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    2018 年度 事 業 報 告 書 
 

特定非営利活動法人 ひらかた環境ネットワーク会議 

Ⅰ事業実施概要 

 2018年は、6月に大阪府北部地震、7月には西日本豪雨、そして 8月の記録的猛暑に続き 9月の記録

的大型台風の上陸と、たくさんの大きな自然災害が発生し枚方にも大きな被害をもたらしました。中で

も猛暑や大型台風は近年の地球温暖化による異常気象が大きく影響していると考えられます。そうした

状況の中、NPO法人ひらかた環境ネットワーク会議では、2018年度も前年度に引き続き、温暖化対策に

繋がる事業を重点に据え、各種活動に取り組みました。 

新規には「ひらかたみんなでエコ宣言」がスタートしました。この取り組みは、省エネだけではな

く、生活全体を視野に入れ、環境に関わる様々な事柄に意識を向け、環境に配慮した選択をしてもらう

きっかけとなることを目的にしたもので、環境省が推進する「COOL CHOICE」（賢い選択）に賛同する

ものです。こうした国の施策を取り上げることで、広く市民にも国の姿勢を知ってもらうきっかけにも

なればいいと考えましたが、広がりに課題を残しました。また、前年度の「ごみ減量アイデアコンテス

ト」の取り組みから具体化に向けて検討を重ねてきた“リユースコーナーの常設”“分かり易い・見や

すいごみ分別リーフレットの作成”という二つの事柄については、新年度から実施できるよう準備が進

みました。 

 

Ⅱ事業の実施に関する事項 

【１】特定非営利活動に係る事業 

１ 地球温暖化対策事業  

    温暖化対策事業として昨年まで「我が家のエコノート普及事業」「省エネコンテスト実施事業」「ごみ減量推

進事業」「ライトダウンキャンペーン協力事業」の 4 事業に取り組んできた。今年度は 2012 年度から継続し

て取り組んできた「省エネコンテスト実施事業」が一定の役割を終えたとの評価から、代わって「エコ行動

宣言」をスタートさせ、以下の 4 事業を行った。  

【対 象 者】市民、事業者、行政 

【予  算】563,300円 (収入実績：協賛金 180,000円) 

【支  出】598,223円 

【協  賛】株式会社コマツ、京都信用金庫枚方支店、株式会社ホワイトマックス、大阪ガス株式会社 

恩地食品株式会社、関西リサイクルシステムズ株式会社、農園 杉・五兵衛、呼人堂、 

株式会社たまゆら、枚方自動車教習所 

（1）「我が家のエコノート」普及事業  

   この事業は 5年目となったが、継続されている参加者からの紹介も多く、活動の広がりが感じられると

同時に、今後に向けても更なる広がりの期待が持てた。また、エコノートを継続していると前年より「削

減」ということは難しくなるが、それでも「省エネ」を心がけ、削減を達成される方も多く「今回はす

ごく減った！」「洗濯回数を減らした！」などいろいろな工夫や感想を直接聞く機会ともなった。更に

この取り組みをきっかけに環境への関心が高まり、他の講座へも参加される方も多くみられた。 

【対象期間】平成 30年４月１日～平成31年3月31日 

【受付期間】平成 30年 4月１日～平成 31年 3月 31日 

【応募総数】今年度新規参加者 25名   今年度提出枚数： 542枚、  
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延べ参加者数 280名    延べ提出枚数 2136枚 

