06 年事業および収支報告

すいた市民環境会議 2006 年事業報告
★ 理事会活動
毎月定例で開催し、毎回活発な意見交換がなされました。 新しい企画及び活動をより活発化するため新理
事の参加を促進していくことが当面の課題となっています。
★ 委員会活動
2006 年度も、すいた市民環境会議の活動の根幹をなす各委員会（生きもの委員会、まちなみ委員会、生活環
境委員会、学習研修委員会、会報委員会）は、定例委員会を開催し、独自企画の他、行政や他団体との協議、
また助成事業、国や府の事業としてさまざまな活動を展開してきました。
委員会活動をより活発化させるため、多くの会員が参加されることを希望します。 なお各委員会の報告は別
記のとおりです。
★ 事務局活動
各活動と組織としての統制を図るために、支えとして活動しました。 事務局としての種々雑多な業務量を適宜
振り分けることによって処理してまいりました。
★ 審議会・研究会などへの参画
吹田市が開催している様々な審議会・研究会などへの参画は当環境会議の大切な活動の一つです。 2006
年度に参画した審議会などは以下のとおりです。
・ アジェンダ 21 すいた 幹事会・各部会
・都市計画審議会 ・市民協働学習ｾﾝﾀｰ運営委員会
・ 環境教育ﾌｪｱｰ実行委員会 ・東部拠点まちづくりの集い
・ 関西大学・大阪学院大学の環境講座へ講師派遣 など
★ そのほか
行政など主催イベントへの参加
・大阪府温暖化防止活動センター主催 タウンミーティング
・実行委員会主催
すいた環境教育フェア２００６
他団体との協働
・大阪府民環境会議（ＯＰＥＮ）
・吹田ヒメボタルの会
・ピアノ池の環境をよくする会
・紫金山公園運営協議会
・イオン（株）ジャスコ南千里店との協働

★ 各委員会の活動報告
戦後生まれ世代の一斉退職期を向かえ、地域社会・身辺の環境への関心・関わりが高まる時代に入って
きました。 市内活動で先駆的役目を果たしてきた当会は種々の活動で大きな実績を挙げると同時に、
市・他団体への多大な影響を及ぼしたものと自負しています。
反面過去の繰り返しから、新しい活動団体の新企画に追従され改革の危機を意識させられる一年でもあ
りました。
その中 リーダーの育成・増員、近隣大学の環境講座への講師派遣など、新たな役目を担う傾向が増え
てきました。これは過去１０年に渡る実績が評価されたものと思います。
各委員会とも、共通テーマを持つ他団体の活動と一層の連携を強化すると同時に、独自性、新テーマ・
企画の創造の必要性を感じさせる一年でした。
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生きもの委員会
◆ 植物観察会
【内容】吹田市内の植物観察会
【実施場所・実施時期】10/5 北千里公園・苗圃(5 名)
12/10 桃山台〜春日 （6 名）
【事業対象者】 会員及び一般市民
◆ 野草試食会
【内容】春の七草や、そのほかの野草を食べる
【実施場所・実施時期】3/25 千里北公園・千里金蘭大学
【事業対象者】会員及び一般市民
◆ 大木調査プロジェクト説明会・準備会議
【内容】07 年度に予定している古木・大木 10 年後調査についての説明会、及び準備会議
【実施場所・実施時期】市民会館・亥子谷コミセンほか
①説明会 6/11 市民会館(約 40 名)
②準備会議 4/5,4/19,5/24,7/14,9/22,10/20,12/7,1/11,2/8,2/21,3/15 亥子谷コミセン
【事業対象者】 会員及び一般市民
◆ 大木予備調査
【内容】大木調査方法の確認
【実施場所・実施時期】関大・千里南公園・万博公園ほか
7/3,7/6,7/9,7/12 関西大学
9/10 紫金山公園（10 名）
9/17 垂水神社（10 名） 10/15 千里南公園（10 名）
11/30 万博公園（7 名） 12/21 千里緑地（高野台）（8 名）
1/8 万博公園（7 名）
【事業対象者】 会員及び一般市民
◆ 大木本調査
【内容】大木調査方法の確認
【実施場所・実施時期】関大・千里南公園・万博公園ほか
2/25 千里南公園(27 名）
3/4 泉殿神社〜中の島公園(8 名)
3/11 紫金山公園(10 名)
3/13 高浜神社・浜屋敷(6 名)
3/14 片山神社・アサヒビール(8 名) 3/17 万博自然文化園①(12 名)
3/22 万博自然文化園②・日本庭園(12 名) 3/29 万博自然文化園③(10 名)
【事業対象者】 会員及び一般市民

