 3,000

売上収入 5,000 0

雑収入 100 7 イベント通帳利息

繰越金 966,294 911,227 前年度繰越金

繰入金 0 0

その他収入 0 0

2,331,394 2,205,524

支出の部

令和元年度予算 平成30年度実績  備　　　　　　　　　　考

謝金 100,000 64,800 ヒーローショー謝金

100,000 32,400 FMちゃお司会費用

80,000 42,330 当日ボランティア等スタッフ謝礼

100,000 89,050 講師謝礼（大学予算）

380,000 228,580 企画開催にかかる講師謝金　等

旅費 50,000 22,510  実行委員交通費　等

消耗品費 50,000 30,865  啓発用消耗品購入費　等

備品購入費 0 0

印刷製本費 300,000 202,955  パンフレット・ポスター作成費

200,000 120,000  パンフレット・ポスターデザイン製作費

500,000 322,955

食糧費 100,000 91,000 大阪経済法科大学会場スタッフ用弁当代

通信運搬費 10,000 4,920  協賛企業への報告にかかる郵送費

10,000 9,720  e-fax通信費　（7～12月分）

70,000 0  その他郵送費

90,000 14,640

保険料 20,000 15,460  賠償責任保険料

15,000 9,200  傷害保険料

20,000 13,000  ボランティア保険（500円×26人）

55,000 37,660

広告料 10,000 0 プレスリリースに係る費用

手数料 15,000 9,288  振込手数料

使用料及び賃借料 70,000 43,632  レンタル物品貸出料　等

委託料 0 0

雑役務費 500,000 375,557  ふれあい池掃除費用（大学予算）　等

繰出金 0 62,543  一般会計へ繰出し

その他 0 0

予備費 511,394 0

2,331,394 1,239,230

0 966,294
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項　　　　　　目

小計

支出合計(B)

収支差額（C=A-B)

（＊）　一般会計の消耗品費、通信運搬費において、イベント会計に属するものを含んでいるため、繰出しで処理を行っている。

小計

小計

小計

令和元年度　イベント会計　予算（案）
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

項　　　　　目

協賛金収入

収入合計（A）



収入の部 （単位：円）

令和元年度予算 備　　　考

0

0

0

10,007

0

10,007

支出の部

令和元年度予算 備　　　考

需用費 0

0

0

0

小計 0

備品購入費 0

予備費 0

0

10,007

※その他会計とは、「パッカーくん焼き」関係備品等に関する会計のことを指す。

食糧費

雑費

雑収入

その他収入

前年度繰越金

繰入金

収支差額（C=A-B）

収入合計（A）

令和元年度　 その他会計 予算（案）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

支出合計（B）

項　　　　　目

項　　　　　目

消耗品費

使用料収入

修繕費
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6）参考資料 

１．活動趣意書 

２．環境アニメイティッドやお 規約 

３．環境アニメイティッドやお 会計処理規程 

４．「パッカーくん焼き」関係備品の貸出に関する規程 

５．環境アニメイティッドやお 会員一覧 



活動趣意書 

 
  