配布枚数 約 640枚     2018年 CO₂削減量 約 3.6ｔ 

【後  援】枚方市 

（2）ごみ減量推進事業  

前年のアイデアコンテストの際に出され要望のなかから、特に声が多かった次の２つについて、実施に

向けた取り組みを進めた。 

①リユースコーナーの開設 

「不要になったけれど、きれいだし、まだまだ使えるし、だれか使ってくれる人がいたら･･･」「そん

なものをいつでも気軽に持っていく場があればいいのに」という声に応え、環境情報コーナーに「リ

ユースコーナー」を開設することとなった。今年度は開設に向け準備を進めてきた。何度も検討を重

ね、取扱う品物や設置場所、取り扱い要項等々を決定し、4 月よりリユース品の提供を受け付け、6

月に OPENすることとなった。 

②ごみの出し方リーフレット 

「ごみの分別がわかりにくい。簡単にわかるようなツールがほしい」という要望に応え、市民目線の

「一目でわかるごみ出しリーフレット」を作製することとなった。今年度は、その内容について議論

を重ね、次年度初めの発行に向け準備が進んだ。 

【実施期間】平成30年7月～平成31年3月   

（3）エコ行動宣言事業  

今年度、新規事業としてスタートした。環境に関わる、自然環境、ごみ・リサイクル、エネルギー、大

気環境等の分野から具体的なエコ行動項目を揚げ、その項目に対して、自身が「エコ行動宣言」するこ

とで、環境に良い行動をしてもらうことを目的とした「ひらかたみんなでエコ行動宣言」シートを作製

し、広く市民に配布・回収した。しかし初年度であったこともあり広がりに弱さを残した。 

【対象期間】平成 30年 6 月～12月 31日 

【受付期間】平成 30年 7 月 1日～平成 30年 12月 31日 

【応募総数】1263名 （応募用紙 配布数：44,067枚）    

【共  催】枚方市 

【後  援】枚方市教育委員会 

【協  力】枚方市地球温暖化対策協議会 

(4) ライトダウンキャンペーン協力事業 

枚方市が実施している「ひらかたライトダウン 2018」への協力として、６月 21日の「夏至ライトダウ

ン」と７月７日の「七夕ライトダウン」の夜 20：00～22：00までの一斉消灯を会員に呼びかけた。 

【実施期間】平成 30年6月21日、7月7日 

 

2 環境講座開催事業 

今年度も環境活動に取り組む市民の輪を広げるため、下記 4講座を実施した。 

（1） 自然エネルギー学校 201８の開講事業 

【予  算】 211,300円（収入実績：寄付金 30,000円、受講料 77,000 円） 

【支  出】 274,243円 

【対 象 者】市民・事業者 

＜第１回 親子で学ぼう自然エネルギー「ソーラーカー工作＆体験」＞ 
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【開催日時】平成 30年 8 月 19日（日）13：30～15：00 

【会  場】サプリ村野南館２階 環境保全研修室 

【内  容】ミニソーラーカー作りと自転車発電・ソーラースクーター体験 

【受講者数】計 65名（子ども 35人 大人 30人）  

＜第 2回 映画会「おだやかな革命」＞ 

【開催日時】平成 30年 9 月 29日（土）13：30～16：30 

【内  容】都市生活者、地方への移住者、被災者それぞれがエネルギー自治を目指すことで、お金や

モノだけでない本当の幸せとはなどについての問いかけを題材とした映画の上映と映画

製作に関わったアドバイザーのトークショー 

【参加者数】計 84名（スタッフ 11名含む） 

＜第 3回 「ハグミュージアム」見学＞ 

【開催日時】平成 30年 10 月 21日（日）12：30～17：00 

【内  容】スマートエネルギーハウスを体験し、近未来エネルギーにふれてもらうことでエネルギー

について考えてもらうために、大阪ガスの施設「ハグミュージアム」の見学会を実施  

【参加者数】計 27名（スタッフ 4名含む） 

＜第 4回 「市内自然エネルギースポット見学」 

【開催日時】平成 30年 11 月 10日（土）9：00～17：00 

【内  容】ソラパ、おひさま発電所（光の峰保育園設置の第 1 号市民共同発電所）・穂谷でピコ水力

発電装置・こもれび水路のピコ水力発電 見学後、サプリ村野にて青木先生の講演と参加

者意見交換・交流  

【受講者数】計 28名（スタッフ 6名含む） 

（2）環境教育担い手育成講座「くらわんか塾」開講事業  

【開催日時】第 1回 平成 30年 6月 30日（土） 10：00～12：00 

第２回 平成 30年 6月 30日（土） 13：00～15：00 

第 3回 平成 30年 7月 7日（土） 10：00～12：00 

第 4回 平成 30年 7月 7日（土） 13：00～15：00 

第 5回  （オプション企画）平成 30年 7月 25日（水） 9：00～13：30  

【内  容】第 1回「枚方市の環境と環境の取り組みを知ろう」 

「ひらかた環境ネットワーク会議の役割と取り組みを知ろう」 

第２回「環境教育、環境問題について学ぼう」 

第３回「出前授業って？」 

第４回「ロールプレイングで出前授業を体験しよう」 

第 5回(オプション企画)：枚方市内環境関連施設見学会 

枚方市大型太陽光発電設備「枚方ソラパ」、大気汚染洗浄化研究開発型メーカ 

ー「島川製作所」、コンクリート廃材リサイクル「京星」 

  【会  場】サプリ村野環境保全研修室など 

【受講者数】講座 計 16 名 

【対 象 者】市民 

【予  算】21,100円（収入実績：受講料 3,500円） 

【支  出】 7,825円 
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（3）環境活動スターター講座の開講事業 