まちなみ委員会
◆ 「あルック吹田」散策会などまちなみ探索
【内容】
「あルック吹田」のコースなどを散策し、吹田の素晴らしい自然や社寺・文化施設などを
市民に紹介する。
【実施場所・実施日】垂水コース（06/9/9）、旧吹田村コース (06/10/14)、
南千里コース(06/11/11)、江坂彫刻探訪(06/12/9)、片山豊津コース(07/3/10)
【事業対象者】 会員・一般市民
◆ 吹田市立博物館「千里ニュータウン展」（注１）
【内容】パネル展示＆博物館トークなどで千里ニュータウン展の企画・運営に参画、
千里ニュータウン散策会の開催、当会の活動紹介。
千里ニュータウン展市民委員会に委員およびイベントの世話人・サポータとして、まち
なみ委員中心に多数が参加し、大きな役割を果たしたのは特筆に価する。
【実施場所・実施日】吹田市立博物館および千里ニュータウン ４〜５月
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◆ まちなみ委員研修
【内容】①池田市のまちなみ・文化施設探訪と池田市観光ボランティアとの交流
②近隣都市観光マップなど資料購入
【事業対象者】委員
【場所・実施日】①池田市（06/7/16）
◆ ガイド派遣
【内容】市内散策のガイドを派遣
【実施場所・実施日】旧吹田村（06/12/3）
【事業対象者】アメニティ 2000 協会（西宮市）会員 29 名
◆ まちなみ委員会定例会
【内容】まちづくりに関する情報交換・資料整備
【場所・実施日】市民会館 毎月第 2 または第 3 水曜日 年間 12 回

生活環境委員会
◆ あった会【市民共同発電所設置啓発事業】
【内容】
事例発表、パネル展示、フォーラム・シンポジウム参加など 12 回
①04/16 吹田市公益補助金報告会・事例発表（約 30 人）
②04/22 大阪学院大学ゲストティチャー・事例発表（45 人）
③05/11・12 吹田博物館パネル展示・フォーラム・事例発表（約 50 人）
④06/17 環境教育フェア・事例発表・パネル展示（約 80 人）
⑤06/19 新エネルギー・府民共同発電セミナー・事例発表（約 100 人）
⑥06/30 パートナーシップフォーラム 2006in 大阪・事例発表（約 100 人）
⑦07/08 古中ネットコムフェスタ用パネル展示（約 100 人）
⑧07/21 関大地球環境学研究会・事例発表（10 人）
⑨10/04 なにわ環境塾・事例発表（45 人）
⑩11/03 北千里秋祭り
・パネル展示・報告・おひさま広場・ソーラークッキング実施（約 50 人）
⑪12/03「みんなでストップ地球温暖化」琵琶湖博物館・事例発表（35 人）
⑫03/21「吹田から水辺環境を考える」シンポジウム・事例発表(約 70 人)
現地見学会 2 回
①04/29 吹田博物館企画「おでかけイベント」(約 30 人)
②03/21「吹田から水辺環境を考える」シンポジウム(約 60 人)
古江台中生徒対象環境講座 3 回
①11/09 古中生徒対象環境講座（115 人）
②01/11 古中エコ・クッキング（27 人）
③01/17 古中エコ・クッキング（30 人）
【実施場所】 吹田市内・大阪府・滋賀県
【実施時期】 ４月〜07 年 3 月
【事業対象者】古中生徒・一般市民・府民
◆ 打ち水【ヒートアイランド現象緩和事業】（「北大阪打ち水ネット」との協働）
【内容】
企画立案
イベント開催、打ち水実施 5 回
①06/26 境教育フェア打ち水イベント・メイシアター（約 150 人）
②07/29 すいた祭り・打ち水イベント・神崎川河川敷（約 80 人）
③08/09 花の会打ち水・西山田（約 50 人）
④08/12 打ち水 PR・関空（約 100 人）
⑤08/26 打ち水フォーラム・茨木市（約７0 人）
【実施場所】 吹田市内・茨木市・関空
【実施時期】 ４月〜07 年３月
【事業対象者】一般市民
◆ ＣＯ２ダイエット【環境家計簿推進事業】（「アジェンダ２１すいた」との協働）
【内容】
説明会、エコ・クッキングなど 3 回
①08/23 説明会(25 人)
②11/28 中間報告会、エコ・クッキング（19 人）
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③03/27 報告会(25 人)
コメント・データ記入 50 件
エコプレスの発行 3 回
【実施場所】 吹田市内
【実施時期】 4 月〜07 年 3 月
【事業対象者】一般市民

