
 
 
 

07年事業および収支報告 

すいた市民環境会議 2007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。新企画や活動をより活性化

するために新理事の参加を促進、３人の理事（うち 1 人は前監事）と 2 人の監事を迎え

ました。 

 

●委員会活動 

 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、独自企画のほ

か、他団体や市、企業との協働事業を実施し、また市や府の補助金事業として活発に活

動を展開しました。 

 特筆すべきは、10年目の再調査として注目された「大木調査」のマップ完成と、調査・

編集に多くの会員・一般市民が参加したこと、家庭でのヒートアイランド対策として「み

どりのカーテン」事業に関心が高まったこと、需要が多く版を重ねる「あルック吹田」、

企業との協働事業として子どもたち・家族に人気の「バスツアー」などの活動です。ま

た、温暖化対策として「市民共同発電所」の設置に協力したことも、成果といえるでし

ょう。 

また、これらの活動を影から支えるホームページの充実、特に大木調査の速報の役を

になったブログの利用、その閲覧者数の増加はインターネットによる情報発信の重要性

を再認識させられるものでした。 

 しかし、この活発な委員会活動を支える委員の仕事量は増大するばかりです。加えて

発足して10年目となり、委員の平均年齢が上がっています。委員会活動に、より多くの

会員が参加されることを希望します。なお、各委員会の活動報告は別記のとおりです。 

 

●事務局活動 

 各活動を支え、組織としての統制を図ることを目的に活動を展開しました。少人数な

がら、種々雑多な業務を適宜、理事に振り分けることによって処理しました。 

 

●審議会・研究会などへの参画 

大阪府や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、当会にとって

大切な活動の一つです。2007年度の活動は以下のとおりです。 

・都市計画審議会 ・市民協同学習センター運営委員会 ・すいた環境教育フェア実行

委員会  

・東部拠点まちづくりの集い ・大阪府環境農林水産総合研究所マネジメント会議 ・
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大阪環境パートナーシップネットワーク かけはし世話人会 
 

●そのほか 

 他団体との協働 

・アジェンダ21すいた幹事会、各部会 ・大阪府民環境会議（ＯＰＥＮ） 

・吹田ヒメボタルの会         ・紫金山公園運営協議会 

・ピアノ池の環境をよくする会         ・イオン（株）ジャスコ南千里店との協働 

・すいたクワイネットワーク           ・北大阪打ち水ネット 

・『人生節目の記念植樹』実行委員会      ・吹田市立博物館万博展実行委員会 
 行政など主催イベントへの参加 

・すいた環境教育フェア2007             ・花とみどりのフェア 

 市内小学校・大学ほかへの講師派遣 

・片山中学校 ボランティア入門講座     ・関西大学、大阪学院大学の環境講座 

・彩都かんきょう未来塾                 ・新エネルギー、府民共同発電セミナー 
・千里山生協（現・生活クラブ生協大阪）市民共同発電講座 

監事の退任 

 会の運営・活動に御尽力戴きました香月監事が退任されました。 

●各委員会の活動報告 

２００７年は、ＩＰＣＣが地球温暖化は人間の化石燃料利用によるものと断定し、また

ＩＰＣＣと温暖化防止の必要性を世界に訴えたゴア前副大統領戦にノーベル平和賞が授与

された年でした。温暖化防止対策が待ったなしの状況にまで追い込まれ、マスメデイアも

温暖化現象をとりあげ関心度が一段と高まった年でもありました。 

 戦後生まれ世代の地域社会・身辺の環境への活動が始まりました。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、新しい活動団体の新企画に追従され、

独自性・差別化のための新企画の創造が課題となりました。 

 

