
 2 

 
２００５年度事業報告 

 

                           特定非営利活動法人 大阪府民環境会議 

Ⅰ．事業期間 

  ２００５年４月１日～２００６年３月３１日 

 

Ⅱ．事業の成果 

設立2年目の2005年度においては、より一層の法人の組織基盤を確立するため、アースデイおお

さか2005への取組などの活動を展開しました。 

また、特定非営利活動にかかる事業については、持続可能な社会の構築に向けて、大阪府等と連

携し、地球温暖化防止活動や共生の森づくりなど里山・里地の保全と活用や自然環境の保全・再生、

環境保全活動・環境教育推進法の制定と国連持続可能な開発のための教育の10年のスタートを受け、

万博記念公園中間支援事業などにおいて環境教育に関する活動を展開してまいりました。 

さらに、環境省との協働により、近畿環境パートナーシップオフィス（きんき環境館）事業を、

近畿２府４県において積極的な推進を図りました。 

しかしながら、もっとも重要な事業の一つである活動内容のニュースレター等を通じての広報活

動については、一部ホームページを除き、体制面・資金面の理由により、ほとんど実行できません

でした。今後は、体制を整え、できる限り進めていきたいと思います。 

 

Ⅲ．会員の状況 

  ２００５年度会員数   正会員（団体）   ２５ 

正会員（個人）   １９ 

賛助会員（団体）   １ 

賛助会員（個人）   ９ 

 Ⅳ．事業の実施状況 

１．特定非営利活動に係る事業 

（１）地球温暖化防止や地域の環境保全・創造への府民啓発を目的とした教育・広報に関する事業 

◇事業名：アースデイおおさか２００５への協力・及びＰＲコーナーへ参加 

      実施主体は「アースデイおおさか２００５実行委員会」 

【実施時期】４月２５日 会場：大阪ビジネスパーク（ＯＢＰ）ツイン21ギャラリー 

【事業対象者】一般府民 

  

◇事業名：アースデイおおさか２００５参加キャンペーン事業 

市民フォーラム２００５「協働やねん 環境政策評価への市民参画を考える。～とりもど

そう！市民環境力～」 

   ・シンポジウム 

【内容】京都市、大阪府などをゲストに昨年度のシンポジウムを受け継ぎ、「協働」をキーワ-

ドに自治体の環境政策について、市民参加・参画の現状と課題を抽出し、具体的な市民

参加・参画システムのあり方、世論形成づくりと大阪府民環境会議の役割を討議しまし

た。 

【実施時期】５月１５日（日）会場：ＯＭＭビル会議室  

【事業対象者】一般府民、３９名 

 

◇事業名：大阪府地球温暖化防止活動推進センター委託事業 

・ タウンミーティング２００５「地球温暖化防止とエネルギー削減の地域戦略」 
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・ 啓発イベント「地球温暖化防止！ＯＳＡＫＡアクション２００６」 

【内容】昨年度のタウンミーティングを受け継ぎ、本年度も「地球温暖化防止とエネルギー削減

の地域戦略」をテーマに地球温暖化防止にむけた府民への啓発を大阪府内５地域〔摂津

市10.22 市民環境ネット・せっつ、岸和田市10.27 岸和田市地球温暖化防止市民協議会・

岸和田市地区市民協議会、高槻市10.30 たかつき環境市民会議、大東市11.6（特活）住

まいみまもりたい、吹田市12.2（特活）すいた市民環境会議〕のＮＰＯと協働でタウン

ミーティングの開催と、12月地球温暖化防止月間行事「地球温暖化防止！ＯＳＡＫＡア

クション」を開催しました。 

【実施時期】１０月～１２月１１日 

【事業対象者】一般府民、延べ７４００名 

 

◇事業名：「おおさか環境フェスティバル２１ 地球温暖化防止のために 

～いま、一人ひとりができること～」 

【内容】「持続可能な社会」を実現するため、すべての主体が環境問題に対する理解と認識を深

め自主的な取り組みを促進するとともに、担い手である府民・ＮＰＯ・事業者・行政の

パートナーシップの構築を図るための啓発イベントを開催しました。 

【実施時期】11月12日（土）13日（日）万博記念公園、自然文化園内お祭り広場他 

○サテライト会場：万博記念公園10/7～3/23〔野と森の遊び文化協会、(特活)グリーンコン

シューマー大阪ネットワーク、インクルージョンプログラムラボラトリ、(社)関西環境

開発センター、(特活)大阪府民環境会議〕､門真市エコパーク10/26（特活）リサイクル

活動機構かどま、河南町道の駅10/9（特活）里山倶楽部、千早赤阪村ちはや園地10/15 

河泉ネイチャーゲームの会、堺市泉北ニュータウンビッグバン10/23 冒険遊び場ちょっ

とバンネイチャーゲームの会、岸和田市浪切ホール祭り広場11/6 きしわだし環境フェア

実行委員会 

【事業対象者】一般府民、延べ４５,０００名 

 

