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１．より広い協働  
 
事業名 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合同新歓をオンラインで開催し、会員拡大を目指した

交流会を対面で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） 

2020年度は、新型コロナウイルスに振り回されつつも新しい試みに挑戦できた１年だった。毎年実

施している OSAKA SOCIAL ACTION 合同新歓交流会は対面実施をせずにオンライン開催で実施。交

流会はアクトランド YAO を会場にたき火をしながら屋外で実施した。2021 年度も様々な工夫をしな

がら交流の場を創っていきたい。 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

5月 16日（土） 合同新歓 10人 

5月 23日（土） 合同新歓 12人 

3月 24日（水） 第 3回 環境・まちづくり交流会 16人 

    

事業活動 

（写真） 

 

▼チラシ            
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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 事務局 

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） 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンラインでの実施となった。キック

オフとして保護池のドビ流しを、ヤオビアの泉として、しおんじやま古墳学習館、きんたい廃校博物

館、久宝寺寺内町の環境活動等を映像で配信した。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 役割ごと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 28日（木） 第 1回実行委員会 13名 

6月 26日（金） 第 2回実行委員会 13名 

7月 22日（水） 第 3回実行委員会 14名 

8月    

9月 16日（水） 第 4回実行委員会 16名 

10月 
5日（月） 

21日（水） 

第 5回実行委員会 

第 6回実行委員会 

14名 

15名 

11月 

14日（土） 

15日（日） 

27日（金） 

フェスティバルリハーサル キックオフドビ流し 

フェスティバル当日    キックオフドビ流し 

第 7回実行委員会 

20名 

80名 

15名 

12月    

1月 21日（木） 第 8回実行委員会 14名 

2月 

10日（水） 

17日（水） 

20日（土） 

フェスティバルリハーサル ヤオビアの泉 

フェスティバルリハーサル ヤオビアの泉 

フェスティバル当日    ヤオビアの泉 

10名 

10名 

56名 

3月 4日（木） 第 9回実行委員会 13名 

事業活動 

（写真） 

里山ＳＯＳ！池の水をすべて抜いてみる大作戦 ～ドビ流しから循環型里山生活を探る～ 

https://www.youtube.com/watch?v=LDBfzGscfqM&t=3513s 

 

ヤオビアの泉～素晴らしき八尾の知識～ 

https://www.youtube.com/watch?v=d0cgNt6L8s8&t=564s 

https://www.youtube.com/watch?v=LDBfzGscfqM&t=3513s
https://www.youtube.com/watch?v=d0cgNt6L8s8&t=564s
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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、環境活動に取り組む市民団体の取組を紹

介し、情報発信に努めた。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 

5月 29日（金） 広報紙 170号発行  

6月 11日（木） FMちゃおの放送収録（八尾市立曙川小学校紹介）  

7月 
14日（火） 

31日（金） 

FMちゃおの放送収録（株式会社関西クラウン工業社） 

広報紙 171号発行 
 

8月 21日（金） 
FM ちゃおの放送収録（リーラボ、にちじょうてき SDGs 

from YAO紹介） 
 

10月 19日（月） FMちゃおの放送収録（NPO法人自然環境会議八尾紹介）  

11月 11日（水） FMちゃおの放送収録（旧植田家住宅、茶吉庵紹介）  

1月 14日（木） FMちゃおの放送収録（環境アニメの抱負）  

2月 19日（金） FMちゃおの放送収録（運営委員 阿瀬氏の紹介）  

3月 17日（水） 
FM ちゃおの放送収録（いきいき八尾環境フェス外部アド

バイザー 石田氏の紹介） 
 

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） 

令和２年度は、多様な団体と協働し、動画制作による事業の実施・運営ができた。2015年 9月の国

連サミットで採択された 2016年から 2030年までの国際目標 SDGs（持続可能な開発目標）のゴール

12「つくる責任・つかう責任」について動画を通じて発信することができた。今後は、制作した動画

が環境教育の題材として、活用していただけるよう教育委員会と連携するなどを検討したい。 

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    

5月    

6月    

7月    

8月    

9月    

10月    

11月    

12月    

1月    

2月 
2 日（火）～

12日（金） 
動画制作・撮影  

3月 11日（木） 動画公開  

事業活動 

（写真） 

      

意外と知らない！？ペットボトルのリサイクル

https://www.youtube.com/watch?v=8w4hlJ3V4

qs&t=113s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8w4hlJ3V4qs&t=113s
https://www.youtube.com/watch?v=8w4hlJ3V4qs&t=113s
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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、環境への配慮が経営に生かされ正確に運用される。そのような、「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 5050社（3月末）の登録件数、大阪ＫＥＳ環境機構は 37件（八尾市 26件）拡大 

を図るべくため、ふれあいトーク番組放送にチャレンジした。環境だけのキーワードではなかなか感心 

を持っていただけないので、別の話題から興味を引く作戦。 

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（社会的責任）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。 

2020年 1月、中国 武漢から発症した新型コロナウイルス問題は全世界に蔓延し、本来の環境活動のスピードは 

後退せざる得ない状態になった。また、各会合・セミナー等は中止に追い込まれた。 

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 4日（土） 
NPO法人グラウンドワーク八尾 理事会 （毎月・中断） 

エコラブオントーク 町田弘 タカヤススタイル 
4名 

5月  

KES全国推進協議会  

エコラブオントーク 松井氏 昆虫食 （再放送） 

O-KES倶楽部総会 書面表決 

 

 

6月  
NPO法人グラウンドワーク八尾総会 

エコラブオントーク再放送（ライトダウン） 
 

7月 
4日（土） 
10日（金） 

エコラブオントーク番組 放送 2 年目 新福泰雅 氏 

KES全国推進リモート 
4名 

8月 
1日（土） 
21日（金） 

エコラブオントーク 新井千春 氏 

OKES 10 周年記念 式典冊子・記念品配布のみ 
4名 

9月 
5日（土） 

18日（金） 
エコラブオントーク 新葉一氏 
KES全国推進リモート 

5名 

10月 3日（土） エコラブオントーク 大橋良子氏 4名 

11月 7日（土） エコラブオントーク 萩原浩司氏 温川 

12月 5日（土） エコラブオントーク 窪、安田 学生団体「I-RIS」 6名 

1月 
2日（土） 

15日（金） 
エコラブオントーク 小野元裕氏 
KES全国推進リモート 

4名 

2月 6日（土） エコラブオントーク 山野元気氏 4名 

3月 
6日（土） 
19日（金） 

 