【趣旨と経緯】 

「環境アニメイティッドやお」は、八尾市環境部の呼びかけに応じた企業や教育機関が、

八尾という地域で具体的な環境に関する事業者の活動のあり方や地域貢献のあり方について、

調査・研究を行うための自主的な集まりとして平成１４年１２月に発足しました。 

これまで、環境教育の重要性に鑑み平成１５年１０月から１２月に、八尾市における環境

教育や市民活動の現状と課題について市の関係各課から話を聞き、環境アニメイティッドや

おとしてどのような取り組みが可能かを検討してきました。 

そのような活動を行いながら、平成１５年１１月に大阪経済法科大学の主催する八尾まち

づくりシンポジウムで、初めて八尾市における環境に関する取り組みの現状と環境アニメイ

ティッドやおのめざすものについて報告し、多くの参加者から賛同を受け、今後の具体的活

動について大きな期待を受けてきました。 

平成１６年度に入ってからは、様々な講座や八尾市教育委員会の教育相談所主催の教職員

研修会へ講師派遣するなど、八尾市における環境に関する情報提供や、本会参加メンバーの

具体的な環境に関する活動や地域貢献の取り組みなどを報告し、八尾市における市民活動と

のパートナーシップづくりの重要性を訴え、共にネットワークを結び、連携した活動を呼び

かけてきました。 
 

環境アニメイティッドやおは、 

Ⅰ．地域の自然環境や人間的な暮らしを守る理念を広め実践する。 

Ⅱ．企業の連携で“循環型社会のまち やお”をめざし、同時に自然環境や水環境を改善す

る。 

Ⅲ．多くの人（行政、市民、学校等）と連携し、環境と共生する社会をめざす。 
 

を理念に、市民・事業者・教育機関・行政のパートナーシップに基づく活動を八尾市内で幅

広く展開するために「扇の要」としての役割を果たすと同時に、事業者・教育機関として積

極的に実践活動を展開します。 

今後、本会が中心となって市民・市民団体・事業者・教育機関・行政機関に呼びかけ、環

境に関する一大イベントを開催します。また、これまで八尾市環境部が行ってきた市民環境

講座や環境保全活動支援事業を、民間の資金やノウハウも活用して実施します。 

その後は、イベントへの参加者を中心に環境に関する市民・事業者・教育機関・行政機関

の幅広い参加によるネットワークに発展させる取り組みを行い、市民・事業者の自主的な参

加で環境行動計画を作成し、それを推進するために様々なアクティビティーグループで実践

活動に取り組んでいくことをめざします。 

そのために、活動分野や領域を越え、里山保全などの環境保全活動や自然体験活動に取り

組む人々、ごみ問題・地球温暖化対策などに取り組む市民団体や機関の連携によって、環境

リーダーの養成や登録、活用をはじめとして、環境教育の自主的な推進や様々な環境に関す

る活動の交流・支援・情報発信などの事業を行っていきます。 

 

 

2004年 12月 20日 

環境アニメイティッドやお代表   菅 春水 



環境アニメイティッドやお 規約 

 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 この会は、環境アニメイティッドやお（以下「協議会」という。）という。 

  

（事務所） 

第２条 協議会は事務所を八尾市経済環境部環境保全課に置く。 

 

（目的） 

第３条 協議会は、八尾市環境総合計画（以下「計画」という。）に示された望ましい環境

像を実現し、環境目標を達成するため、計画の基本方針に沿った施策を市民、事業者、行

政が一体となって推進するとともに、高安地域等の生物多様性の保全再生等に資すること

を目的とする。 

 

（事業） 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

(1) 八尾市地球環境保全地域行動計画の策定とその推進 

(2) 環境保全にかかわる意欲の増進及び環境教育の推進にかかわる方針案と計画案の策

定及びその推進 

(3) 各主体の交流と新しい取り組みグループ形成の推進 

(4) 市民、事業者、行政協働型取り組みの推進 

(5) 環境に関する情報把握、情報交換、情報提供の推進 

(6) 協議会が定める地域の生物多様性の保全再生計画を実施するために必要なその他の

業務 

(7) その他協議会が定める業務 

２ 協議会は、前項第１号から第７号の各号に関する業務の一部を当該協議会以外の者に

委託して実施することができる。 

 

 

第２章 会員等 

 

（協議会の会員） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。 

  (1) 市民 

  (2) 市民団体 

  (3) 事業者 



  (4) 事業者団体 

 (5) 教育機関 

 (6) 行政機関 
 

（入会） 

第６条 協議会の会員になろうとするものは、入会申込書を代表に提出し、運営会議の承認

を得るものとする。 

 

（会費） 

第７条 会員は、次に定める年額会費を納入しなければならない。なお、会員が既に納入し

た会費は、これを返還しない。 

(1) 市民      １，０００円 

   （学生の市民会員については会費を徴収しないこととする。） 

(2) 市民団体    ２，０００円 

(3) 事業者     ５，０００円 

(4) 事業者団体  １０，０００円 

(5) 教育機関    ５，０００円 

(6) 行政機関   １０，０００円 

 

（退会） 

第８条 会員は、退会しようとするときは、退会届を代表に提出するものとする。 

２  会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなすことができる。 

(1)  本人が死亡又は会員である団体が消滅したとき。 

(2)  会費を滞納し、運営会議において支払いの意思がないと認定したとき。 
 

（除名） 

第９条  会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により除名することがで

きる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1)  協議会の秩序を著しく害し、又は公序良俗に反する行為をしたとき。 

(2)  協議会の名誉を毀損し、又は設立の目的に違反する行為をしたとき。 

 