◇事業名：大阪府内活動団体・学校などへの講師派遣 

【内容】環境教育リーダー研修講座（主催：環境省・文部科学省、企画運営：（財）大阪自然

環境保全協会）において、原田副理事長が「大阪府民環境会議」の派遣として講師参

加しました。 

【実施時期】１１月３０日～１２月２日 

【事業対象者】近畿地方の教員、ＮＰＯスタッフなど約50名  

 

◇事業名：彩都エコエネルギー協議会委託事業「彩都セミナー」 

【内容】「人と自然との共生」をテーマの一つとしてまちづくりを進めている「彩都（国際文化

公園都市）において、彩都周辺の地域住民を対象に環境意識の啓発事業を実施し、その

企画運営を行いました。 

   【実施時期】2006年2月から3月（4回開催） 

   【事業対象者】一般府民 

 

（２）地球温暖化防止や地域環境保全・創造に向けての情報の収集・発信、調査研究に関する事業 

◇事業名：ニュ－スレタ－「ＯＰＥＮ」の発行（季刊紙） 

       資金面及び体制面の理由により実施できませんでした。 

◇事業名：ホ－ムペ－ジの運用 

【内容】地球温暖化防止や大阪府域の環境保全・創造に向けて情報の収集・発信をするため、担

当者を決めて運営体制を整備し、市民や自治体に向けて活動の広報や啓発を行いました。 

【実施時期】通年 

【事業対象者】一般府民 
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（３）地域に根ざした持続可能な社会・循環型まちづくり及び環境教育のためのネットワ－クづくり、

情報基盤の整備に関する事業 

◇事業名：環境省委託事業 

近畿環境パートナーシップオフィス（きんき環境館）の運営管理業務 

【内容】環境省との協働による環境保全・環境教育事業を展開し、近畿２府４県で展開している

協働事業の情報収集・発信、担い手の育成等の事業を行います。 

本事業は、「きんき環境館プロジェクトチーム」で実施しました。 

 

Ⅰ）事業の実施方針 

      2005年度は、開設時の方針を受け継ぎ、2004年度で整備した基盤をもとに、環境

パートナーシップ促進の事業を実施しました。これにより、環境パートナーシップに

よる協働での環境保全、環境教育・環境学習の促進を目指しつつ、近畿 2府 4県との

関係構築と事業基盤の整備を行いました。 

Ⅱ）主な事業の実施に関する事項 

     １．環境パートナーシップの担い手充実に係る事業 

      【事業名】環境ゼミナール 

      【内 容】環境パートナーシップの担い手として自治体に注目し、自治体職員を対

象とした講座を実施しました。 

      【実施時期】5月・8月・9月・2月・3月の 5回 

      【対 象】近畿 2府 4県自治体環境部署職員、各回20～30 人程度 

     ２．意見交換の場づくりに係る事業 

      【事業名】きんき環境館タウンミーティング2005 

      【内 容】地球温暖化防止をテーマとし、環境パートナーシップの地域での促進の

ためのフォーラムを開催しました。開催は各府県の自治体、NGO/NPO等

と協働開催しました。 

      【実施時期】6 月（大阪）・9 月（和歌山、兵庫）・12 月（滋賀）・2 月（奈良）・3

月（京都）の 6回 

      【対 象】開催地域の市民・NGO/NPO、自治体、企業など、各回30～120人程度 

     ３．環境情報の受発信に係る事業 

      【事業名】環境情報の受発信 

      【内 容】ホームページの更新、情報誌の発行、メールマガジンの発行、連絡先等

基礎情報の更新および利活用などを実施し、きんき環境館の広報、環境パ

ートナーシップに係る情報の蓄積と発信を実施しました。 

      【実施時期】9月・3月（情報誌）、１月から隔月（メールマガジン）、他通年 

      【対 象】市民・NGO/NPO、企業、自治体など 

     ４．協働事業に関する事業 

      【事業名】環境パートナーシップ協働事業 
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      【内 容】パートナーシップ団体との協働事業（パートナーシップ団体の集い）、