生きもの委員会 

●大木調査 
     【内容】10年後の大木状況の調査、大木マップの完成 
     【実施場所・実施時期】 

調査：吹田市内一円、（07年 2月）～08年 2月 70回以上 
マップ作成会議：吹田市亥子谷コミュニテイセンターなど ～08年 3月 

     【事業対象者】会員、市民 
    

●生きもの観察会 
     【内容】操車場跡地 100年後の森をイメージするための観察会 
     【実施場所・実施時期】 
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9/23 万博公園（植樹 35年後の森）9人 
10/8 橿原神宮（植樹 70年後の森）7人 
11/11 京都御苑＆糺の森（植樹 100年後の森）13名 

     【事業対象者】会員、市民 
    
    

まちなみ委員会 
   

●「あルック吹田」散策会  
     【内容】「あルック吹田」のコースを散策し、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・実施時期】 

    4月：千里山・関大(16名)  5月：南千里文化探訪(約 60名)   
6月：旧山田村（9名）    9月：佐井寺（13名）    
12月：正雀・安威川(7名)    1月：東部拠点（7名）    
3月：南千里（14名） 

【事業対象者】 会員・一般市民 
      

●「あルック吹田」2008年版改定に協力 
     【内容】まちの変化に対応して、写真の入れ替え、散策コースを変更した。 

  【実施場所・実施時期】吹田市役所 08年3月 
   
●吹田市立博物館・秋季特別展「万博展」など博物館イベントへの協力  

     【内容１】実験展示「吹田のアルバム～吹田を歩く、撮る」 6/30(土)～7/13(金) 
       ・「あルック吹田」のために撮影した写真などを展示 
  
 【内容２】秋季特別展「‘０７ＥＸＰＯ’７０」 10/20(土)～12/2(日) 

講演会、見学会などの企画、運営に参画。 
ＦＭ千里に出演、イベントのＰＲ。 

   
●まちなみ委員研修会 
【内容】枚方宿のまちなみ散策と市民団体との交流 
【事業対象者】委員・会員 8名 
【場所・実施日】枚方市 7/7(土) 

       
●まちなみ委員会定例会 
 【内容】まちなみ委員会事業計画の検討、情報交換・会報への掲載記事検討 
 【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 
 
☆まちなみ委員会活動総括 
 
①まちなみ委員がその経験を生かし、下記の吹田市や地域の活動に参加し大きく貢
献した。 
  ・浜屋敷まち案内人活動：岡村、松岡、井口 
  ・博物館「’07EXPO’70展」：筏・岡村、岡崎、小田忠、彦坂、松岡 
  ・千里山まちづくり協議会：筏・松岡 
  ・東部拠点まちづくり市民フォーラム：古谷 
  ・西尾邸ガイド：井口、大越、田中 
  ・ぶらっと吹田ガイド：岡村、須賀井 
  ・高齢者クラブ・ハイキング部：岡村・山本 
・中西邸ガイド：古谷 

  ・水辺塾：彦坂、須賀井 
  ・アジェンダ２１交通部会：筏・岡崎・彦坂 
  ・市民協働学習センター運営委員会：松岡・岡崎 
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  ・現代美術を愉しもう塾（トンネルアート活動）：岡崎・松岡・蓬田 
②「あルック吹田」の目指した吹田市内散策会は浜屋敷まち案内人の活動、公民館
の活動に取り入れられ、頻繁に開催されるようになった。当会の活動が実を結ん
だといえる。 
③上記の結果、当初計画した「あルック吹田」ガイドブックへの取組みは全く出来
なかった。また２回の予定の研修会は１回しかできなかった。散策会も回数は当
初計画どおり７回開催したが、参加者が大幅に少なく、内容も従来から散策会と
は趣向を変更して実施した。その結果、予算面で見ると当初計画を大幅に下回る
結果となった。 

    

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】①千里山生活協同組合（現生活クラブ生活協同組合大阪）との協働 
          市民共同発電所「さんさんソーラー」設置事業にともなう啓発 
     【実施場所・実施時期】吹田市・茨木市  
                2007年 10月～2008年 3月 
         ①おひさま広場開催 11/04 「生協まつり」吹田市千里南公園 
         ②啓発講座 講師  02/18 西山田公民館および茨木本部 
     【事業対象者】会員・一般市民・生協組合員 
      