エコラブオントーク 中塚貞男氏 
KES全国推協リモート 

リフレッシュセミナー中止 
4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） 

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を３回実施した。 

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  中止  

5月  中止  

6月 7日（日） 郡川上流部森林整備  9名 

7月 5日（日） 郡川上流部森林整備  7名 

8月 2日（日） 郡川上流部森林整備  10名 

9月 6日（日） 郡川上流部森林整備 8名 

10月 4日（日） 郡川上流部森林整備 11名 

11月 1日（日） 郡川上流部森林整備 8名 

12月 6日（日） 郡川上流部森林整備 6名 

1月 10日（日） 郡川上流部森林整備 環境教育 8名 

2月 7日（日） 郡川上流部森林整備 環境教育 11名 

3月 7日（日） 郡川上流部森林整備 環境教育 9名 

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) 

竹と木の間伐について、高安山の自然環境を守るため取り組んだ。 

今年は里山交付金がなくなり、活動に参加していた学生は卒業した。 

今年は NPO法人自然と緑が独自で活動することにした。 

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。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) 

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） 

山での竹林整備を行っても一年経つとまた生長しているので、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。NPO法人自然と緑が中心に活動した。林内の作業をしやすいように歩道を作成

している。八尾市関係は 3 人が参加し 20 人役、 NPO 法人自然と緑は 20 名が参加し 40 人役が作業

した。今年度は、新型コロナで中止があり、他地域からの参加者も少なくなった。地元の地主さんと

知り合い、一部伐らせてもらった。 

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（火）  新型コロナ感染拡大防止のため中止 0名 

5月 19日（火） 新型コロナ感染拡大防止のため中止 0名 

6月 16日（火）  竹と木の間伐・歩道の延伸 6名 

7月 21日（火）  竹と木の間伐・歩道の延伸 3名 

8月 18日（火）  竹と木の間伐・歩道の延伸 4名 

9月 15日（火）  竹と木の間伐・歩道の延伸 7名 

10月 20日（火） 竹と木の間伐・歩道の延伸 3名 

11月 1日（日）  ツル採取（リース、駕籠作り） 14名 

11月 17日（火） 竹と木の間伐・歩道の延伸 7名 

12月 15日（火） 新型コロナ感染拡大防止のため中止 0名 

1月 19日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸 7名 

2月 16日（木）  竹と木の間伐・歩道の延伸 9名 

3月 16日（火）  竹と木の間伐・歩道の延伸 6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） 

八尾市高安地域のため池群に生息する絶滅危惧１A 類のニッポンバラタナゴを保全するために、保

護池の定期調査を実施している。現在、保護池は大小１０ヵ所のあり、生息数は約１０万尾と推定し

ているが、ドブガイの個体数が激減したため、その増殖に力を入れている。 

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 50,000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） 

現在、保護池は大小１０ヵ所のあり、生息数は約１０万尾と推定しているが、ドブガイの個体数が

激減したため、その増殖に力を入れている。 

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  中止  

5月 17日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 35名 

6月 21日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 27名 

7月 19日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 38名 

8月 16日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 30名 

9月 20日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 26名 

10月 18日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 46名 

11月 8日（日） RE-1 池ドビ流し 50名 

12月 20日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 25名 

1月 17日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 20名 

2月 21日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 37名 

3月 21日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査 20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) 

自然環境を守り、市民が親しみやすい山麓のハイキングコースを設定するために、各

地のコースを視察してきました。今年も文化と自然との付き合いを主軸にして取り組み

む。 

現状 

(目安：80字） 

保険代、連絡など、年会費 1200円。家族会員年 600円。大学生までは無料。 

1回参加は、1回 200円。６回以上参加されると会員扱いでそれ以降の参加費は無料。 

集合駅：原則 10時集合 

年間目標 

(目安：80字) 
多くの市民に参加してもらうことができた。                                                    

振り返り 

成果や課題 

(目安：80字） 

高安山山麓の歴史の道を「河内山辺の道」として、わかりやすい道標を再勉強する為

に、参加者の希望を取りいれて、奈良県の山辺の道、京都山麓など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。東大阪市の参加者が増えている。 

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 25日（土） 花の文化園 南海・近鉄 河内長野駅 中止 

5月 23日（土） 長谷寺 近鉄長谷寺 20名 

6月 27日（土） 石清水八幡宮 石清水八幡宮駅 17名 

7月 25日（土） 大阪狭山市ふれあいの里 南海高野線 狭山駅 1名 

8月 22日（土） あいな里山公園 神戸電鉄粟生線藍那駅 7名 

9月 26日（土） 山辺の道 巻向から柳本 JR巻向 15名 

10月 24日（土） 山辺の道 天理から山村町 JR・近鉄 天理駅 17名 

11月 28日（土） 武田尾温泉から廃線跡  JR武田尾 11名 

12月 26日（土） 高安山でリース・カゴ作り 近鉄服部川駅 16名 

1月 23日（土） 私市植物園 京阪私市駅 12名 

2月 27日（土） 奈良公園 近鉄奈良駅 東改札 30名 

3月 27日（土） 比売久波神社の梵天ツバキ 近鉄橿原線 結崎駅 26名 

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「まちつくり」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） 

昨年は百舌鳥・古市古墳群が世界遺産に指定されたことに因みそれらを巡って河内と古墳について

考えた。本年は河内の人々がいかに暮らしてきたかを知るという当初のスタンスに立って信貴道・八

尾の石造物・村相撲・八尾・久宝寺寺内村を歩き再確認した。特に萱振の加津良神社に残る相撲番付

板碑は珍しく貴重なもので、ぜひ八尾の文化財に指定してほしい、おすすめ。また山畑の岩本家を見

学させていただいたのも有意義だった。河内木綿に替わって、菜種油が盛んだったことが理解できた。 

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 18日（土） 高安山～十三峠玉祖神社を巡る 中止 

5月 16日（土） 千早赤坂方面を巡る 中止 

6月 20日（土） 三宅町の聖徳太子道を巡る 中止 

7月 4日（土） 八尾の村相撲について学ぶ 中止 

8月    

9月 19日（土） 竹内街道を巡る 中止 

10月 17日（土） 森河内・稲田地域を巡る 18名 

11月 21日（土） 暗峠を巡る 21名 

12月 19日（土） 鏡作神社、田原本地域を巡る 22名 

1月    

2月 20日（土） 鴻池新田から住道（古堤街道）を巡る 29名 

3月 20日（土） 称徳天皇が行幸した西国札所の壺井寺を巡る 38名 

事業活動 

（写真） 
  

 



 12 

 

事業名 幼児対象エコ教室(仮名) 担当 阿瀬 慶子 

事業目的 

(目安：120 字) 