今年度から、講師を囲んで「身近な環境やホットな環境の話題」をテーマについて語り合う「環境ティ

ールーム」をスタートしました。一方、環境ミニ講座の方は、制作や体験を中心としたものに特化した。 

【予  算】55,800円（収入実績：受講料 15,800円） 

【支  出】36,820円 

【対 象 者】市民・事業者        

【実施内容・参加者数】 

＜環境ミニ講座＞ 全 8回  148 名参加 （定員 25名） 

実施日時 実施内容 参加者数 

6 月 28 日（木）13：30～15：00 電子レンジでつるりんゼリー 8 

7 月 26 日（木）13：30～15：00 手作り乾電池に挑戦 22 

8 月 23 日（木）13：30～15：00 ゴーヤで時短クッキング 18 

9 月 17 日（月・祝）10：00～12：30 天の川にすむ生き物を探しに行こう 43 

10 月 25 日（木）13：30～15：00 間伐材でフォトフレームづくり  7 

11 月 30 日（木）13：30～15：00 お正月料理を美しくリメイククッキング 12 

2 月 15 日（金）13：30～15：00 冬の根菜でおいしく身体づくり 18 

2 月 28 日（木）13：30～15：00 不用品で節句飾りを作ろう 20 

合   計 148 

 

＜環境ティールーム＞ 全 8回 ７８名参加 （定員 10名） 

実施日時 実施内容 参加者数 

6 月 14 日（木）10：30～12：00 マイクロプラスティックって知ってる？ 7 

7 月 12 日（木）10：30～12：00 食品ロスを考える 10 

9 月 23 日（木）10：30～12：00 巨大化する自然災害 ５ 

10 月 11 日（木）9：30～12：00 北河内 4市リサイクルプラザ「かざぐるま」 

バス見学会 

18 

11 月 8 日（木）10：30～12：00 暮らしの中の洗剤 ６ 

12 月 13 日（木）10：30～12：00 再生可能エネルギー社会は来るのか ５ 

2 月 14 日（金）10：30～12：00 体形維持でエコな暮らし 14 

3 月 14 日（木）9：30～12：00 里山から環境を考える 13 

 

3 中間支援事業 

 環境関連団体を支援することにより、環境活動の輪を拡げ、環境施策推進へとつなげることを目的として下記

の事業を行った。 

 (1) 環境団体活動交流会開催事業 

エコフォーラムや NPO フェスタの場を活用して、あるいは事務所での相談業務などを通じて他団体・事

業者との交流を行った。 

(2) 環境団体活動支援事業 

【予  算】198,500円（収入実績：事業収入 68,710円） 

【支  出】44,650円 
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① エコキャップ等回収支援事業 

今年度もエコキャップ回収に取り組んでいる学校・団体等からの回収依頼を受け、引き取り訪問を行った。

また、環境情報コーナーに設置している回収ボックスへの持ち込みも増加しており、それらも含め、京都

市伏見区の業者への搬入を行った。また、プルタブは当団体の熱心な会員の長年にわたる努力により、今

年 1月に枚方福祉協議会に「車椅子スーパーフレンド第 2468号」を一般社団法人環境公害防止連絡協議

会を通じて寄贈することができた。尚、一般社団法人環境公害防止連絡協議会からは感謝状をいただい

た。 

【事業期間】平成 30年 4 月 1日～平成 31年 3月 31日 

【実施場所】サプリ村野環境情報コーナー および 市内学校・施設など 

【対  象】市内全域 

≪エコキャップ≫ 

【回収総数】245,100個（570㎏） ごみとして焼却した場合の CO₂発生量 1,795.5㎏-CO₂ 

     （累計 2,860,492㎏ ごみとして焼却した場合の CO₂発生量 9,010,549.8㎏-CO₂） 

【回収場所】事務所、および取り組み団体・事業所・学校等 

【引き取り団体】牧野小学校、蹉跎小学校、山田東小学校、西牧野小学校、招提中学校、 

渚西中学校、桜丘中学校、サテライトなごみの里、京都信用金庫枚方支店  

【運搬回数】処理業者への運搬 2回 

≪プルタブ≫    

【プルタブ回収重量】23.6ｋｇ 

② 他団体活動支援事業 

   今年度も環境活動団体への相談業務をはじめとし、チラシ・ポスター等の製作支援も行った。 

また、「琵琶湖・淀川流域圏連携交流会」の事務局も引き続き担った。 

【対 象 者】会員・その他の環境団体 

【支援団体・事業所】国際ソロプチミスト枚方－中央、琵琶湖・淀川流域圏連携交流会、 

枚方エコサイクル、ひらかた市民菊人形の会、枚方市菊花展実行委員会、 

NPO 法人森林ボランティア竹取物語の会 関西外国語大学国際親善部、等 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