（届出） 

第 10 条 会員は、その氏名及び住所（会員が団体の場合については、その名称、所在地及

び代表者の氏名）に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければなら

ない。 

 

（運営委員） 

第 11条  運営委員は、運営会議の構成員として会務を執行する。 

２  運営委員は、会員のうちから総会において選任する。ただし、総会が開催されるまでの

間において運営委員を増員する必要が生じた場合においては、運営会議で選任することが



できる。この場合においては、直後の総会で承認を受けなければならない。 

３  運営委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 補欠又は増員により選任された運営委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 
 

（非常任運営委員） 

第 11条の２ 本会には、非常任運営委員を置くことができる。 

２ 非常任運営委員は、過去に運営委員を経験したことのある会員の中から、代表が選任す

る。 

３ 非常任運営委員は、運営会議に出席して意見を述べることができる。 

 

（運営会議） 

第 12条 運営会議は、代表及び運営委員で構成する。 

２ 運営会議は、必要のつど代表が招集し、議長は運営委員で互選する。 

３ 運営会議は、構成員の過半数の出席で成立する。 

４ 運営会議の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

５ 運営会議は、総会の議案に関すること、総会の決定した事項の実施に関すること、役員

の推薦及び選任に関すること、アクティビティーグループ、実行委員会、企画交流グルー

プ及び広報委員会（以下「アクティビティーグループ等」という。）の設置、廃止及び運

営に関すること、その他本会に関する重要な事項を審議し決定する。 

６ 代表は、運営会議の承認を得、必要と認めるものに運営会議への出席を求めることがで

きる。 

 

 

第３章 役員等 

 

（役員の定数及び選任） 

第 13条 協議会に次の各号に掲げる役員を置く。 

(1)  代 表   １名 

(2)  副 代 表   ２名以上 

(3)  事務局長    １名 

(4)   会計監査   １名以上 

２ 代表は、会員の中から総会において選任する。 

３ 副代表、事務局長は運営委員のうちから互選し、総会において承認する。 

４ 会計監査は、会員の中から総会で選任する。 

５ 代表、副代表、事務局長及び会計監査は、相互に兼ねることはできない。 

 

（役員の職務） 

第 14条 代表は、会務を総理し、協議会を代表する。 



２ 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、その職務

を代理する。 

３ 事務局長は、協議会の事務を総括する。 

４ 会計監査は、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。 

(2) 前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。 

(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。 

(4) 会計監査は、運営会議に出席して意見を述べることができる。 
 

（役員の任期） 

第 15条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

 

（任期満了又は辞任の場合） 

第 16 条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任する

までの間は、なおその職務を行うものとする。 

 

（役員の解任） 

第 17 条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、そ

の役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その総会の開催の日の７

日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する

機会を与えるものとする。 

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。 

 

 

第４章 総会等 

 

（総会の種別等） 

第 18条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

２ 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。 

３ 総会は、毎年１回以上開催する。 

４ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

(1)会員現在数の２分の１以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があった

とき。 

（2）第 14条第４項第３号の規定により会計監査が招集したとき。 

（3）その他代表が必要と認めたとき。 

 

（総会の招集） 

第 19 条 前条第４項第１号の規定により請求があったときは、代表は、その請求のあった



日から 30日以内に総会を招集しなければならない。 

２ 総会の招集は、少なくともその開催の７日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議

事項を会員に通知しなければならない。 
 

（総会の議決方法等） 

第 20条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。 

２ 会員は、総会において、各１個の議決権を有する。 

３ 総会においては、前条２項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決すること

が出来る。ただし、緊急を要する事項については、この限りではない。 

４ 総会の議事は、第 22条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、

可否両数のときは、議長の決するところによる。 

５ 議長は、会員として総会の議決に加わることが出来ない。 

 

（総会の機能） 

第 21 条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決

する。 

 （1）事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。 

 （2）事業報告及び収支決算に関すること。 

 （3）会計処理規程の制定及び改廃に関すること。 

 （4）その他協議会の運営に関する重要な事項。 

 

（特別議決事項） 

第 22 条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の３分の２以上の多数

による議決を必要とする。 

 （1）協議会規約の変更 

 （2）協議会の解散 

 （3）会員の除名 

 （4）役員の解任 
 

（書面又は代理人による表決） 

第 23 条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項

につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。 

２ 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効とする。 

３ 第１項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。 

４ 第 20条１項及び第４項並びに第 22条の規定の適用については、第１項の規定により議

決権を行使したものは、総会に出席したものとみなす。 

 