幼保こども園へのエコ出前授業。吸収しやすい幼少期にパネルシアター、ゲームなどを通して環

境について学ぶ。 

現状 

(目安：80字） 

保育者は日常の保育に追われ、環境問題に取り組む時間がない。また保育者自身も意識が薄いよ

うに思われる。 

年間目標 

(目安：80字) 

・公私園に年 1～2回。(できれば保護者も参観、参加) 

・その日限りにならないような継続的な関わりを行う。 

・活動報告レポートなど現在の内容を利用など。 

振り返り 

成果や課題 

(目安：80字） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業を実施しなかった。 

活動計画 

 

月 日程 内容 参加人数等 

4月    

5月    

6月    

7月    

8月    

9月    

10月    

11月    

12月    

1月    

2月    

3月    

活動計画に

ついて 
※対象年齢は 3～5歳児。異年齢混合も配慮する。 
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事業名 地域循環共生圏づくり  担当 
World Seed 岡見 

NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 加納 

事業目的 

(目安：120字) 

「持続可能な都会派里山暮らしが集まるまち」を高安地域で実現することを目指して活動を進める。

八尾廃校 SATODUKURI BASEを拠点に、高安地域の生態系の魅力や地域の魅力を発信することで移

住を促進し、移住者にはプチ自給自足など持続可能な暮らしを提案する。その結果、きんたいが泳ぎ

回る景色が当たり前になる。また、高安地域の資源を生かした再生可能エネルギーを市域で活用する

ことも推進する。 

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） 

マスタービジョンである「持続可能な都会派里山暮らしが集まるまち」が決定した。また、廃校に

ついて、「八尾廃校 SATODUKURI BASE」という施設名称をつけて、まちづくり協議会内での立ち

位置も明確化した。クラウドファンディングも成功し、ボランティアメンバーも 30名以上集まり、賑

わいが生まれている。 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 

毎月第 3日曜に八尾廃校 SATODUKURI BASEを開館 

4月 8日（水） 第 10回コアメンバー会議 

5月 19日（火） 第 11回コアメンバー会議 

7月 15日（水） 第 12回コアメンバー会議 

10月 12日（月） 第 13回コアメンバー会議 

11月 2日（月） 第 14回コアメンバー会議 

12月 16日（水） 第 15回コアメンバー会議 

1月 8日（金） 第 16回コアメンバー会議 
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1月 26日（火） 第 17回コアメンバー会議 

2月 17日（水） 第 18回コアメンバー会議 

2月 22日（月） 第 19回コアメンバー会議 

事業活動 

（写真） 

▲きんぱくの様子①               ▲きんぱくの様子② 

 

 



 15 

 

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。 

 他の万葉植物園の運営、万葉植物に関して活動をされている研究家とつながりを持てた。 

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） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業を実施しなかった。 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

    

    

    

    

事業活動 

（写真） 
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企画推進委員会、運営会議 

 

月 日 程 活動内容 

4月 
13日（月） 第 118回 企画推進委員会 

22日（水） 第 179回 運営会議 

5月 26日（火） 第 180回 運営会議 

6月 23日（火） 第 181回 運営会議 

7月 
17日（金） 第 119回 企画推進委員会 

21日（火） 第 182回 運営会議 

8月 
12日（水） 第 120回 企画推進委員会 

18日（火） 第 183回 運営会議 

9月 
9日（水） 第 121回 企画推進委員会 

15日（火） 第 184回 運営会議 

10月 
13日（火） 第 122回 企画推進委員会 

20日（火） 第 185回 運営会議 

11月 
12日（木） 第 123回 企画推進委員会 

17日（火） 第 186回 運営会議 

12月 
9日（水） 第 124回 企画推進委員会 

15日（火） 第 187回 運営会議 

1月 
14日（木） 第 125回 企画推進委員会 

19日（火） 第 188回 運営会議 

2月 
10日（水） 第 126回 企画推進委員会 

16日（火） 第 189回 運営会議 

3月 
10日（水） 第 127回 企画推進委員会 

18日（木） 第 190回 運営会議 
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会員状況 

 

（１）市民会員      46名 

（２）市民団体会員    26団体 

（３）事業者会員     22事業所 

（４）教育機関      2団体 

（５）行政機関      1団体 

令和２年度      97会員 （令和３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。また、各学校園で実施いただいている環境配慮の取組について協議会よ

り表彰し、各学校園での取組の情報把握、発信に努めた。 

第五次環境基本計画に新たに提唱された「地域循環共生圏」についても取り組み、キンタイを軸とした

農山村部と都市部の循環型共生圏では、廃校の利活用による拠点整備などを実施し、多様なステークホル

ダーとの協働を創出することができた。 

 

  

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、交流会参加団体、他の中間支援組織と当協議会での協働関係の構築、地域循環共生圏に関す

る取組を通じた活動団体・企業・教育機関等との協働を目指していく必要がある。 

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、中長期的な今後の活動内容

の展開を検討しながら、新体制の構築に向けて、新しい人材の登用を目指す必要がある。 
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２）令和２年度 会計決算報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



収入の部 （単位：円）

R2年度予算 R2年度実績 備　　　考

会費収入 40,000 70,000

50,000 36,000

120,000 150,000

10,000 0

10,000 20,000

10,000 10,000

240,000 286,000

負担金 八尾市 0 0

補助金 八尾市 500,000 500,000

環境省補助金 2,000,000 2,000,000 内、208,000円が未収入金

2,500,000 2,500,000

事業者収入 売上収入 30,000 0

寄付金 0 0

0 0

100,000 14,340

小計 100,000 14,340

雑収入 雑収入 200 0

利息収入 100 7 通帳利息

300 7

10,000 0

693,521 693,521

50,000 0

3,623,821 3,493,868

支出の部

R2年度予算 R2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

500,000 41,920 実施に係る保険料、講師資料作成費　等

150,000 36,930 広報紙印刷代　等

120,000 60,000 環境活動交流会費用　未払費用

2,100,000 2,040,000

100,000 0

50,000 0

5,000 0

5,000 0

3,040,000 2,178,850

需用費 20,000 4,868 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 25,000 4,868