４ ひらかたエコフォーラム開催事業 

  今年度も枚方市との協働で開催した。ホールでは、各種環境表彰、エコノート継続認定式、エコ宣言の報告を

行った。ロビーでは、7 団体が出展。各ブースでは、クラフト・体験・展示などが行われ、来場者とコミュ

ニケーションしながら環境について考えてもらうきっかけとした。大会議室では、「知っているようで知らな

いひらかたの環境」というテーマでの講演の後、グループに分かれ市民がディスカッションし発表するとい

うワークショップを行った。 

【開催日時】平成 31年 2 月 2日(土)10:00～13:30 

【会  場】メセナひらかた会館 

【来場者数】約 350人 

【共  催】枚方市、枚方市教育委員会 

【対 象 者】市民、事業者、行政 

【出展団体】天の川を清流にする会、大阪ガス株式会社、関西リサイクルシステムズ株式会社、  
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NPO法人森林ボランティア竹取物語の会、ネッツトヨタ新大阪株式会社枚方店、 

NPO法人ひらかた環境ネットワーク会議、淀川管内河川レンジャー 

【予  算】173,500円 

【支  出】223,300円 

  

5 環境情報コーナーの運営等業務委託事業 

 本年度も契約書記載の業務内容を滞りなく行った。 

【予  算】203,464円（収入実績：委託料 203,464円） 

【支  出】227,515円 

①  環境情報コーナーの管理運営事業 

環境情報コーナーは、市民が気軽に来て、見学や体験をしてもらう場である他、各種講座の開催、環境へ

の取組や受付窓口、ゴーヤの配布等を行うと共に、様々な相談業務の場として活用されている。今年度

は、子供たちに大人気の昆虫の標本箱が増えた。 

【事業期間】平成 30年 4 月 1日～平成 31年 3月 31日 

【実施場所】サプリ村野南館２Ｆ 環境情報コーナー 環境保全研修室 

【対 象 者】市民、活動団体、事業者  

【環境情報コーナー各種利用状況】 

 延べ利用数 

環境情報コーナー 大人 1667人 子ども 809人 計 2476人 

環境保全研修室 136回  1408人 

エコドライブシュミレーター 60回 

エコナビ貸出 8台貸し出し中 

 

② 緑のカーテン事業・ゴーヤの苗配布事業 

昨年同様、枚方市の「緑のカーテンモニターへの苗配布」とその関連業務を請け負い、153名の受付・

苗の配布、報告書の回収、アンケートの集計を行った。また、毎年取り組んでいる「MYゴーヤ」のオー

ナー募集を 5月に行い、16 組が「MYゴーヤ」のオーナーとなり、土づくり、苗植え、支柱の設置、追

肥、収穫と月２回程度参加し、サプリ村野で緑のカーテンとしてのゴーヤを育てた。 

【事業期間】平成 30年 5 月～平成 30年 9月 

【実施場所】サプリ村野南館２Ｆ 環境情報コーナー 環境保全研修室 

【対 象 者】市民 

 

6 総会及び会員交流会等開催事業 

【予  算】20,000円 

【支  出】44,249円 

① 総会及び交流会 

下記の通り、ひらかた環境ネットワーク会議の総会および交流会を開催した。今年度は NPO 法改正に伴

う定款の変更のため、９月に臨時総会も開催した。 

≪通常総会および交流会≫ 

【開 催 日】平成 30年 6月 9日（土） 
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【場  所】サプリ村野南館 2階 環境保全研修室 

【内  容】(第 1部)平成 30年度通常総会 10：00～11：42分  

出席者数：64名/正会員数：96名 

（本人出席 32名、委任状出席 26名、議決権行使書出席 6名） 

議  題：第 1号議案 役員選任に関する件 

第 2号議案 平成 29年度事業報告書案承認の件 

第 3号議案 平成 29年度活動決算書案承認の件 

第 4号議案 平成 30年度事業計画書案承認の件 

第 5号議案 平成 30年度活動予算書案承認の件 

【対 象 者】会員 

≪臨時総会≫ 

【開 催 日】平成 30年 9月 27日（土） 

【場  所】サプリ村野南館 2階 環境保全研修室 

【内  容】平成 30年度臨時総会 11：00～11：53分  

出席者数：69名/正会員数：98名 

（本人出席 12名、委任状出席 34名、議決権行使書出席 23名） 

議  題：第 1号議案 役員選任に関する件 

第 2号議案 定款変更の件 

【対 象 者】会員 

 