（アクティビティーグループ等） 

第 24 条 第４条に掲げる事業を推進するため、アクティビティーグループ等を設置するこ

とができる。 



２ アクティビティーグループ等は、会員の中から希望する者及び運営会議が承認する 

者をもって構成する。 

３ アクティビティーグループ等にはリーダーを置く。リーダーはアクティビティーグ 

ループ等を代表し、当該アクティビティーグループ等の活動を総括するとともに、運 

営委員として会務を執行する。 

４ アクティビティーグループ等は、活動状況を随時運営会議に報告しなければならない。 

５ アクティビティーグループ等に関する必要な事項は、運営会議において別に定める。 
 

（活動評価委員会） 

第 25 条 本会の活動の進捗状況を点検、検証、評価し、進行管理するため、活動評価委員

会を設置する。 

２ 活動評価委員会は、活動評価委員長が招集し、活動評価委員長がその会議の議長となる。 

３ 活動評価委員会は、審議事項を随時総会及び運営会議に報告する。 

４ 活動評価委員会に関する必要な事項は、運営会議において別に定める。 
 

（アドバイザー） 

第 26条 本会にアドバイザーを置くことができる。 

２ アドバイザーは、運営会議の議決を経て、代表が就任を要請する。 

３ アドバイザーは、会議の求めに応じて、本会の運営等重要な事項について、専門的な立

場から指導助言を行う。 

 

（会議の公開） 

第 27条 協議会の会議は全て公開とする。 

 

（議事録） 

第 28条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 日時及び場所 

(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数及び当該総会に出席した会員の氏名 

(3) 議案 

(4) 議事の経過の概要及びその結果 

３ 議事録は、第 2条の事務所に備え付けておかなければならない。 

 

 

第５章 事務局等 

 

（事務局） 

第 29条 総会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、事務局を置く。 

２ 事務局は行政機関及び事務局長によって組織する。 

３ 協議会の庶務は、事務局長が総括する。 



４ 事務局は会計管理を行う。 

（業務の執行） 

第 30 条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、会計処理

規程によるものとする。 
 

（書類及び帳簿の備付け） 

第 31 条 協議会は、第２条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかな

ければならない。 

(1) 協議会規約及び会計処理規程 

(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面 

(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿 

(4) 会計処理規程に基づく書類及び帳簿 

(5) 第 44条に掲げる文書に関する帳簿 

(6) 第 56条に掲げる代表印登録簿 

 

 

第６章 事業計画 

 

（事業計画） 

第 32条 事業計画は、代表が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。 
 

（事業年度） 

第 33条 協議会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 

第７章 会計 

 

（資金） 

第 34条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 会費、賛助金、寄付金、負担金、自主事業収入 

(2) その他の収入 

 

（事務経費支弁の方法等） 

第 35条 削除 
 

（収支予算） 

第 36 条 協議会の収支予算は、代表が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければなら

ない。 
 

（監査等） 



第 37 条 代表は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、総会の開催の日ま

でに会計監査に提出して、その監査を受けなければならない。 

(1) 事業報告書 

(2) 収支計算書 

(3) 正味財産増減計算書 

(4) 貸借対照表 

２ 会計監査は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、会計監査報告書を作成する

とともに、総会に提出しなければならない。 

３ 代表は、第１項各号に掲げる書類及び前項の会計監査報告書について、総会の承認を得

た後、これを第２条の事務所に備え付けておかなければならない。 
 

（報告） 

第 38条 削除 

 

 

第８章 協議会規約の変更、解散及び残余財産の処分 

 

（規約の変更） 

第 39条 削除 
 

（届出） 

第 40条 削除 

 

（解散） 

第 41条 協議会は、次に掲げる事由によって解散する。 

  (1) 総会の決議 

   (2) 会員の欠乏 
 

（事業終了後又は協議会が解散した場合の残余財産の処分） 

第 42 条 協議会が解散した場合において、残余財産については、総会の議決を経て協議会

の目的と類似の目的を有する他の団体に寄附するものとする。 

 

 

第９章 協議会の文書取扱 

 