近畿地方環境事務所（きんき環境館エコライフフェア、近畿の自然を考え

る）、（財）日立環境財団（みんなが主役の環境教育シンポジウム）などを

実施しました。 

      【実施時期】6月、9月、10月、11月 

      【対象】協働主体・事業対象共に、市民・NGO/NPO、企業、自治体、公益法人等 

     ５．施設維持管理に係る事業 

      【事業名】館内事業 

      【内 容】主催行事の開催、団体・一般来館者へのフリースペース提供、機器の貸

出し、環境省・自治体環境部署等の資料整備などを実施しました。 

      【実施時期】通年 

      【対 象】市民・NGO/NPO、企業、自治体などの来館者一般 

     ６．その他事業 

      【事業名】環境省の政策に関する意見交換会 

      【内 容】環境省本省、近畿地方環境事務所と協働で開催し、参加者の意見を政策

に反映させるための意見交換会を実施しました。 

      【実施時期】5月、7月、11月、2 月 

      【対 象】市民・NGO/NPO、企業、自治体など 

 

◇事業名：独立行政法人日本万国博覧会記念機構委託事業 

万博公園ボランティア団体養成及び中間支援業務 

 

【内容】万博記念機構のＮＰＯ組織等に対する公募業務の効果的な運営のための中間支援業務及

び万博公園にて活躍するボランティア団体の養成など、市民参画システムを支援するた

めの業務を行います。 

本事業は、「万博公園中間支援プロジェクトチーム」で実施しました。 

 

○万博記念公園にて平成 17 年度定期市民参画者数延べ 4,132 人（当園の年間来園者総

数約100万人の内、0.4％がボランティア）がこのモデルパークづくりに参画している 

○資源循環を目指した園内地産地消により産廃処理費の軽減化に貢献 

○“地産地消から地産地商へ”環境コミュニティビジネスの発信拠点としてインフラ整

備を概ね終了 

○「国連持続可能な開発のための教育10年」に係る7～8年目レベル目標を達成 

○委託型のパートナーシップ事業によりＮＰＯ等における専従者雇用の創出化を促進、

Ｎ.Ｐ.Ｏ組織の育成を展開 

○各受託団体主催による行事参加の平成 17 年度来園者総数 1,165 名（当園の年間来園

者総数約100万人の0.1％） 
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○中間支援組織活動内容 

・ＮＰＯ等の各受託団体におけるコーチング、専門技術研修、文書作成指導 

・万博循環型社会推進大学の運営 

・万博循環型社会推進大学生の活動インキュベーション 

・各種施策立案等 

・ＮＰＯ等の各受託団体（9業務）の統括運営管理 

       ・ＥＳＤツアーin万博公園の企画運営 

【実施時期】１年間 

【事業対象者】一般市民・ＮＰＯなど 

 

（４）目標達成に関連する環境保全活動団体への組織マネジメントや人材育成に関する事業 

◇事業名：環境ＮＧＯ/ＮＰＯマネジメント実務講座の研修や人材育成 

「はじめてみよう！！市民活動を－入門講座」 

「環境ＮＧＯ/ＮＰＯスタッフのためのマネジメント実務講座」 

【内容】環境分野で活動するスタッフのスキルアップや団体の自立・発展、事業の円滑な運営の

ために「入門講座」「実務講座」を毎年実施して行く。 

【実施時期】（入門講座）2005年１０月２９日･１１月５･１２･１９･２６日（５日間） 

            会場：きんき環境館、大阪市歴史博物館、紫金山公園   

      （実務講座）2006年１月２６日･２月２･９･１６･２３日（５日間） 

会場：大阪府環境情報プラザ研修室   

【事業対象者】一般府民、２４名 

 

 （５）目的達成に関連する行政や企業への政策提言に関する事業 

◇事業名：大阪府・大阪市及び市町村の環境政策評価コンテスト（未実施） 

     2006年度は評価指標の検討を予定していたが、体制面も問題により実施しませんでした。 

 