7 広報事業 

(1)会報誌「環境ひらかた」発行事業 

会員をはじめ、広く市民に向けて当団体の取り組みや活動、環境の課題等の情報発信するために年 4回

発行した。この会報誌は、より多くの方に読んでもらおうと、会員以外の関係団体・事業者にも配布す

るとともに、生涯学習市民センター・図書館等公共施設にも設置した。 

【発行部数】 3700 部(Ａ4版 8ページ、全面カラー刷り) 

№57春号 平成 30年４月 1日発行  900部配布 

№58夏号 平成 30年７月 1日発行  1000部配布 

№59秋号 平成 30年 10月 1日発行 800部配布 

№60冬号 平成 31年 1月 1日発行  1000部配布 

【対 象 者】市民、事業者 

【予  算】220,000円 

【支  出】241,793円 

(2) ＨＰの管理運営事業 

2018年度アクセス数 18424 件だった。アクセスの多い月は、7月、6月、8 月で、一日平均 57件。項目

でみると、トップページの「ひらかた環境ネットワーク会議のお知らせ」以外では、「総会・理事会の議

事録」「役員・組織概要」、「バス！のってスタンプラリー」、「バス！のっておすすめコンテスト」、「自然

エネルギー学校」、「ひらかたエコ宣言」、「くらわんか塾」などだった。 

【対 象 者】会員、市民、事業者 

【予  算】10,000円  
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【支  出】7,642円  

(3) その他の広報活動 

広報ひらかたへの掲載、五六市や NPO フェスタ、他団体イベントへの出展、各種メディアへの出演など多

様な広報活動を行った。 

  ≪情報紙・ＷＥＢ掲載≫ 

情報誌：枚方市広報・京阪タイムリー  

WEB(インターネット上の情報サイト)掲載：いこーよ、まいぷれ、ひらかたつーしん、  

  ≪テレビ・ラジオ出演等≫ 

メディア 内   容 

ＦＭひらかた 
ひらかたエコ宣言 自然エネルギー学校、バススタンプラリー 

エコフォーラム 

 ≪街宣・他団体主催によるイベント参加≫ 

 9 月 9 日 ＮＰＯフェスタ   

  10 月 26 日 関西外大祭     

    11 月４日 天の川クリーンウォーク 

  11 月 5 日 ゴミ減量フェア   

    11 月 25 日 国際ｿﾛﾌﾟﾁミスト枚方－中央 ﾁｬﾘﾃｨﾊﾞｻﾞｰ   

≪その他≫子育て支援室 PR：随時チラシ設置や直接ＰＲを行っている。 

 

8．自然エネルギー発電啓発促進事業 

(1)自然エネルギー発電及啓発事業  

 自然エネルギー学校において自然エネルギーの普及啓発に努めた。（2-（１）参照） 

(2)こもれび水路プロジェクト 

    香里ケ丘団地内中央に位置し多くの人が行きかう場にある「こもれび水路」は、枚方市が管理する人工

のせせらぎである。ここにピコ水力や太陽光・風力を利用した自然エネルギーの象徴となるようなもの

を「枚方市は再生可能エネルギー社会を推進し持続可能な社会を目指しています」と刻んだ銘板と共に

設置することで、枚方市が“環境先進都市”であることを広く市民にアピールできるのではないかと考

え、実現できるよう今年度も引き続き行政に働きかけた。その一環として昨年に引き続き、自然エネルギ

ー学校の日に、“螺旋式ピコ水力発電装置”の一日限定設置を実現した。（2-（１）参照） 

 

9 モビリティ･マネジメント事業 

  個人や地域のモビリティ（移動状況）が、社会にも個人にも望ましい方向へ 自発的に変化することを促

す取組みとして下記の事業を行った。 

【予  算】1,640,000円（収入実績：事業収入 1,541,372円） 

【支  出】 940,120円 

(1)「ひらかた交通タウンマップ」作成配布事業 

公共交通情報を伝える事で、公共交通の利用促進を図り、車社会がもたらす環境負荷を少しでも減らす

ことを目的に、今年も転入者向けに「ひらかた交通タウンマップ」を配布した。このマップの裏面には、

電車やバスのお得で便利な利用方法をわかりやすく解説しており、転入者に限らず広く市民に役立つもの

となっている。そのため、転入者以外にもマップを希望する人も多く、要望に応え図書館や環境情報コー
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ナーにも設置し、希望者には随時無料で渡した。 