（文書の発行名義人） 

第 43 条 文書の発行名義人は、代表及び事務局長とする。ただし、事務連絡等の軽微な文

書については、この限りではない。 
 

（文書に関する帳簿） 



第 44条 文書に関する帳簿として次の各号に掲げるものを備え置くものとする。 

(1) 文書登録簿 

(2) 簡易文書整理簿 

(3) 文書保存簿 
 

（文書の登録） 

第 45条 文書の接受又は発議により起案した文書（以下「起案文書」という。）は、第 44 

条第１号の文書登録簿に登録する。 

２ 前項の登録は、当該文書の件名、差出人、文書番号、接受年月日、登録年月日その他必

要な事項を記載してするものとする。 

３ 軽微な通知、照会等簡易な内容の文書及び発行名義人が事務局長に係る文書は、前２項

の規定にかかわらず、第 44 条第２号の簡易文書整理簿に所要事項を登録して整理するも

のとする。 

 

（起案） 

第 46 条 文書は、事案ごとに起案するものとする。ただし、２件以上の事案で、その間に

相互に関連のあるものについては、これらを１件とみなし、一つの起案により処理するこ

とができる。 

 

（文書の決裁） 

第 47 条 起案文書には、その決裁に係る事項について処理案の要旨及び理由を記述した伺

文を記載するものとする。ただし、供覧に係る文書その他決裁に係る事項が軽微なもので

あるときは、この限りでない。 

 

（文書の専決） 

第 48条 起案文書は、代表が別に定めるところにより文書の専決処理にすることができる。 

 

（文書の代決） 

第 49条 副代表は、特に必要と認められる場合には、代表の代決をすることができる。 

 

（文書の施行） 

第 50条 起案文書の施行に当たっては、第 44条第１号の文書登録簿又は同条第２号簡易文

書整理簿に所要事項を記入し、当該文書の発行名義人の印を押印するものとする。 

２ 第 57 条の契印は、施行のための浄書文書と起案文書とを照合し、誤りのないことを確

認した上で行うものとする。 
 

（文書の完結） 

第 51条 起案文書の決裁等が終了したことにより、当該文書に係る事案が終了したときは、

第 44 条第１号の文書登録簿又は同条第２号の簡易文書整理簿に完結の旨を記入すること

とする。 

 



 

（保存期間） 

第 52条 文書の保存期間は、次のとおりとする。 

（類別区分） （保存期間） 

第１類 10年 

第２類 ５年 

第３類 ３年 

第４類 ２年 

２ 文書の保存期間は、文書が完結した時点から起算する。 

３ 類別区分の標準は、八尾市役所文書保存種別の標準規定を準用する。 
 

（文書の廃棄） 

第 53条 文書で保存期間を経過したものは、第 44条第３号の文書保存簿から削除し、廃棄

するものとする。ただし、保存期間を経過した後も、なお、保存の必要のあるものについ

ては、この旨を第 44条第３号の文書保存簿に記入し、保存しておくことができる。 

 

 

第 10章 協議会代表印の取扱 

 

（定義） 

第 54条 この規約において「代表印」とは、協議会の業務遂行上作成された文書に使用す    

る印章で、それを押印することにより、当該文書が真正なものであることを認証すること

を目的とするものをいう。 

 

（種類） 

第 55条 代表印は、「環境アニメイティッドやお代表之印」の名称を彫刻するものとする。 

 

（登録） 

第 56 条 代表は、代表印を新たに調製し、再製し、又は改印したときは、その印影を代表

印登録簿に登録しなければならない。 

２ 代表印が廃棄されたときは、遅滞なく、前項の登録を抹消するものとする。 

 

（使用範囲） 

第 57条 代表印は、決裁が終了した文書を施行するときに限り使用するものとする。なお、

請求又は交付に関する文書、契約又は証明に関する文書その他特に必要と認める文書につ

いては、当該文書とその原議にわたって、代表が別に定める契印を押印した上で使用する

ものとする。 

 

 

第 11章 雑則 



 

（細則） 

第 58 条 実施要綱、実施要領、関係する諸規程、その他この規約に定めるもののほか、協

議会の事務の運営上必要な細則は、代表が運営会議に諮って別に定める。 

 

 

附 則 

  この規約は、平成１６年１２月３０日から施行する。 

附 則 

  この規約は、平成１８年３月２４日から施行する。 

附 則 

  この規約は、平成２０年４月１０日から施行する。 

附 則 

  この規約は、平成２０年６月１７日から施行する。 

附 則 

  この規約は、平成２３年３月２９日から施行する。 

 附 則 

  この規約は、平成２４年３月２９日から施行する。 

 附 則 

  この規約は、平成２７年４月２４日から施行する。 
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環境アニメイティッドやお会計処理規程 