◇事業名：市民参画・行政の各種委員会等への参画 

○大阪市計画調整局都市計画課【淀川左岸線延伸部建設計画有識者委員会第5回ヒアリング】 

 ・意見発表に清水俊雄理事が参加しました。  2005．4.15 大阪市職員研修センター 

○大阪府温暖化対策グループ【大阪府地球温暖化・ヒートアイランド制度化検討部会】 

 検討委員に北川照子理事が参加しました。 

○大阪府みどり・都市環境室地球環境課新エネルギーグループ【おおさかソーラー発電推進会議】

委員に岡靖敏専務理事が参加 

・設立総会及び第１回委員会 2005.7.21 大阪府特別会議室（大阪府庁本館） 

○大阪府みどり・都市環境室地球環境課企画・環境活動推進グループ【おおさか環境フェスティ

バル２１運営委員会】に岡靖敏専務理事がオブザーバー参加 

・運営委員会 2005.7.13 国民会館・住友生命ビル大阪府公害審査会室 

○大阪府地球温暖化防止活動推進センター【大阪府省エネ住宅・省エネ家電普及促進協議会】に

岡靖敏専務理事が参加 

・設立会議 2005.7.21 大阪府環境情報プラザ研修室 

・第２回会議 2006.2.13 大阪府農林会館会議室 

○大阪府環境情報センター【大阪府環境ＮＰＯ等情報交流事業実施に係る検討会】に岡靖敏専務

理事が参加 

・第１回検討会 2005.5.26 大阪府環境情報プラザ研修室 

・第２回検討会 2006.6.16 大阪府環境情報プラザ研修室 

・第３回検討会 2005.7.7 大阪府環境情報プラザ研修室 
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・第４回検討会 2006.7.28 大阪府環境情報プラザ研修室 

○大阪府環境情報センター：大阪環境パートナーシップネットワーク「かけはし」へ登録及び「か

けはし世話人」に岡靖敏専務理事が参加 

・設立集会 2005.12.7 大阪府環境情報プラザ研修室 

・第１回世話人会 2006.1.10 大阪府環境情報プラザ研修室 

・第２回世話人会 2006.2.14 大阪府環境情報プラザ研修室 

・かけはし顔見せ交流会 2006.2.23 エル・おおさか会議室 

・第３回世話人会 2006.3.14 大阪府環境情報プラザ研修室 

○大阪市：なにわエコ会議理事に小原理事長が参加 

・第２回委員総会 2005.7.11 ＡＴＣグリーンエコプラザ多目的ホール 

〇なにわエコ会議企画委員会委員及びエコライフ部会部会長に岡専務理事が参加 

    第１･２･３回は長谷川勝美氏（会員、なにわ環境学習リーダー会共同代表）代理出席 

・第１回企画委員会 2005.5.12 ＡＴＣグリーンエコプラザ多目的ホール 

・第２回企画委員会 2005.7.11 ＡＴＣグリーンエコプラザ多目的ホール 

・第３回企画委員会 2005.9.22 ＡＴＣグリーンエコプラザ多目的ホール 

・第４回企画委員会 2006.2.17 ＷＴＣ大阪市都市環境局会議室 

〇エコライフ部会ミーティング 

・第１回エコライフ部会 2005.5.24 クレオ中央会議室 

・第２回エコライフ部会 2005.6.28 クレオ西会議室 

・ＥＣＯ愛らんど２００５に参加 2005.8.7 精華劇場（旧精華小学校跡）  

・なにわ打ち水大作戦に参加 2005.8.10 大阪市西区堀江公園周辺  

・第３回エコライフ部会 2005.8.23 クレオ中央会議室 

・第４回エコライフ部会 2005.10.4 クレオ西会議室 

・西成区商店街連合会アメリカンフェスティバルに参加 2005.11.13 西成区民センター及び西

成区内商店街 

・エコオフィスビル見学会～関西電力（株）見学 2005.12.8 関西電力（株）本社 

・大阪市地球温暖化防止パートナーシップフェアに参加 2005.12.5 大阪中央公会堂 

・第５回エコライフ部会 2006.12.20 クレオ中央会議室  

・第６回エコライフ部会 2006.1.18 大阪市産業創造館地域コミュニティプラザ 

・わいがやミーティング2006「みんなで取組む地球温暖化防止」母と子の共励会と共催  

2006.2.18 大阪市立愛光会館ホール 

・第７回エコライフ部会 2006.3.2 大阪市北区民センター会議室 

・わいがやミーティング2006「大阪の食最前線～大阪中央卸売市場見学」 2006.3.10 大阪中

央卸売市場 

   ・わいがやミーティング2006「スローな食って何？～ＬＯＨＡＳ的快適生活を考える」  

2006.3.16 大阪生涯学習センター研修室 

・わいがやミーティング2006in淀川区「みんなで取組む地球温暖化防止」 2006.3.24 大阪市

淀川区民センターホール 

   ・なにわエコライフ（大阪市環境家計簿）認定フェア参加 2006.3.23 城東区民ホール、 

     3.24 淀川区民センター、3.28 浪速区民センター、3.29 西成区民センター、 

3,30 西淀川区民ホール 

 