役務費 150,000 72,556 後納郵便、ホームページドメイン使用料

10,000 0

10,000 2,860 振込手数料

5,000 0

小計 175,000 75,416

旅費交通費 5,000 0

使用料及び賃借料 1,000 1,802

備品購入費 30,000 0

負担金 0 0

補助金 0 458,080 令和2年度八尾市補助金返還金　※

繰出金 0 0

予備費 347,821 0

3,623,821 2,719,016

0 774,852

図書費

通信運搬費

修繕費

雑費

環境配慮の取組み表彰事業

消耗品費

支出合計（B）

情報交換の場の提供事業

会員拡大および情報提供

手数料

雑役務費

保険料

小計

調査研究事業

環境活動団体への賞金

項　　　　　目

繰入金

市民会員

事業者会員

事業者団体会員
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収支差額（C=A-B）

収入合計（A）

印刷製本費

食糧費

広報紙協賛企業

万葉植物園再生事業

地域循環共生圏づくり事業

小計

　 その他収入

令和２年度　一般会計 決算報告
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

市民団体会員

教育機関

アクティビティグループ

※  令和２年度の八尾市補助金については、令和３年度に返還する。

項　　　　　目

団体

行政機関

小計

個人

繰越金

小計

市民環境講座



（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 70,000 38,000 32,000

市民団体会員 36,000 46,000 ▲ 10,000

事業者会員 150,000 140,000 10,000

事業者団体会員 0 0 0

教育機関 20,000 5,000 15,000

行政機関 10,000 10,000 0

会費計 286,000 239,000 47,000

負担金 0 1,000,000 ▲ 1,000,000

補助金 八尾市・環境省補助金 2,500,000 385,763 2,114,237

事業者収入 売上収入 0 107,727 ▲ 107,727

寄付金 個人 0 10,000 ▲ 10,000

団体 0 8,000 ▲ 8,000

広報紙協賛企業 14,340 80,000 ▲ 65,660

寄付金計 14,340 98,000 ▲ 83,660

雑収入 雑収入 0 0 0

利息収入 7 9 ▲ 2

雑収入計 7 9 ▲ 2

その他収入 環境活動支援金　戻入 0 200 ▲ 200

その他収入 0 122,922 ▲ 122,922

0 123,122 ▲ 123,122

繰越金 693,521 1,396,906 ▲ 703,385

繰入金 0 34,354 ▲ 34,354

3,493,868 3,384,881 108,987

　【経常費用】

事業費 アクティビティグループ 0 0 0

環境保全活動支援金 0 400,596 ▲ 400,596

市民環境講座 41,920 232,782 ▲ 190,862

会員拡大および情報提供 36,930 83,125 ▲ 46,195

情報交換の場の提供事業 60,000 295,939 ▲ 235,939

地域循環共生圏づくり事業 2,040,000 400,863 1,639,137

万葉植物園再生事業 0 1,500 ▲ 1,500

環境活動団体への賞金 0 0 0

調査研究事業 0 0 0

環境配慮の取組み表彰事業 0 0 0

事業費計 2,178,850 1,414,805 764,045

需用費 消耗品費 4,868 12,311 ▲ 7,443

印刷製本費 0 0 0

食糧費 0 0 0

図書費 0 0 0

修繕費 0 0 0

雑費 0 0 0

需用費計 4,868 12,311 ▲ 7,443

役務費 通信運搬費 72,556 119,093 ▲ 46,537

保険料 0 0 0

手数料 2,860 6,308 ▲ 3,448

雑役務費 0 0 0

役務費計 75,416 125,401 ▲ 49,985

旅費交通費 0 0 0

使用料及び賃借料 1,802 0 1,802

備品購入費 0 0 0

負担金 八尾市負担金戻入 0 1,138,843 ▲ 1,138,843

補助金 八尾市補助金返還 458,080 0 458,080

繰出金 0 0 0

予備費 0 0 0

2,719,016 2,691,360 27,656

774,852 693,521 81,331

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

令和２年度  正味財産増減計算書（一般会計）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

経常費用計

項　　　　目



収入の部 （単位：円）

R2年度予算 R2年度実績 備　　　　　　　　　　考

奉仕団体 120,000 90,000

事業者団体 150,000 0

事業者 300,000 300,000

市民団体 10,000 5,000

個人 10,000 3,000

小計 590,000 398,000

共催金収入 500,000 0

出展料収入 10,000 0

売上収入 5,000 0

雑収入 100 5 イベント通帳利息

繰越金 683,307 683,307 前年度繰越金

繰入金 0 0

その他収入 0 0

1,788,407 1,081,312

支出の部

R2年度予算 R2年度実績  備　　　　　　　　　　考

謝金 370,000 454,000 企画開催にかかる講師謝金　等

旅費 50,000 33,790  実行委員交通費　等

消耗品費 50,000 28,238

備品購入費 0 0

印刷製本費 250,000 0  パンフレット・ポスター等作成費

100,000 0  パンフレット・ポスターデザイン製作費

350,000 0

食糧費 50,000 7,471

通信運搬費 40,000 12,900  e-fax通信費、郵送費

保険料 50,000 0

広告料 10,000 10,000 プレスリリースに係る費用

手数料 10,000 5,500  振込手数料

使用料及び賃借料 100,000 8,100  wifi使用料

委託料 0 0

雑役務費 300,000 0

繰出金 50,000 0

その他 0 0

予備費 358,407 0

1,788,407 559,999

0 521,313

令和2年度　イベント会計　決算報告
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

項　　　　　目

協賛金収入

収入合計（A）

項　　　　　　目

小計
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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 90,000 120,000 ▲ 30,000

事業者団体 0 160,000 ▲ 160,000

事業者 300,000 285,000 15,000

市民団体 5,000 5,000 0

個人 3,000 0 3,000

協賛金収入計 398,000 570,000 ▲ 172,000

共催金収入 0 524,395 ▲ 524,395

出展料収入 0 0 0

売上収入 0 0 0

雑収入 5 6 ▲ 1

前年度繰越金 683,307 966,294 ▲ 282,987

繰入金 0 0 0

その他 0 0 0

1,081,312 2,060,695 ▲ 979,383

　【経常費用】

謝金 454,000 294,250 159,750

旅費 33,790 0 33,790

消耗品費 28,238 313,112 ▲ 284,874

印刷製本費 0 282,115 ▲ 282,115

食糧費 7,471 1,416 6,055

通信運搬費 12,900 24,629 ▲ 11,729

保険料 0 43,000 ▲ 43,000

広告料 10,000 0 10,000

手数料 5,500 8,788 ▲ 3,288

使用料及び賃借料 8,100 80,520 ▲ 72,420

委託料 0 0 0

雑役務費 0 295,204 ▲ 295,204

繰出金 0 34,354 ▲ 34,354

その他 0 0 0

予備費 0 0 0

559,999 1,377,388 ▲ 817,389

521,313 683,307 ▲ 161,994
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正味財産期末残高