 

平成 20年６月 17日制定 

 
 

第１章 協議会の会計処理 
 

（会計原則） 

第１条 協議会の会計は、次の各号に掲げる原則に適合するものでなければならない。 

（１）協議会の会計処理に関し、真実な内容を明瞭に表示すること。 

（２）すべての取引について、正確な記帳整理をすること。 

（３）会計の処理方法及び手続は、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更し

ないこと。 
  

（勘定区分） 

第２条 協議会の勘定区分は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ区分して経理す 

る。 

（１）一般事業勘定 

（２）イベント事業勘定 

（３）その他の事業に係る勘定 
  

（口座の開設） 

第３条 前条に関する口座は、近畿労働金庫、又はゆうちょ銀行に開設するものとする。 
  

（会計年度） 

第４条 協議会の会計年度は、協議会規約に定める事業年度に従い毎年４月１日から翌 

年３月 31日までとする。 
  

（出納責任者） 

第５条 削除 
  

（経理責任者） 

第６条 経理責任者は、事務局長とする。 
  

（帳簿書類の保存及び処分） 

第７条 会計帳簿、会計伝票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）予算及び決算書類        ５年 

（２）会計帳簿及び会計伝票       ５年 

（３）証ひょう         ５年 

（領収書その他会計伝票の正当性を立証する書類をいう。以下同じ。） 

（４）その他書類        ３年 
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２ 前項各号の保存期間は、決算完結の日から起算する。 

３ 第１項各号に掲げる書類の焼却その他の処分を行う場合には、あらかじめ第６条の

経理責任者の指示又は承認を受けるものとする。 
  

（会計帳簿の更新） 

第８条 会計帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。 

 

第２章 予算 
 

（予算の目的） 

第９条 予算は、各会計年度の事業活動を明確な計数でもって表示することにより収支 

の合理的規制を行い、事業の円滑適正な運営を図ることを目的とする。 
  

（収支予算の作成） 

第 10条 収支予算は、毎事業年度勘定区分ごとに作成し、総会の議決を得てこれを定 

める。 

２ 削除 
  

（予算の実施） 

第 11条 予算の執行者は、代表とする。 
  

（予算の流用） 

第 12条 予算は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。 

 

第３章 出納 
 

（金銭の範囲） 

第 13条 この規程において、「金銭」とは現金及び預貯金をいい、「現金」とは通貨の 

ほか、郵便為替証書、為替貯金証書及び官公署の支払通知書をいう。 
  

（金銭出納の明確化） 

第 14 条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の

出納を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。 

２ 金銭の出納は、会計伝票によって行わなければならない。 
  

（金銭の収納） 

第 15 条 金銭を収納したときは、代表が別に定める様式の領収証を発行しなければな

らない。 

２ 入金先の要求その他の事由より、前項の様式によらない領収証を発行する必要があ

るときは、第６条の経理責任者の承認を得てこれを行う。 

３ 金融機関への振込みの方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、
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領収証を発行しないものとする。 
 

（支払方法） 

第 16 条 出納の事務を行う者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの見積書、請

求書その他取引を証する書類に基づき、第６条の経理責任者の決裁を得て行うものとす

る。 

２ 支払は、金融機関への振込により行うものとする。ただし、小口払その他これによ

りがたい場合として第６条の経理責任者が認めた支払のときには、この限りでない。 
  

（領収証の徴収） 

第 17 条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。た

だし、領収証の徴収が困難な場合には、別に定める支払証明書をもってこれに代えるこ

とができる。 

２ 金融機関への振込みの方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書

をもって支払先の領収証に代えることができる。 
  

（預貯金証書等の保管） 

第 18 条 預貯金証書又は預貯金通帳については、所定の金庫に保管し、又は金融機関

等に保護預けするものとする。 
  

（金銭の過不足） 

第 19 条 出納の事務を行う者は、原則として四半期に１回以上、預貯金の残高の証明

できる書類によりその残高と帳簿残高との照合を行うとともに、金銭に過不足が生じた

ときは、遅滞なく第６条の経理責任者に報告し、その指示を受けるものとする。 

 