【対 象 者】市民 

【内  容】マップの更新２回(6月：5,000部発行、3月：9,000部発行） 

転入者向け啓発チラシ 12,000部発行(A1 カラー両面刷り A4 判仕上げ) 

  (2) 「路線図」作製事業 

京阪バスルートマップ全線作成、各駅掲示と時刻表用マップ作製及び更新を行った。   

(3) 公共交通利用促進事業 

28年度開発した「ひらかた交通すごろく」を枚方市及び交通事業者とともに、「バスのってスタンプ

ラリー」時に実施した。 

【対 象 者】市民 

【実施日】4月 3日、10月 6日 

（4）公共交通利用促進イベント事業 

①「バス！のってスタンプラリー」の実施 

環境に優しい公共交通の利用促進を図ると共に、市を再発見してもらう事でまちづくりへの関心を高め

ようと、今年度もバスを使ってのスタンプラリーイベントを下記の通り、春・秋の 2回実施した。実施

に先立って、市内の名所旧跡を記載した案内マップを兼ねたチラシを作成し、市内各小中学校児童生徒

に配布する事で、広く市民に公共交通を利用する事の意義や大切さを学んでもらい、併せてひらかたを

再発見してもらうきっかけとなった。参加者にとっては、バスの良さを体験してもらうとともに、枚方

市を見直してもらえる良い機会とする事が出来た。 

【対 象 者】市民 

◎「第 26回バス！のってスタンプラリー～桜めぐり～」 

【開催日時】平成 30年 4 月 7日(土)8:30～16:00 

【参加者数】334名(大人 189名、小児 109名、幼児 36名） 

【内  容】 

＜集合・解散＞ 岡東中央公園（枚方市役所横）  

＜桜ポイン 12カ所＞  

枚方市：百濟王神社、平和ロード、天野川堤防、市駅周辺の店舗、あんご公園、以楽公

園、水面廻廊、金龍寺、高田公園 

寝屋川市：成田山不動尊、打上治水緑地の「桜カフェ」会場 

＜参加賞＞ （参加者 1人に 3種を 1セットとして渡す） 

森下仁丹㈱「梅仁丹のど飴」、㈱ブールミッシュマドレーヌ各 500個 

◎「第 27回バス！のってスタンプラリー ～ことばをつくろう～」 

【開催日時】平成 30年 10 月 6日(土)8:30～16:00 

【参加者数】159人（ 大人 90人 小児 57人 幼児 12人） 

【内  容】 

＜集合・解散＞ 岡東中央公園（枚方市役所横） 

＜スタンプ・クイズポイント 14カ所＞くずはモール（南館ヒカリノモール）/牧野図書館/中央

図書館/山田神社/旧田中家鋳物民俗資料館/天津橋（しあわせのモニュメント）/百濟王

神社/ラポールひらかた（福祉図書コーナー）/市立枚方宿鍵屋資料館/南部生涯学習市民

センター/津田図書館/極楽湯/京阪園芸株式会社（ガーデナーズ カフェ）/京阪バス香里
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団地営業所 

     ＜参加賞＞（参加者 1人に 3種を 1セットとして渡す） 

        森下仁丹㈱「梅仁丹のど飴」、㈱ブールミッシュマドレーヌ各 500個 

 ②「バス！のってスタンプラリー」おすすめコースコンテストの実施 

   「バス！のってスタンプラリー」への能動的参画意識の芽生えと、コンテストへの参加を通して改め

て自身で枚方の魅力発見の機会にしてもらうために実施した。応募総数は 14 点と少数ではあったが、

初めての取り組みとしては良い結果であった。なお、枚方市産業文化部が、応募作品の中味について、

活用したい旨を表明している。良い連携が生まれたと言える。 

【募集期間】平成 30年 8 月 1日(水)～平成 31年 1月 9日(火) 

【応募者数】14人 

【内  容】出発・到着バス停及び目的地が、いずれも枚方市内であることを条件に、バスを乗り継い

で、1日で楽しんで回れるコースを考え、実際に回り写真を添付して応募してもらう。 

 