協賛金収入

経常収益計

令和2年度 正味財産増減計算書（イベント会計）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

 項　　　　　　目

経常費用計



収入の部 （単位：円）

R2年度実績 備　　　考

0

0

0

10,007

0

10,007

支出の部

R2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）

令和2年度　 その他会計 決算報告

令和2年4月1日から令和3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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（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

25

　正味財産期末残高

経常収益計

令和２年度  正味財産増減計算書（その他会計）

令和2年4月1日から令和3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 1,084,932 近畿労働金庫八尾支店 No.7491266

会費通帳 0 近畿労働金庫八尾支店 No.7087454

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

未収入金 208,000 環境省補助金

流動資産合計 1,292,932
資産合計 1,292,932

Ⅱ 負債の部

未払金 518,080 令和2年度八尾市補助金返還　等

負債合計 518,080
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越金正味財産 693,521
当期正味財産増加額 81,331
正味財産合計 774,852

備　　考

774,852

774,852 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 521,313 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

未収入金 0
流動資産合計 521,313
資産合計 521,313

Ⅱ 負債の部

未払金 0
負債合計 0

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越金正味財産 683,307
当期正味財産増加額 ▲ 161,994
正味財産合計 521,313

備　　考

521,313

521,313 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

令和2年度　一般会計 貸借対照表(財産目録）
令和3年4月1日現在

令和2年度　イベント会計 貸借対照表（財産目録）
令和3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

令和2年度　その他会計 貸借対照表（財産目録）
令和3年4月1日現在

科　　目 金　　額
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３）令和２年度 会計監査報告
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４）令和３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 推進事業 

（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）地域循環共生圏づくり 

（６）環境活動推進のための最適な仕組みづくり 

 

４．２ 関連事業 

各会員の環境活動 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容イメージ図 



 31 

５.各事業の年間計画 

５．１ 推進事業 
 
事業名 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、新たな協働の取組を創出することを目的として実施する。 

現状 

(目安：80 字） 

2020 年度は、新型コロナウイルスに振り回されつつも新しい試みに挑戦できた１年だった。毎年実

施している OSAKA SOCIAL ACTION 合同新歓交流会は対面実施をせずにオンライン開催で実施。交流会

はアクトランド YAO を会場にたき火をしながら屋外で実施した。2021 年度も様々な工夫をしながら

交流の場を創っていきたい。 

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。 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 

4 月 24 日（土） 合同新歓（対面開催） コロナ感染拡大防止のため延期 

5 月 15 日（土） 合同新歓（オンライン開催） 

5 月  第 1 回 情報交換会 

6 月  第２回 情報交換会 

12 月  第 4 回 環境・まちづくり交流会(予定) 

3 月  第 5 回 環境・まちづくり交流会(予定) 

   

    

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 事務局 

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） 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、会議およびイベントの開催手法について臨機応変に

対応する必要がある。また、今後フェスティバルをどのような方針で運用していくのか現在検討中で

ある。 

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    

5 月  第 1 回実行委員会  

6 月  第 2 回実行委員会  

7 月  第 3 回実行委員会  

8 月  第 4 回実行委員会  

9 月  第 5 回実行委員会  

10 月  
第 6 回実行委員会 

フェスティバル（アリオ、大阪経済法科大学、その他） 
 

11 月    

12 月    

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） 

 

  

  



 33 

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。 

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  FM ちゃお：環境活動の紹介  

5 月  FM ちゃお：環境活動の紹介  

6 月  FM ちゃお：環境活動の紹介  

7 月  FM ちゃお：環境活動の紹介  

8 月  FM ちゃお：環境活動の紹介  

9 月  FM ちゃお：環境活動の紹介  

10 月  FM ちゃお：環境活動の紹介  

11 月  FM ちゃお：環境活動の紹介  

12 月  FM ちゃお：環境活動の紹介  

1 月  FM ちゃお：今年の抱負  

2 月  FM ちゃお：環境活動の紹介  

3 月  FM ちゃお：環境活動の紹介  

事業活動 

（写真） 
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事業名 （４）市民環境講座 担当 運営委員 

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) 

動画制作や環境啓発イベントの実施など多様な事業の展開を通して、本事業参画者を見つけること

を意識しながら、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  環境講座  

8 月    

9 月  環境講座  

10 月    

11 月  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）地域循環共生圏づくり  担当 
World Seed 岡見 

NPO 法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 加納 

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） 

マスタービジョンである「持続可能な都会派里山暮らしが集まるまち」が決定した。また、廃校に

ついて、「八尾廃校 SATODUKURI BASE」という施設名称をつけて、まちづくり協議会内での立ち

位置も明確化した。クラウドファンディングも成功し、ボランティアメンバーも 30 名以上集まり、賑

わいが生まれている。 

年間目標 

(目安：80 字) 

・八尾廃校 SATODUKURI BASE の収益構造の構築 

・里山の資源を利用した商品を企業とコラボして制作する 

・ボランティアメンバーの定着を図る 

・部室の有効活用をスタートする 

・情報発信を強化する 

・月に 1 度の開館を継続（可能であれば回数を増やす） 

活動計画 

または 

活動内容 

月 日程 内容 

  月に 1 回程度コアメンバーの会議を行う 

  月に 1 度八尾廃校 SATODUKURI BASE を開館する 

   

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

事業活動 

（写真） 
  



 36 

 

事業名 （６）環境活動推進のための最適な仕組みづくり 担当 運営委員 

事業目的 

(目安：120 字) 

新たな協働の展開のため、中長期的な今後の活動内容の展開を検討しながら、新しい人材の登用に

向けた新しい体制の構築を行う。 

現状 

(目安：80 字） 

環境アニメイティッドやおのメンバーが高齢化・固定化されている。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。 

年間目標 

(目安：80 字) 

月１回程度で、定期的に今後の当協議会のあり方や新体制の構築に向けた情報交換や検討を行う。

情報交換や検討にあたっては、まだ連携のとれていない団体や企業へ参画してもらいやすい工夫を行

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 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

4 月    

5 月  第１回 情報交換会  

6 月  第２回 情報交換会  

7 月  第１回 令和４年度の新体制に向けた検討会  

8 月  第２回 令和４年度の新体制に向けた検討会  

9 月  第３回 令和４年度の新体制に向けた検討会  

10 月  第４回 令和４年度の新体制に向けた検討会  

11 月  第５回 令和４年度の新体制に向けた検討会  

12 月  第６回 令和４年度の新体制に向けた検討会  

1 月  令和４年度における事業計画の検討  

2 月  令和４年度における事業計画の検討  

3 月  令和４年度における事業計画の検討  

事業活動 

（写真） 
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５．２ 関連事業 
 

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、環境への配慮が経営に生かされ正確に運用される。そのような、「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 5100 社 2 月末の登録件数、大阪ＫＥＳ環境機構は 37 件八尾市 26 件で横ばい状態