第４章 物品 
 

（物品の定義） 

第 20条 物品とは、消耗品並びに耐用年数１年以上の器具及び備品をいう。 
  

（物品の購入） 

第 21 条 前条の物品の購入については、稟議書に見積書を添付し、第６条の経理責任

者を経て、代表の決裁を受けなければならない。ただし、１件の購入金額が 30 万円未

満のときは、経理責任者が専決処理にすることができる。 
  

（物品の照合） 

第 22 条 出納の事務を行う者は、耐用年数１年以上の器具及び備品について、備品台

帳を設けて保全状況及び移動について所要の記録を行うとともに、その移動及び滅失又

はき損があった場合は、第６条の経理責任者に通知しなければならない。 

２ 第６条の経理責任者は、毎事業年度１回以上、現物照合し、差異がある場合は、所
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定の手続を経て、前項の備品台帳の整備を行わなければならない。 
  

（規定の準用） 

第 23条 協議会の運営に必要な経費であって、会議費等軽微なものの支出については、 

第 21条の規定を準用する。 

 

第５章 決算 
 

（決算の目的） 

第 24条 決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、

当該期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。 
  

（決算の種類） 

第 25条 決算は、毎年３月末の年度決算とする。 
  

（財務諸表の作成） 

第 26 条 第６条の経理責任者は、年度決算に必要な整理を行い、次の各号に掲げる計

算書類を作成し、代表に報告しなければならない。 

（１）収支計算書 

（２）正味財産増減計算書 

（３）貸借対照表 
  

（年度決算の確定） 

第 27 条 代表は、前条の計算書類に基づいて会計監査の監査を受けた後、当該計算書

類に会計監査の意見書を添えて総会に提出し、その承認を受けて年度決算を確定する。 

 

 

附則 

 この規程は、平成 20年６月 17日から施行する。 

附則 

 この規程は、平成 24年３月 29日から施行する。 



 

環境アニメイティッドやお 

「パッカーくん焼き」関係備品の貸出に関する規程 

 
 

（趣 旨） 

 第１条 この規程は、環境アニメイティッドやお（以下「協議会」という）が所有する「パッカー

くん焼き」関係備品（以下備品という）を貸し出すことに関し、必要な事項を定めることとする。 
  
（貸出対象） 

第２条 協議会が貸出しを行う対象は、次に掲げる通りとする。 

（１）協議会会員 

（２）その他協議会代表が認めるもの 
  

（貸出備品） 

 第３条 貸出備品は、別表貸出リストに登載されているものに限る。 
  

（貸出条件） 

 第４条 次の通り、環境啓発を盛り込んだ内容とすること。 

 （１）生地もしくは餡に、八尾産の農産物を取り入れること。（地産地消の観点） 

 （２）協議会の環境活動について広報すること。 

 ２ 事前に保健所へ臨時出店届を提出し、衛生管理を行うこと。 
  
（貸出申請） 

 第５条 備品の貸出しを受けようとするものは、協議会事務局（八尾市環境保全課）へ備品貸出申

請書（様式第１号）を提出し、協議会の承認を受けなければならない。 

 ２ 前項の申請は、原則として使用日の１ヶ月前までに行うこととする。 

 ３ 貸出申請の受付は、使用日の６ヶ月前からとする。 
  

（交 付） 

 第６条 協議会は、第５条の規定により申請があった場合は、その内容を審査の上、その要否を決

定する。 

 ２ 協議会は、前項の規定により備品の貸出を承認した場合は、備品貸出決定通知書（様式第２号）

により通知し、申請者に備品を貸出しするものとする。 
  

（使用料） 

 第７条 備品の使用に際しては、協議会へ使用料を支払うこととする。 

 ２ 協議会は、別途使用料を定めることとする。 

 ３ 使用料は、備品の受取り時に、現金で支払うこととする。 
  
（貸出期間） 

 第８条 備品の貸出期間は、１週間以内とする。ただし、協議会の代表が必要と認める場合は、３

日間を限度としてその期間を延長することができる。 
     



 