◆ エコ・クッキング（「エコ・アクション」との協働）
【内容】
エコ・クッキング 3 回
①12/09 北千里公民館講座エコ・クッキング（15 人）
②8/29 夏休み親子で楽しむエコ・クッキング（千里山生協へ協力）（24 人）
③3/29 春休み親子で楽しむエコ・クッキング（千里山生協へ協力）(22 人)
【実施場所】 吹田市内・豊中市内
【実施時期】 4 月〜07 年 3 月
【事業対象者】一般市民・千里山生協組合員親子
◆ 定例会・打ち合わせ
【内容】
企画の立案・検討・報告など
【実施時期】 4 月〜07 年 3 月 第 4 水曜 月 1 回 年間 12 回
【事業対象者】生活環境委員会委員

学習研修委員会
◆ ジャスコチアーズクラブのエコクッキング・エコクラフト
【実施場所】 亥の子谷コミセン
【実施時期】 2006 年８月 25 日
【事業対象】 ジャスコチアーズクラブ
◆ 黒豆講座
【実施場所】 市民会館
【実施時期】 2006 年 12 月 10 日
【事業対象】 会員
◆

環境バスツアー
【実施場所】 狭山副池・大阪府立狭山池博物館・ビックバン
【実施時期】 2006 年 4 月 8 日
【事業対象】 会員

◆ クワイ連続講座・他団体と協働(実行委員会)
【実施場所】 市民会館・クワイ畑・金蘭千里大学
【実施時期】 2006 年 11 月・12 月・2007 年 1 月
【事業対象】 会員・市民

会報委員会
◆ 会報誌「吹田の郷」発行
【内容】会報の企画・編集・発行 各号 約 500 部
【実施時期】５１号〜５６号（5 月、7 月、9 月、11 月、1 月、3 月発行）
【事業対象者】会員・関係者・一般市民
【実施場所】亥の子谷コミセン、東佐井寺公民館
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200６年度収支報告
２００６年４月１日〜２００７年３月３１日
すいた市民環境会議
勘定科目(収入)
会費収入
事業収入
会報委員会
まちなみ委員会
学習研修委員会
生活環境委員会 ※１
生きもの委員会
対外活動収入

予 算
260,000
830,000
(0)
(24,000)
(306,000)
(460,000)
(28,000)
(12,000)

実 績
勘定科目(支出)
237,000
461,820 事業費
(0) 会報委員会
(13,420) まちなみ委員会
(255,500) 学習研修委員会
(82,400) 生活環境委員会
(14,200) 生きもの委員会
(96,300) 対外活動費

予

管理費
旅費交通費
通信費
会議費
63 消耗品費
保険料
広宣費
会計処理費
雑費
什器備品
研修費
前期未払い金
予備費

寄付収入
50,000
304,632
(古中市民協働発電所分 51,844円 含む ※1)
雑収入

5,000

助成金
大阪府府民協働発電所事
業補助金 ※2

500,000

500,000

1,645,000

1,503,515

算

1,144,000
(201,000)
(51,000)
(316,000)
(490,000)
(36,000)
(50,000)

727,036
(207,286)
(38,574)
(237,713)
(91,103)
(76,450)
(75,910)

155,000
(5,000)
(30,000)
(5,000)
(30,000)
(35,000)
(10,000)
(30,000)
(10,000)
(0)
(0)

146,172
(0)
(44,620)
(3,815)
(11,122)
(46,710)
(9,800)
(30,000)
(105)
(0)
(0)

10,000

余剰金
合計

実 績

合計

1,309,000

630,307
1,503,515

※1 補助金を予定していましたが申請しませんでした。
※2 前期計上の特別借入金 551,844円は大阪府からの補助金 50万円と寄付金 51,844円
をもって充当返還しました。

貸

借
借

勘定科目
現金
預貯金
UFJ
郵便局
郵便局定額預金

対

照

表

2007年3月31日現在

方

貸
金

額

勘定科目

118422 前受会費
520,832 未払い金(OPEN会費)
(123,832)
(397,000)
1,800,000 基本金
繰越金

前期繰越金
当期余剰金
合

計

2,439,254 合
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計

方
金

額

110,000
5,000
1,800,000
524,254
(▲106,053)
(630,307)
2,439,254