Ⅴ．総会の開催状況  

○ 第２回総会 開催日 2005年5月15日、会場  ＯＭＭビル研修室 

   議案 第1号議案 2004年度事業報告承認の件 

      第2号議案 2004年度収支決算承認の件 

      第3号議案 2005年度事業計画承認の件 

      第4号議案 2005年度収支予算承認の件 
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Ⅵ．理事会の開催状況  

 ○第１回理事会 2005.5.10  大阪府環境情報プラザ研修室 

○第２回理事会 2006.3.14 ＧＥＣ 

○第３回理事会 2006.4.11 ＧＥＣ 

○第４回理事会 2006.5.9  ＧＥＣ 

 

Ⅶ．常任理事会の開催状況 

○第１回常任理事会  2005.4.12  大阪府環境情報プラザ研修室 

○第２回常任理事会  2005.6.14  大阪府環境情報プラザ研修室 

○第３回常任理事会  2005.7.12   大阪府環境情報プラザ研修室 

○第４回常任理事会  2005.8.9    大阪府環境情報プラザ研修室 

○第５回常任理事会  2005.9.13   大阪府環境情報プラザ研修室 

○第６回常任理事会  2005.10.11  大阪府環境情報プラザ研修室  

○常任理事意見交換会 2005.10.18  大阪府環境情報プラザ研修室 

○第７回常任理事会  2005.11.8   大阪府環境情報プラザ研修室 

○第8回常任理事会   2005.12.13  大阪府環境情報プラザ研修室 

○常任理事意見交換会 2006.1.8   ＧＥＣ 

○常任理事意見交換会 2006.2.14    ＧＥＣ 

 

Ⅷ．各委員会の開催 

【地球温暖化委員会】 

■ 昨年に引き続き、地球温暖化防止への取組を大阪府域で広めるため、大阪府地球温暖化防止活

動推進センターに企画提案した委託事業：タウンミーティング2005「地球温暖化防止とエネル

ギー削減の地域戦略」を大阪府内 5市（摂津市、大東市、岸和田市、吹田市、高槻市）の地元

ＮＰＯ、自治体と協働で開催し、12月地球温暖化防止月間事業として、「ほんまかいな？20年

後おおさかは亜熱帯？～地球温暖化防止！ＯＳＡＫＡアクション 2005」（12月 11日(日) 大阪

ビジネスパーク ツイン21アトリウム）の企画運営を行いました。上記事業を進めるため、温

暖化委員会を２回、「ＯＳＡＫＡアクション 2005」プロジェクトチーム会議を９回開催しまし

た。 

■ 彩都エコエネルギー協議会からの委託事業として、「彩都エコエネルギーセミナー」（2006 年 2

月から3月まで４回開催）の企画運営を行いました。 

【里山・自然委員会】 

■ 共生の森ワークショップへの参加 

■ 共生の森構想とは 

堺７－３区産業廃棄物最終処分場が平成１６年３月産廃受け入れ終了したことにともない、こ

の土地に野鳥や小動物の生息する湿地・草地など森林が介在する大規模な生き物の生息空間を

自然の力を活かして長い時間をかけ行政、府民、ＮＰＯ、企業など多様な主体の協働により自

然を再生する構想です。 

■ この構想にもとづき平成１６年度よりワークショップを開催され基本計画に沿って具体的な森

づくりの取り組みが進められています。 
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■ 平成１７年度は１２回のワークショップが開催され、現地調査、植栽のモニタリング、草刈、

先進事例の見学、交流イベント、植樹イベントなどが実施されました。 

■ 共生の森エリアの指標生物の観察指導と野鳥から見た生息域の環境管理についての話題提供を

行いました。また、鳥類の生息調査も実施しました。 

【環境教育委員会】 

■ 環境教育委員会の開会 

     定例会議  ６回開催（2005年 4月・5月・6月、2006 年 2月 3月 4月）。 

委員会合宿  ８月１２日、１３日に開催 

■ シンポ「都市公園の環境教育の可能性」の開催（未実施） 

■ ＬＩＮＣＳとの協働 

     ＬＩＮＣＳからのプログラム試行に係る依頼、提案を随時、常任理事会で伝達した。 

■ その他  

・環境教育リーダー研修講座（11月30日～12月 2日。環境省・文部科学省主催事業）に「大

阪府民環境会議」から講師を派遣した。  

・「大阪府環境教育等推進委員会」（12月 14日第 1回会議開催）の委員にメンバーが就任した。 

 

Ⅸ．事務局に関する事項 

  懸案となっていた事務局について、2006年3月より事務局業務を「太郎良紀子」さんにお願いする

こととしました。2006年度も引き続きお願いする予定です。 