（備品の受取） 

 第９条 借受人は、事務局立会いのもと、各自で備品の搬入出及び運搬を行うこと。 
  

（備品の返却） 

 第 10条 借受人は、次の各号に該当する場合は、協議会に備品を返却しなければならない。 

 （１）貸出期間を満了した場合。 

 （２）備品の利用を中止する場合。 

 ２ 備品の使用が終わったときは、使用者は備品を借受前の現状に復して、返却しなければならな

い。 

 ３ 備品を返却する際は、当該担当者の検査を受けなければならない。 
  

（実績報告） 

 第 11条 協議会の求めに応じて、実績を報告すること。 
  
（弁 償） 

 第 12 条 貸出備品を紛失し、または破損したときは、同一の備品またはこれに相当する代価をも

って弁償しなければならない。 
  

（譲渡等の禁止） 

 第 13条 借受人は、貸出を受けた備品を他人に譲渡し、転貸し、交換したりしてはならない。 
  

（貸出しの停止） 

 第 14 条 協議会は、次の各号のいずれかに該当するときは、１年以上貸出しを停止することがで

きる。 

 （１）備品を損傷したときまたは、その恐れがあるとき。 

 （２）備品を譲渡し、転貸し、交換したとき。 
  

（事故責任） 

 第 15条 備品の使用によって生じた事故等に関しては、協議会は一切の責任を負わない。 
   
別表 貸出リスト（第３条関係） 

番号 備    品 貸 出 場 所 貸出数量 

１ パッカーくん焼き 焼き型６カ付 八尾市役所清掃庁舎 ３ 

２ パッカーくん焼き 焼成台 〃 １ 

３ パッカーくん焼き 架台（キャスター付き） 〃 １ 

４ チャッ切 〃 ２ 

５ 餡差し 〃 ４ 

６ 餡切り 〃 ３ 

 
  

附 則 

この規程は、平成 24年３月 29日より施行する。 



1 1 ＮＰＯ法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 1 カンエイ産業 株式会社 1 大阪府立八尾高等学校

2 2 八尾市現業労働組合 2 株式会社 大阪スクリーン製作所 2 大阪経済法律学園

3 3 NPO法人やお市民活動ネットワーク 3 株式会社 庭樹園

4 4 社会福祉法人 ポポロの会 4 近畿労働金庫  八尾支店

5 5 明るい社会づくり運動 5 株式会社 ヤハタ

6 6 生活環境科学研究所 6 やおコミュニティ放送 株式会社

7 7 森林インストラクター阪奈会 7 鮨桝食品 株式会社

8 8 NPO法人 グラウンドワーク八尾 8 明和電気防災 株式会社 1 八尾市

9 9 NPO法人 自然環境会議八尾 9 正木建設 株式会社

10 10 ECO～る∞KEIHO 10 株式会社 関西クラウン工業社

11 11 高安地域で菜の花を育てる会 11 神栄建設 株式会社

12 12 特定非営利活動法人 八尾市活き活き会議 12 スカイホーム 有限会社

13 13 八尾バル実行委員会 13 上西木材店

14 14 World Seed 14 日本合成洗剤 株式会社

15 15 NPO法人 河内木綿藍染保存会 15 関西金属工業 株式会社

16 16 特定非営利活動法人 歴史体験サポートセンター楽古 16 有限会社 大和製作所

17 17 NPO法人 KARALIN 17 國陽電興 株式会社

18 18 ハッピーアースデイ大阪実行委員会 18 日本電検 株式会社

19 19 命の輝き共生の森計画推進協議会 19 近畿配送サービス株式会社

20 20 少林寺拳法　大阪今里スポーツ少年団 20 八尾シティネット株式会社

21 21 八尾レオクラブ 21 柏原計器工業株式会社

22 22 はちのじ 22 東洋アルミニウム株式会社

23 23 NPO法人エコ・リーグ 23 柴谷パッキン工業株式会社

24 24 NPO法人ナック（NAC)

25 25 天神祭ごみゼロ大作戦

26 26 健康子育て支援団体すまいる

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

行政機関会員（１会員）

環境アニメイティッドやお　会員一覧
（平成31年3月31日現在）

市民会員（54会員） 市民団体会員（26会員） 事業者会員（23会員） 教育機関会員（２会員）

事業者団体会員（０会員）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境アニメイティッドやお 

事務局 八尾市経済環境部環境保全課 

〒581-0017 

八尾市高美町 5-2-2 八尾市清掃庁舎 

TEL   ： 072-924-9359 FAX：072-924-0182 

E-mail： info@eco-ani-yao.org 

WEB   ： http://www.eco-ani-yao.org/ 

楽しい環境活動支援金 

いきいき八尾環境フェスティバル 

市民環境講座 

FMちゃお収録 団体紹介 

合同新歓 

SDGs勉強会 

 