です。環境への配慮は国際的に高まりつつあるも、地球環境への認識で日本は世界に比べて高いとは言

えない。また、今年度はコロナ禍で事業活動が著しく制限された 。2025 年大阪万博に向け、プラゴミ

ゼロも訴えていきたい。 

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。また、菅首相が G20 サミットで 2050 年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする決意

表明を「国際公約」した。こう言った背景で O-KES も登録事業所 51 を目指す努力をする。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） 

O-KES は登録事業所 37 件（令和 3 年 3 月末現在）の内、八尾市内 26 件の状況打破に向け、SDGｓ

の構築に啓蒙活動を活発にし、事業所のご理解を得る活動をしなければならない。 

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  NPO 法人 グラウンドワーク八尾 理事会（毎月）  

5 月 
21 日（金） 

 

KES 全国推進協議会 総会 
O-KES 倶楽部総会 

 

6 月 
 

22 日（火）～

7/5（月） 

NPO 法人グラウンドワーク八尾総会 
ライトダウンキャンペーン呼びかけ 

 
 

7 月  
エコラブオントーク番組放送 
KES 全国推進協議会 

 

8 月 
 

25 日（水） 
エコラブオントーク  
リフレッシュセミナー開催予定 

 

9 月  

エコラブオントーク  

自己評価員養成講座 
KES 全国推進協議会 

 

10 月  エコラブオントーク  

11 月  
エコラブオントーク 
マイドーム大阪ビジネス発掘フェア（O-KES PR 活動） 

 

12 月  エコラブオントーク  

1 月  エコラブオントーク  

3 月 
 

23 日（水） 
エコラブオントーク 

KES 全国推協、リフレッシュセミナー開催予定 
 

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、森林整備とリーダー養成を実施する。 

現状 

(目安：80 字） 

郡川上流部（1ha）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・小中学生などの自然体験の機会の場作りを実施する。

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ボランティアリーダー養成と児童・生徒

を対象とした環境教育を実施する。 

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 4 日（日） 郡川上流部森林整備 リーダー養成  

5 月 2 日（日） 郡川上流部森林整備 親子自然体験  

6 月 6 日（日） 郡川上流部森林整備 リーダー養成  

7 月 4 日（日） 郡川上流部森林整備 リーダー養成  

8 月 1 日（日） 郡川上流部森林整備 親子自然体験エコツアー  

9 月 5 日（日） 郡川上流部森林整備 リーダー養成  

10 月 3 日（日） 郡川上流部森林整備 リーダー養成  

11 月 7 日（日） 郡川上流部森林整備 リーダー養成  

12 月 5 日（日） 郡川上流部森林整備 リーダー養成  

1 月 9 日（日） 郡川上流部森林整備 親子自然体験・環境教育  

2 月 6 日（日） 郡川上流部森林整備 環境教育  

3 月 6 日（日） 郡川上流部森林整備 環境教育  

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) 

八尾の自然環境を守るために“自然体験”をしたい人の参加する機会を増やします。間伐や枯損木

など、NPO 法人自然と緑が指導・実施する。 

NPO 自然と緑は滋賀県、奈良県、兵庫県の山林整備をしており、大阪府では高安山だけなので、高

安山で都市住民に自然にふれあう機会を作りたい。 

現状 

(目安：80 字） 

交付金はないが、高安山系での森林・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 法人自然と緑が高安山系で整備する。 

年間目標 

(目安：80 字) 
今年も第３火曜日に NPO 法人自然と緑が活動を継続していく。市民の参加を受け入れる。 

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（火） 森林・竹林整備・歩道の延伸・材料準備   

5 月 18 日（火） 森林・竹林整備・歩道の延伸・材料準備                          

6 月 22 日（火） 森林・竹林整備・歩道の延伸・材料準備                            

7 月 20 日（火） 森林・竹林整備・歩道の延伸・材料準備   

8 月 17 日（火） 森林・竹林整備・歩道の延伸・材料準備   

9 月 21 日（火） 森林・竹林整備・歩道の延伸・材料準備   

10 月 19 日（火） 森林・竹林整備・歩道の延伸・材料準備   

11 月 16 日（火） 森林・竹林整備・歩道の延伸・材料準備   

12 月 21 日（火） 森林・竹林整備・歩道の延伸・材料準備                         

1 月 18 日（火） 森林・竹林整備・歩道の延伸・材料準備                           

2 月 15 日（火） 森林・竹林整備・歩道の延伸・材料準備                          

3 月 15 日（火） 森林・竹林整備・歩道の延伸・材料準備            

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） 

現在、保護池は大小１０ヵ所のあり、生息数は約１０万尾と推定しているが、ドブガイの個体数が

激減したため、その増殖に力を入れている。 

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 50,000 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 
11 日（日） 

18 日（日） 
新清水池のドビ流し、定期調査  

5 月 16 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

6 月 20 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

7 月 25 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

8 月 15 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

9 月 19 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

10 月 17 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

11 月 21 日（日） ふれあい池ドビ流し  

12 月 19 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

1 月 23 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

2 月 20 日（日） ふれあい池とＲＥ－１保護池の定期調査  

3 月 20 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) 

自然環境を守り、高安山の森林整備をする。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。保健代、連絡など、年会費 1200 円。家族会員年 600 円。大学生までは無料。1 回参加は、1 回

200 円。6 回以上参加されると会員扱いでそれ以降の参加費は無料。 

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) 

高安山山麓の歴史の道を「河内山辺の道」として、わかりやすい道標を再勉強する為に、

参加者の希望を取りいれて、近畿地方の観光地など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したい。 

                                                                集合駅：原則10 時集合。 

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 24 日（土） 錦織公園 近鉄 滝谷不動駅  

5 月 22 日（土） 勝竜寺城と長岡天満宮 JR 長岡京駅  

6 月 26 日（土） 花の文化園 南海・近鉄 河内長野駅  

7 月 24 日（土） 大阪狭山市立市民ふれあいの里 南海高野線 狭山駅  

8 月 28 日（土） 和歌山市友が島 南海難波駅（※８時43発）  

9 月 25 日（土） 建勲神社と大徳寺 京都地下鉄北大路駅  

10 月 23 日（土） 高槻の今城塚古墳 JR 摂津富田駅  

11 月 27 日（土） 梅宮大社と松尾大社 阪急松尾大社駅  

12 月 25 日（土） 高安山でリース・カゴ作り 近鉄服部川駅  

1 月 22 日（土） 伏見稲荷周辺 京阪伏見稲荷駅  

2 月 26 日（土） 近つ飛鳥博物館周辺 近鉄喜志駅  

3 月 26 日（土） 国営明石海峡公園 JR三宮駅東口  

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「まちつくり」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 17 日（土） 竹内街道を歩く  