10 まちづくり推進事業 

  枚方市環境基本計画に掲げられている「環境美化の推進」「良好な景観形成の推進」「歴史文化遺産の保

存と活用」の施策分野の推進の一助となるよう下記の 2事業を行った。 

【予  算】20,000円（収入実績：参加費 12,300円） 

【支  出】49,212円 

（１）美しいまちづくり推進事業 

  まちの環境美化のため、下記の定点での清掃活動に取り組むと共に枚方市が実施する天の川クリーンウ

ォークにも実行委員として参加し、当日は他の会員とともに参加した。 

①五六市会場周辺美化活動   8回     

②二宮公園から樟葉西小学校までの美化活動  5回 

③天の川クリーンウォーク 参加（3名） 

（２）歴史文化遺産の保存と活用事業 

ひらかたの歴史文化や環境を知ってもらうため、「歩いて・観て・知って環境を考えよう」をテーマに市

内の歴史的な街道を中心としたウォーキングを 2回実施した。 

＜第 1回 氷室路・ほたに小径ウォーク＞ 

日  時：平成 30年 5月 19日（土） 10：00～12：00 

コ ー ス：三之宮神社～厳島神社～尊延寺、穂谷など約４ｋｍ 

参加人数：31名 

＜第 2回 招堤から出屋敷 東高野街道を歩こう＞ 

日  時：平成 30年 11月 17日（土） 9：30～12：00 

コ ー ス：敬応寺や正念寺、日置神社などのお寺や出屋敷の古民家周辺など約５ｋｍ 

参加人数：26名 

 

 11 環境教育推進事業 

   今年度も環境意識の醸成は環境教育の積み重ねであるとの思いで啓発活動として「出前授業」を行っ

た。特に小学校、子ども向けの出前授業は大切であるとの考えから、必要なツール等の制作にも力を入

れた。併せて、メニューの見直しや内容の練り直しなどを行うと共に、担い手の育成のため「くらわん
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か塾」を開催した。 

   【予  算】210,000円（収入実績：寄付金収入 21,814円） 

  【支  出】193,402円 

 （１）環境教育の出前授業の実施事業 

     今年度も枚方市内学校園などで、“環境出前授業”を実施した。昨年と比べ、訪問校及び 2年以上の継続

実施校の増加も見られ、出前授業の PR活動の成果が見られた。また、児童、生徒目線に立脚した既存メ

ニューの見直し・改善を行い、より判り易い授業の実践に努めたことで、子どもたちの環境問題について

の関心が高まり、意識啓発につながった。  

   【実 施 先】 蹉跎西小・樟葉南小・殿山第二小学校・樟葉西小学校・招提小学校・津田小学校・ 樟葉北

小学校・西牧野小学校・桜丘小・あおい高等学院・ひらかた自然エネルギー学校・自然エネ

ルギー学校ねやがわ  

    【実 施 件 数】 ２２件：学校２０件（内小学校１９件）、団体等２件                                                 

  【実施 時限数】 40時限：学校 38時限(内小学校 36時限)、団体 2日  

  【派 遣 人 員】 延べ 137名 (昨年度延べ 165名)  

   【実 施テーマ】 エネルギー10件(8件)、酸性雨 2件(3件）、わたしたちの暮らしとエネルギー0件（2     

件）、間伐材１件（１件）、自転車発電１件（2件）、使い捨てレジ袋 0件（1件）、使い捨て

ペットボトル２件（２件）、４Ｒについて１件（2件）、エジソンと八幡の竹１件（２件）、

地球温暖化と環境問題 2件（－）、持続可能なエネルギー社会を目指すには１件（－）、ゴ

ミ分別１件（１件）、エネルギー省エネ行動 0件（2件）                   

※カッコ内は昨年度の件数、最後３件は事務局主導 

(2)平成３０年度環境啓発・環境教育ツール作成事業実施実績 

   今年度、ソーラースクーターのタイヤが破損し稼働不能になった為、同等品の電動スケーターを購入し、

ソーラースクーターに改造した。又年度末には、ソーラーパネルも新しくし、スクーターの馬力をアップさ

せることで、高学年児童にも対応できるようにした。、その他、各メニュー（「エネルギー」「ペットボトルと

使い捨て」「酸性雨」）について見直しを行ない、より判り易い新バージョンを作成した。 

  

12．Ｓ－ＥＭＳ支援事業 

  最終タームの初年度となった 2018 年度は、学校支援訪問も 4 巡目を数えた。今年度も訪問校や、職員研

修の折に、環境に関わる様々な情報を伝えると共に、それらの情報を CDにまとめ希望校に配布した。 

   【予  算】1,570,000円（収入実績：委託料 1,570,000円） 

   【支  出】1,527,355円 

 