●ヒートアイランド現象緩和事業（打ち水） 
     【内容】打ち水、雨水利用の普及啓発 「北大阪打ち水ネット」との協働 
     【実施場所・実施時期】吹田市内     企画・立案 打ち水実施 
           ①07/28「すいた祭り前夜祭」神崎川河川敷 約100人 
           ②08/09「花の会」西山田 約50人 
          雨水缶設置コーディネート 1件 
     【事業対象者】会員・一般市民 
 

●ヒートアイランド現象緩和事業（みどりのカーテン設置事業①） 
     【内容】みどりのカーテン推進事業  

アジェンダ21エネルギー部会・自然部会と協働実施  
          企画・立案 講座・啓発事業・実施 
 

【実施場所・実施時期】 
           ①05/27 「みどりのカーテン」講座 市民会館 

                  植え込み 「やすらぎ苑」  
           ②05/23 「みどりのカーテン」講座 豊二地区公民館 
                      ③05/24「みどりのカーテン」講座 東山田地区公民館 
           ④09/09 報告会「ゴーヤのエコクッキング」デュオ 
           ⑤啓発パンフレット作成 
     【事業対象者】会員・一般市民 

 
●ヒートアイランド現象緩和事業（みどりのカーテン設置事業②） 

     【内容】みどりのカーテン推進事業(大阪府補助金決定)独自実施 
          企画・立案・実施 

【実施場所・実施時期】 

①市内有志家庭で「みどりのカーテン」を育成・記録 
②10/27・28花とみどりのフェアで啓発事業実施 
③09/12「ゴーヤのエコクッキング」亥子谷コミュニテイセンター 
④記録・アンケート実施 
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⑤育苗 
     【事業対象者】会員・一般市民 
 

●ＣＯ２ダイエット 環境家計簿推進事業 
     【内容】 環境家計簿推進事業 「アジェンダ 21エネルギー部会」との協働 
          企画・立案・実施 
     【実施場所・実施時期】  ①07/31説明会     ②11/21中間報告会 
                  ③03/27結果報告会 「エコプレス」発行4回 
     【事業対象者】会員・一般市民 
     

●市内大学との協働 
     【内容】 市内大学の環境講座への参加 ゲストティーチャー 

【実施場所・実施時期】 ①7/6関西大学「食と環境」講座への参加  
ゲストティーチャー 

                  12/9エコクッキング講座実施 
                  ②大阪学院大学 ゲストティーチャー 
     【実施場所・実施時期】吹田市内 
     【事業対象者】 各大学学生        

 
●定例会・打ち合わせ 

     【内容】各事業の企画立案・検討・報告など 
     【実施場所・実施時期】吹田市内 2007年4月～2008年3月 
     【事業対象者】委員 
      
               
学習研修委員会 

●２００７年イオン・すいた市民環境会議 環境バスツアー 

【内容】 環境問題を考えるためのジャスコとすいた市民環境会議の 

共同環境バスツアー 

【実施場所】 午前：舞洲大型ゴミ焼却場(大阪市環境事業局)  

            午後：大阪南港野鳥園か海遊館  

【実施時期】２００７年 ４月 ７日（土）  
     【事業対象者】すいた市民環境会議会員とジャスコチアーズクラブ会員  
 
   

 ●自然クラフトで環境問題を考えよう 
【内容】 環境に優しい自然素材でのクラフトづくりを通して、環境問題を考

える 
【実施場所】 亥の子谷コミュニティセンター 
【実施時期】 ２００７年 ８月 ２８日  午前と午後 
【事業対象】 ジャスコチアーズクラブ家族 
 

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500部 

     【実施時期】51号～5６号（5月、7月、9月、11月、２月、４月発行） 

     【事業対象者】会員・関係者・一般市民 
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     【実施場所】亥の子谷コミセン、東佐井寺公民館 