5 月 15 日（土） 八尾の村相撲 7  

6 月 19 日（土） 三宅町の（聖徳）太子道  

7 月 10 日（土） 高安山山麓（岩戸神社・銅鐸出土地）  

8 月    

9 月 18 日（土） 高安山周辺を歩く  

10 月 16 日（土） 石切地区から瓢箪山駅周辺まで  

11 月 20 日（土） 久宝寺を歩く  

12 月 18 日（土） 河内西国札所めぐり 八番大黒寺  

1 月    

2 月 19 日（土） 大東市めぐり 3  

3 月 19 日（土） 宗我坐 宗我都比古神社・磐余神社・百済寺（広陵町）  

事業活動 

（写真） 
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事業名 幼児対象エコ教室(仮名) 担当 阿瀬 慶子 

事業目的 

(目安：120 字) 

幼保こども園へのエコ出前授業。“わたし”の未来のために、柔軟で吸収しやすい幼少期にパ

ネルシアター、ゲームなどを通して環境について学ぶ。 

現状 

(目安：80 字） 

保育者は日常の保育に追われ、環境問題に取り組む時間がない。また保育者自身も意識が薄

いように思われる。 

年間目標 

(目安：80 字) 

・公私園に年 3～5 回程度。(保護者も参観、参加のプログラム企画日を設ける) 

・その日限りにならないような継続的、段階的な関わりを行う。 

・公立こども園には、活動報告レポートに繋げることができる職員への意識づけ。 

課題 

(目安：80 字） 

【課題】私立園への発信方法。 

    何人体制で行うか。学生なども関われるか。継続的な関わり方。 

活動計画 

 

月 日程 内容 参加人数等 

4 月    

5 月    

6 月  
パネルシアター・紙芝居等 

(ゴミ分別・ポイ捨て食品ロス) 
40 人程度 

7 月    

8 月  夏休み  

9 月  ゲーム性を取り入れたエコクイズ(大気汚染)  

10 月    

11 月        ★自然環境(生物・植物)  

12 月  ★自然物でクリスマス製作(河内木綿、蔦、松ぼっくり等)  

1 月    

2 月  3R について“わたし”ができることは何だろう？  

3 月    

活動計画につ

いて 

※9 月～10 月は運動会(練習も含む) 1～2 月は発表会 3 月は卒園式の為、その合間での開催計画となる。 

※開催時間は 60～90 分以内(集中力の限界時間) 

※対象年齢は 3～5 歳児。異年齢混合も配慮する。 

※各単元ごと、活動団体等と共同で企画・訪問。 

※★は 11 月下旬に企画することで、1 つのプログラムにまとめる。 

※全て、SDGｓを取り込む企画とする。 
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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。 

 他の万葉植物園の運営、万葉植物に関して活動をされている研究家とつながりを持てた。 

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 

月 日程 内容 
実績 

参加人数等 

6 月～9 月  定期活動の実施  

10 月～11 月  万葉植物園に関するイベントを実施  

12 月～3 月  持続的な事業の検討  

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３年度 予算（案） 



収入の部 （単位：円）

R3年度予算 R2年度実績 備　　　考

会費収入 40,000 70,000

50,000 36,000

150,000 150,000

10,000 0

10,000 20,000

10,000 10,000

270,000 286,000

補助金 八尾市 500,000 500,000

環境省 10,000,000 2,000,000

小計 10,500,000 2,500,000

事業者収入 売上収入 30,000 0

寄付金 0 0

0 0

100,000 14,340

小計 100,000 14,340

雑収入 雑収入 200 0

利息収入 100 7

300 7

10,000 0

繰越金 774,852 693,521

50,000 0 イベント会計より繰入

11,735,052 3,493,868

支出の部

R3年度予算 R2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

500,000 41,920 実施に係る保険料、講師資料作成費　等

150,000 36,930 広報紙印刷代　等

300,000 60,000 環境活動交流会諸費用　等

地域循環共生圏づくり事業 10,100,000 2,040,000

万葉植物園再生事業 100,000 0

5,000 0

5,000 0

11,170,000 2,178,850

需用費 20,000 4,868 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 25,000 4,868

役務費 150,000 72,556 後納郵便、ホームページドメイン使用料　等

10,000 0

手数料 10,000 2,860 振込手数料

5,000 0 払込取扱票印字サービス

小計 175,000 75,416

旅費交通費 5,000 0

使用料及び賃借料 5,000 1,802

備品購入費 30,000 0

負担金 0 0

補助金 0 458,080 八尾市補助金返還　※

繰出金 0 0

予備費 325,052 0

11,735,052 2,719,016

0 774,852

団体

令和３年度　一般会計 予算 （案）
令和3年4月1日から令和4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

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

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）

48

食糧費

図書費

修繕費

雑費

通信運搬費

保険料

支出合計（B）

※  令和２年度実績の八尾市補助金返還については、令和３年度に返還する。



収入の部 （単位：円）

R3年度予算 R2年度実績 備　　　　　　　　　　考

奉仕団体 150,000 90,000

事業者団体 150,000 0

事業者 550,000 300,000

市民団体 10,000 5,000

個人 10,000 3,000

小計 870,000 398,000

共催金収入 10,000 0

出展料収入 10,000 0

売上収入 5,000 0

雑収入 100 5 イベント通帳利息

繰越金 521,313 683,307 前年度繰越金

繰入金 0 0

その他収入 0 0

1,416,413 1,081,312

支出の部

R3年度予算 R2年度実績  備　　　　　　　　　　考

謝金 200,000 454,000 企画開催にかかる講師謝金　等

旅費 50,000 33,790  実行委員交通費　等

消耗品費 50,000 28,238  啓発用消耗品購入費　等

備品購入費 30,000 0

印刷製本費 50,000 0

食糧費 30,000 7,471

通信運搬費 40,000 12,900  e-fax通信費、郵送費

50,000 0  傷害保険料　等

広告料 30,000 10,000 プレスリリースに係る費用

手数料 10,000 5,500  振込手数料

使用料及び賃借料 100,000 8,100  レンタル物品貸出料　等

委託料 500,000 0

雑役務費 10,000 0

繰出金 30,000 0  一般会計へ繰出し

その他 0 0

予備費 236,413 0

1,416,413 559,999

0 521,313
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令和3年度　イベント会計　予算（案）
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

項　　　　　目

協賛金収入

収入合計（A）

項　　　　　　目

保険料

支出合計(B)