 13その他 

① 会員数 

今年度は、退会が 9名、新規入会が 20名で、期首よ 11名増加した。 

          ＜平成 31年 3月 31日 現在 会員数＞ 

  正会員 賛助会員 計 

個人 77 56 133 

非営利団体 17 3 20 

営利団体 4 0 4 
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計 98 59 157 

 

②平成 30年度理事会の開催 

◎第 1回理事会 

日  時：平成 30年 5月 11日(水） 10:30～11：01 

場  所：サプリ村野 環境保全研修室 

理事総数：17人 

出席者数：17名（本人出席 13名、議決権行使書：2名、委任状出席 2名） 

議  題： 第１号議案  役員候補者の選任に関する件 

第 2号議案  運営委員任命の件 

第 3号議案  平成 29年度事業報告書(案)承認の件 

第 4号議案  平成 29年度活動決算書(案)承認の件 

第 5号議案  平成 30年度事業計画書(案)承認の件 

第 6号議案   平成 30年度活動予算書(案)承認の件 

◎第 2回理事会 

日  時：平成 30年 6月 9日(土) 11：45～11：55 

場  所：サプリ村野 環境保全研修室 

理事総数：15名 

出席者数：15名（本人出席 10名、委任状出席 5名） 

議  題：理事長及び副理事長の選任に関する件 

◎第 3回理事会 

日  時：平成 30年 9月 14日(木) 10：30～11：48 

場  所：サプリ村野 環境保全研修室 

理事総数：14名 

出席者数：13名（本人出席 10名、委任状出席 1名、議決権行使書２名） 

議  題：第１号議案  役員候補者の選任に関する件 

第 2号議案  定款変更の件 

 

③運営委員会の開催 

回 日 程 時 間 場 所 

第  1回 平成 30 年  4月 16日（月） 14：00～16:00 環境保全研修室 

第  2回 平成 30 年  6月 26日（火） 14：00～16:00 環境保全研修室 

第  3回 平成 30 年  7月 27日（金） 14：00～16:00 環境保全研修室 

第  4回 平成 30 年  9月 3日（金） 14：00～16:00 環境保全研修室 

第  5回  平成 30 年  10月 15日（金） 14：00～16:00 環境保全研修室 

第  6回  平成 30 年 11月 5日（金） 14：00～16:00 環境保全研修室 

第  7回 平成 30 年 12月 6日（木） 14：00～16:00 環境保全研修室 

第  8回 平成 31 年 1月 23日（水） 15：00～17:00 環境保全研修室 

第  9回 平成 31 年 2月 25日（月） 13：30～15:30 環境保全研修室 

第 10回 平成 31 年 3月 25日（月） 10：30～12:00 環境保全研修室 
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④枚方市地球温暖化対策事業推進チーム会議の開催 

回 日 程 時 間 場 所 

第  1回 平成 30 年  5月 10日（火） 10:00～12:00 環境保全研修室 

第  2回 平成 30 年  6月 11日（月） 10:00～12:00 環境保全研修室 

第  3回 平成 30 年  7月 9日（月） 10:00～12:00 環境保全研修室 

第  4回 平成 30 年  8月 7日（火）  10:00～12:00 環境保全研修室 

第  5回  平成 30 年  9月 10日（月） 10:00～12:00 環境保全研修室 

第  6回 平成 30 年 10月 15日（月） 10:00～12:00 環境保全研修室 

第  7回 平成 30 年 11月 21日（水） 10:00～12:00 環境保全研修室 

第  8回 平成 30 年 12月 10日（月） 10:00～12:00 環境保全研修室 

第  9回 平成 31 年 1月 23日（水） 10:00～12:00 環境保全研修室 

第 10回 平成 31 年  2月 25日（月）  10:00～12:00 環境保全研修室 

第 11回 平成 31 年  3月 19日（火）  10:00～12:00 環境保全研修室 

 

⑤その他参加したミーティング 

  ◎おおさかスマートエネルギー協議会・家庭部門会議 

◎琵琶湖淀川流域圏連携交流会幹事会 

⑥団体・審議会等への派遣 

◎枚方市環境審議会 

期 間：平成 30年 4月～平成 31年 3月 

派 遣：委員として 1名 

    ◎枚方市地域産業基盤強化奨励事業選定審査会 

期 間：平成 30年 4月～平成 31年 3月 

派 遣：委員として 1名 

◎枚方なぎさ高等学校学校協議会 

期 間：平成 30年４月～平成 31年 3月 

派 遣：委員として 1名 

 

【２】．収益事業     該当なし 


