
かたの環境フェスタ市民会議 

２０１７年度 総 会  

 

日時：2017 年 5 月 25 日 19:00～ 

場所：交野市役所別館３階 中会議室 

 

（１） 代表挨拶 

（２） 議長の選出 

（３） 議事録署名人の選任 

（４） 議案 

① 2016 年度事業報告(案)について    ・・・・・1～7 

・環境フェスタ in 交野 2017（12 回） 

・2016 年度実施事業及び参加人数 

② 2016 年度収支決算報告(案)について ・・・・・8～9 

・決算報告  

・会計監査報告  

③ 2017 年度役員選出(案)について    ・・・・・10 

④ 2017 年度事業計画(案)について    ・・・・・11 

⑤ 2017 年度収支予算（案）について   ・・・・・12 

⑥ その他                       

     （5）   その他 
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① 2016 年度事業報告

●環境フェスタ in交野 2017（12回）

日 程 2017年 3月 12日  場 所 星の里いわふね 参加者 3474人 

テーマ 「広げよう 交野から」

 今回で 12 回目を迎える環境フェスタは、「広げよう 交野から」をテーマに  

少しでも深く「環境」について理解いただくことを目的に開催致しました。天候

に恵まれ、多くの皆さんの参加をいただきました。  

また、65 を超えるエコアクションの展示・発表があり、充実した内容となりま

した。今回も、大阪市立大学理学部附属植物園との連携や、昨年から始まった  

森の年輪焼き「みんなで焼こうバームクーヘン」や、新企画の大声コンテストも

大変盛り上がりました。 

玉井副代表の開会挨拶で環境フェスタｉｎ交野 2017がスタートしました。 
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屋外の様子 
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イベント （年輪焼き 大声コンテスト） 

グリーンビレッジ 子ども工作 

天体研修センター 
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体育館ロビー１階・２階 
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絵画・エコ川柳 

受付と送迎バス 
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ステージの様子 

佃副代表の閉会挨拶をもって終了しました。 



2016年
4月 28日 役員会 13人

5月 10日
12日
26日 市民会議　総会 16人

正副事務局会議
役員会

6人
14人

6月 23日 役員会 12人

7月 28日 役員会 11人

8月 25日 役員会 12人

9月  8日
29日

市民会議 24人
役員会 12人

10月 20日
27日

市民会議・出展説明会 39人
役員会 14人

11月 10日
24日

市民会議 24人
役員会 14人

12月  8日
22日

市民会議 26人
役員会 13人

2017年
1月

12日
26日

市民会議 31人
役員会 15人

2月 16日
23日

市民会議 40人
役員会 14人

3月 11日
12日

ﾌｪｽﾀ準備
ﾌｪｽﾀ当日
小学生出展

200人
3,474人

200人

合計 200人 150人 3,874人

　　　　　1年間活動参加合計　　　　　（4,224人）　　　　　 (これには各部会での数は入っていません）

●2016年度実施事業及び参加人数

日程 イベント・その他市民会議 役員会
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単位：円

収入の部 予算 決算
　前年度繰越金 1,232,404 1,232,404
　協力寄付金 500,000 595,000
　募金（竹筒） 70,000 79,829
　出展協力金 80,000 86,000
　エコポイント 0 14,458
　雑収入 80,000 117,604

　収入合計 1,962,404 2,125,295

支出の部 予算 決算
　環境フェスタ2017 750,000 780,193
　　　　　会場費 350,000 379,103

　　　　　広告費 150,000 142,654

　　　　　イベント費 200,000 225,981

　　　　　消耗品費・事業保険・雑費 50,000 32,455

　低炭素社会チャレンジ事業 50,000 0
　　　　　イベント費、研修費用 50,000 0

  情報発信事業 5,000 3,850
　　　　　ＨＰの更新等 5,000 3,850

  次年度繰り越金 1,157,404 1,341,252

　支出合計 1,962,404 2,125,295

星の里いわふね施設使用料 交野市
グリーンビレッジ使用料 グリーンビレッジ交野
警備手伝い ㈱山満造園

その他多くの皆様にご協力頂きました。

　2016年4月1日～2017年3月31日

②2016年度収支決算報告
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③ 2017年度役員

代  表  山 本 光 二  

副 代 表 佃 肇（筆頭） 玉井 八恵子  交野ロータリークラブ 

会  計  浅田 惠子 

監  査  西村 智嗣  三浦 美代子 

幹  事    亥埜 誠治   江幡 千登美   荻田 寿子   岡林 千春 

小田切 弘二   野口 陽輔   畑山 泰雄   松村 紘子 

水野 恵   栁野 智   山本 和子   山本 睦子 

顧  問  佐 藤  義 也  北嶋 邦夫 

事 務 局    岡林 千春   水野 恵   山本 睦子 

環境衛生課（森田寛子） 
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④ 2017年度事業計画

 私たちは、交野の誇りである良好な環境を堅持し、次世代に引き継がれることを目的と

して、環境活動に関わる様々な事業を行います。 

１． 「環境フェスタ in交野 2018」の開催について 

・開催日は、2018年 3月 11日 (日)。場所は、「星の里いわふね」の予定です。 

・１日だけのイベントではなく、日々の活動に繋がるものとしていきます。 

・多くの方々の協力が得られるよう、今まで以上に充実させる工夫が必要と考えます。 

２． 低炭素社会チャレンジ事業について 

・自然エネルギーなどに関する学習会を開催するなど、低炭素社会に向けた活動を続け

ていきます。 

３． 情報発信による啓発活動について 

・ＨＰなどを通して、「環境フェスタの進捗状況」や「自然エネルギーに関する情報」、

「近隣で開催される環境イベント情報」など、情報発信を充実させることで、環境に

関わる啓発を行っていきます。 

４． その他 

・必要に応じて他団体と連携し、自他ともに活動を活発化できるよう行動します。 

５.会議の開催について

・目的達成のため、定期的に会議を開催します。 

・原則として毎月、市民会議は第２木曜日、役員会は第４木曜日を予定しています。 



⑤　2017年度収支予算書

収入の部 単位：円

　前年度繰越金 1,341,252

　協力寄付金 500,000

　募金（竹筒） 70,000

  出展協力金 80,000

　雑収入 80,000

　収入合計 2,071,252

支出の部 単位：円

　環境フェスタ2018 870,000

　　　　　会場費 (450,000)

　　　　　広告費 (150,000)

　　　　　イベント費 (230,000)

　　　　　消耗品費 (40,000)

　低炭素社会チャレンジ事業 50,000

　　　　　イベント費、研修費用 (50,000)

  情報発信費 5,000

　　　　　HPの更新等 (5,000)

　予備費 1,146,252

　支出合計 2,071,252
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