●定例会 

     【内容】企画・立案・検討・報告など 

     【実施時期】～08年 3月 随時 
     【事業対象者】委員 

     【実施場所】亥の子谷コミセン、東佐井寺公民館 

 

200７年度収支報告 

２００７年４月１日～２００８年３月３１日 

勘定科目 勘定科目
前受会費

預貯金
　　UFJ
　　郵便局
郵便局定額預金 基本金

繰越金
前期繰越金
当期余剰金

合　　計 合　　計

貸　　借　　対　　照　　表 2008年3月31日現在

      借       方                   貸　　方

金　　額 金　　額
0 156,000

1,800,000 1,800,000

1,252,998
(855,998)
(397,000)

(572,744)
3,052,998 3,052,998

1,096,998
(524,254)

 

 
 

科目 科目

資産の部 負債の部 156,000

預貯金 前受会費

　　UFJ （負債合計）Ｂ
　　郵便局
郵便局定額預金

（資産合計）Ａ 正味財産Ａ－Ｂ

（うち基本金）
合　　計

  財  産  目  録 2008年3月31日現在

      借       方                   貸　　方
金　　額 金　　額

3,052,998
156,000

(397,000)
1,800,000

1,252,998

(855,998) (156,000)

3,052,998 3,052,998

2,896,998(3,052,998)
(1,800,000)
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収 支 計 算 書 

勘定科目(収入) 予  算 実　績 勘定科目(支出) 予  算 実　績

会費収入 250,000 254,000

事業収入 434,000 289,952 事業費 657,000 448,275

　会報委員会 (0) (0) 　会報委員会 (200,000)(176,271)

　まちなみ委員会 (28,000) (14,452) 　まちなみ委員会 (58,000) (25,828)

　学習研修委員会 (325,000) (182,800) 　学習研修委員会 (325,000) (174,776)

　生活環境委員会 (15,000) (11,500) 　生活環境委員会 (20,000) (10,000)

　生きもの委員会 (16,000) (7,500) 　生きもの委員会 (14,000) (0)

　対外活動収入 (50,000) (73,700) 　対外活動費 (40,000) (61,400)

特別会計 1,700,000 1,378,450 特別会計 2,297,000 1,062,474
　大木調査 (1,500,000) (1,304,250) 　大木調査 (1,897,000) (717,334)

  みどりのカーテン (100,000) (4,200)   みどりのカーテン (200,000) (285,140)

  市民協働発電所※ (100,000) (70,000)   市民協働発電所 (200,000) (60,000)

寄付収入 135,000 274,750 管理費 146,000 114,526

　旅費交通費 (1,000) (0)

　通信費 (30,000)(40,263)

　会議費 (5,000)(3,534)

　消耗品費 (30,000)(5,399)

　保険料 (30,000)(24,915)

　広宣費 (10,000)(9,800)

  会計処理費 (20,000)(20,000)

　雑費 (10,000)(615)

　会費 (10,000)(10,000)

雑収入 4,000 867 予備費 20,0000

余剰金 -597,000 572,744
合計 2,523,000 2,198,019 合計 2,523,0002,198,019

※　市民共同発電所の中には、千里山生協市民共同発電所設置への50,000円の出資(2008/1/28)および
　　50,000円の返金(2008/3/10)を含みます。  

                       

特別会計；大木調査詳細   

 

勘定科目(収入) 金 額 勘定科目(支出) 金 額 

寄付・補助金   報償費 130,000 

 吹田千里ライオンズクラブ 1,000,000 旅費 8,940 

 吹田市 304,250 マップ印刷費 504,000 

    道具・消耗品費 64,394 

    保険費 10,000 

合  計 1,304,250 合  計 717,334 