収支差額（C=A-B)



収入の部 （単位：円）

R3年度予算 備　　　考

0

0

0

10,007

0

10,007

支出の部

R3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３年度　 その他会計 予算（案）

令和3年4月1日から令和4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

50
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６）運営委員及び役員の改選（案）
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以下のとおり、運営委員及び役員の改選を行う。 

なお、任期については、前期からの継続期間とする。 

 

（退任） 

橋本 久  氏 （八尾市立歴史民俗資料館 元館長、大阪経済法科大学 元副学長） 

美馬 徹  氏 （関西金属工業 株式会社 代表取締役） 

阿瀬 慶子 氏 （環境アニメイティッドやお個人会員） 

温川 政佳 氏 （株式会社関西クラウン工業社 代表取締役） 

加納 義彦 氏 （NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 代表理事） 

菅  春水 氏 （カンエイ産業株式会社 代表取締役会長） 

小林 裕五 氏 （NPO法人グラウンドワーク八尾 事務局長） 

齊藤 侊三 氏 （森林インストラクター阪奈会 代表） 

坂上 弘子 氏 （高安城の会） 

高嶋 宜雄 氏 （八尾ふるさと歴史楽校、 NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会） 

中村 泰造 氏 （大阪府立八尾高等学校 教頭） 

野口 勝三 氏 （大阪経済法科大学 学会事務室） 

原田 浩三 氏 （八尾商工会議所） 

中村 翼  氏 （近畿労働金庫八尾支店 支店長） 

 

（代表） 

竹元 紀子 氏 （環境アニメイティッドやお 個人会員） 

 

（副代表） 

宮嶋 啓太 氏 （特定非営利活動法人 ナック） 

岡見 厚志 氏 （World Seed代表理事） 

 

（会計監査） 

橋本 久実代 氏 （近畿労働金庫八尾支店 支店長） 

 

（検討会） 

阿瀬 慶子 氏 （環境アニメイティッドやお個人会員） 

高嶋 宜雄 氏 （八尾ふるさと歴史楽校、 NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会） 

 

（アドバイザー） 

橋本 久  氏 （八尾市立歴史民俗資料館 元館長、大阪経済法科大学 元副学長） 

美馬 徹  氏 （関西金属工業 株式会社 代表取締役） 

温川 政佳 氏 （株式会社関西クラウン工業社 代表取締役） 

加納 義彦 氏 （NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 代表理事） 

菅  春水 氏 （カンエイ産業株式会社 代表取締役会長） 

小林 裕五 氏 （NPO法人グラウンドワーク八尾 事務局長） 
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齊藤 侊三 氏 （森林インストラクター阪奈会 代表） 

坂上 弘子 氏 （高安城の会） 

中村 泰造 氏 （大阪府立八尾高等学校 教頭） 

野口 勝三 氏 （大阪経済法科大学 学会事務室） 

原田 浩三 氏 （八尾商工会議所） 
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令和３年度 環境アニメイティッドやお 役員名簿（案） 

 

 

（検討会の開催） 

新たな協働の展開のため、中長期的な今後の活動内容の展開を検討しながら、新しい人材

の登用に向けた新しい体制の構築を行う。検討会では、定期的に環境活動推進のための最適

な仕組みづくりに向けた情報交換や検討を行う。 

 

 

役職等 氏名 団体等 

代表 竹元 紀子 環境アニメイティッドやお 個人会員 

運営委員 

副代表 宮嶋 啓太 特定非営利活動法人 ナック 

副代表 岡見 厚志 World Seed 代表理事 

事務局長 太田 博之 株式会社庭樹園 自然再生事業部長 

 鶴田 洋介 八尾市 環境部長 

会計監査 橋本 久実代 近畿労働金庫八尾支店 支店長 

事務局  八尾市 環境部環境保全課 

 氏名 団体等 

検討会 
阿瀬 慶子 環境アニメイティッドやお個人会員 

高嶋 宜雄 八尾ふるさと歴史楽校、 NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 

 氏名 団体等 

アドバイザー 

温川 政佳 株式会社関西クラウン工業社 代表取締役 

加納 義彦 NPO 法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 代表理事 

菅  春水 カンエイ産業株式会社 代表取締役会長 

小林 裕五 NPO 法人グラウンドワーク八尾 事務局長 

齊藤 侊三 森林インストラクター阪奈会 代表 

坂上 弘子 高安城の会 

中村 泰造 大阪府立八尾高等学校 教頭 

野口 勝三 大阪経済法科大学  学会事務室 

橋本 久 八尾市立歴史民俗資料館 元館長、大阪経済法科大学 元副学長 

原田 浩三 八尾商工会議所 

美馬 徹 関西金属工業 株式会社  代表取締役 
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７）規約の改正 
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八尾市の令和３年度機構改革に伴う所管部局の変更により新旧対照表のとおり「環境アニメイ

ティッドやお 規約」の改正を行う。 

 

 １ 改正内容 所管部局の変更に係る改正 

        「経済環境部」を「環境部」へ変更 

 ２ 新旧対照表 

改正前 改正後 

第１条 略 

 

（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。 

 

第３条～第 58条 略 

第１条 略 

 

（事務所） 

第２条 協議会は事務所を八尾市環境部環境保

全課に置く。 

 

第３条～第 58条 略 
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８）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。 

 附 則 

  この規約は、令和３年４月１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 八尾バル実行委員会 12 スカイホーム 有限会社

13 13 World Seed 13 上西木材店

14 14 NPO法人 河内木綿藍染保存会 14 日本合成洗剤 株式会社

15 15 特定非営利活動法人 歴史体験サポートセンター楽古 15 関西金属工業 株式会社

16 16 NPO法人 KARALIN 16 國陽電興 株式会社

17 17 ハッピーアースデイ大阪実行委員会 17 日本電検 株式会社

18 18 命の輝き共生の森計画推進協議会 18 近畿配送サービス株式会社

19 19 少林寺拳法　大阪今里スポーツ少年団 19 八尾シティネット株式会社

20 20 八尾レオクラブ 20 柏原計器工業株式会社

21 21 はちのじ 21 東洋アルミニウム株式会社

22 22 NPO法人エコ・リーグ 22 柴谷パッキン工業株式会社

23 23 NPO法人ナック（NAC)

24 24 健康子育て支援団体すまいる

25 25 茶吉庵プロジェクト

26 26 木育サポートネット

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

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
（令和3年3月31日現在）

市民会員（46会員） 市民団体会員（26会員） 事業者会員（22会員） 教育機関会員（２会員）

事業者団体会員（０会員）
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