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案件① 2021年度事業報告 

●環境フェスタ in交野 2022 中止 

日 程 2022年 3月 13日(日) 場 所 星の里いわふね   

  新型コロナウイルス感染拡大防止の為、従来の形での環境フェスタは中止とし、「環境

フェスタ in交野 2022ウィーク」として、環境に関わる勉強会や施設見学を計画いたし

ましたが、オミクロン株の拡大によりやむなく中止と判断いたしました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

会議風景 



年 月 日 参加人数 日 参加人数 日 参加人数

2021年 4月

5月 27日 総会 (書面にて） 16人

6月

7月

8月

9月

10月

11月 25日 13人

12月 9日 12人

2022年 1月

2月

3月

16人 25 41
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市民会議 役員会 イベント・その他

合計

1年間活動参加合計　　　41人　　

●環境フェスタ市民会議　2021年度実施事業及び参加人数

環境フェスタin交野2022ウィーク委員会

環境フェスタin交野2022ウィーク委員会

環境フェスタin交野2022中止
環境フェスタin交野2022ウィーク中止
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単位：円

収入の部 予算額 決算額

　前年度繰越金 1,692,295 1,692,295

　協力寄付金 50,000 0

　募金（竹筒） 60,000 0

　出展協力金 70,000 0

  フリーマーケット 0 0

　雑収入 20,000 13

　立替金(前期の立替金返済） -4,832

　収入合計 1,892,295 1,687,476

支出の部 予算額 決算額

　環境フェスタ2022(中止） 1,000,000 0

　　　　　会場費 500,000 0

　　　　　広告費 250,000 0

　　　　　イベント費 200,000 0

　　　　　消耗品費・事業保険・雑費 50,000 0

　低炭素社会チャレンジ事業 30,000 0

　　　　　イベント費、研修費用 30,000 0

  情報発信事業 20,000 4,472

　　　　　ＨＰの更新等 20,000 4,472

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計 1,050,000 4,472

  次年度繰り越金 842,295 1,683,004

　支出合計 1,892,295 1,687,476

　2021年4月1日～2022年3月31日

案件②　2021年度収支決算報告
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案件③ 2022年度事業計画 

 昨年同様に、新型コロナウィルスの収束が計れず苦慮する点も多くありますが、ワクチ

ン接種も進み、今後の動向を考慮しながら以下を本年度の事業計画とします。 

  

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。また、必要に応じて他団体と連携し、活

動を推進していきます。 

 

１． 「環境フェスタ in交野 2023」の開催について 

・開催日は、2023年 3月 12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努力をします。 

 

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や施設見学の開催など、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」、

「企業や団体の環境についての取り組み」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.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。 

 

6 



案件④　2022年度収支予算書 　

収入の部 単位：円

項　　目 本年度予算額

　前年度繰越金 1,683,004

　協力寄付金 50,000

　募金（竹筒） 60,000

  出展協力金 70,000

　雑収入 20,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　計 1,883,004

支出の部 単位：円

項　　目 本年度予算額

　環境フェスタ2023 1,000,000

　　　会場費 (500,000)

　　　広報・広告費 (250,000)

　　　イベント費 (200,000)

　　　消耗品費・事業保険・雑費（コロナ対策費含む） (50,000)

　低炭素社会チャレンジ事業 30,000

       勉強会・施設見学会等 (30,000)

  情報発信費 105,000

　　　　　HPの更新等 (5,000)

　　　　　環境フェスタ新聞 (100,000)

　雑費 20,000

小計 1,155,000

　次年度繰越金 728,004

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　計 1,883,004
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案件⑤ 2022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  西村 智嗣 

 

監  査  三浦 美代子 荻田 寿子 

 

幹  事     亥埜 誠治  岡林 千春  小田切 弘二   畑山 泰雄   

松村 紘子   楢原 美佐子   山本 和子   山本 睦子   

交野未来の会   

 

 

 

 

事 務 局    畑山 泰雄（事務局長） 

岡林 千春   楢原 美佐子   山本 睦子 

環境衛生課（大槻 久美子   中井 伸一） 

 

8 


