
第 1号議案 

平成２３年度事業報告 

NPO 法人愛のまちエコ倶楽部 

 

 あいとうエコプラザ菜の花館が、２３年度から東近江市の指定管理制度に移

行し、ＮＰＯ法人愛のまちエコ倶楽部が指定管理業者となって１年目を終了し

た。これまで行政から委託を受け、事業を分担しながら運営を手助けしてきた

が、指定管理により全体の運営管理を実施することになった。戸惑いもあった

が大きな問題もなく運営することが出来た。 

 館の維持管理事業以外に廃食油の回収・ＢＤＦの製造販売・もみがら回収・

くん炭の製造販売・企画展示事業などの事業を、総合的に地域資源の有効活用

と資源循環の観点から推進してきた。 

 また、視察研修事業や菜の花栽培推進事業並びに各種体験事業を自主事業と

して実施してきた。 

 

 さらに、農地温暖化対策事業・雇用創出事業・エコツーリズム開発事業・菜

の花栽培推進事業等のいくつかの委託補助事業も実施してきた。 

 

（１）指定管理事業 

（１）-1 炭化プラント維持管理および運営 

  炭化プラントの稼働日数は 151日で、くん炭は 100L袋 3,826個、40L袋 372

個を製造した。昨年までの課題として、年間を通じて安定した籾がらの確保

が挙げられていたが、カントリーからの籾がら搬入回数も 272回と昨年実績

を上回り、原料確保の安定化が図れた。 

  炭化プラントのメンテナンスは、炉内の腐食による水漏れ修繕・パドル交

換と、ボイラー不具合の修理を実施。また職員によるプラント排気口フィル

ターの掃除を実施した。 

 

（１）-2 ＢＤＦプラント維持管理および運営 

  ＢＤＦプラントの稼働日数は 149日で、精製量は 10,117ℓであった。Ｂ５の

供給体制づくりの遅れが影響し、精製量は昨年度から伸びなかった。 

ＢＤＦプラントのメンテナンスを２回/年、ＢＤＦ品質検査を２回/年実施。 

 ＢＤＦプラント運営に伴う市内廃食油の受入れ搬入量は２７，３５３Lとなっ

た。ＢＤＦの利用が少なかった為、限られた廃油の受け入れ容量の中で管理

することが求められた。 



（１）-3 施設の維持管理 

① 法令に基づく保守点検業務 

  ・受水槽清掃及び水質検査   …年 1回実施 

   ・消防用設備等点検      …年 2回実施 

   ・合併浄化槽保守点検     …年 3回実施 

   ・自家用電気工作物保安点検  …年 12回実施 

    ・電気系統連動試験      …年 1回実施 

 

② 清掃業務 

・職員による館内床清掃、ゴミ処理、トイレ清掃 …開館日毎朝実施 

   ・職員による床のペンキ塗り、汚れ落とし等大掃除  …年 1回実施 

   ・職員による花壇整備、外回りの草刈り       …随時実施 

   ・専門業者による床磨き              …年 2回実施 

   ・専門業者による窓ガラス清掃           …年 2回実施 

 

（１）－4 菜の花プロジェクト推進事業 

 

     ① 菜の花エコフェスタの開催 

     4月 17日（日）に菜の花館前で「菜の花エコフェスタ」を開催。 

    ＮＰＯや市民団体、企業などの環境活動に関するパネル展示や、ブース

出展を行った。菜の花ウォークなどで地域の菜の花畑を散策してもらう

などの企画も行い、500人以上の来場者があった。 

 

   ② 全国菜の花学会・楽会の開催 

     菜の花プロジェクト発祥の地として毎年行っている「全国菜の花学

会・楽会」を 2月 12日（日）愛東コミュニティセンターを会場にして開

催した。全国各地から 257名の来場があり、菜の花プロジェクトの普及

にもつながった。菜の花館を中心に、菜の花プロジェクトネットワーク

や東近江市生活環境課、農林水産課、観光物産課、商工会議所、まちづ

くり協議会、滋賀県生協連など、各団体と連携した開催が出来た。今年

は菜の花プロジェクトと東北の農地の復興を結びつけたテーマで行い、

東北大震災と原発事故からの避難者を招待した。 

 

（１）－5 広報活動等 

   ① 企画展示     

イ．愛東中学校工作展示 



      ロ．菜の花エコフェスティバルと同時に開催した「菜の花川柳」

の展示・投票を行った。 

 

（２）受託事業 

（２）-1 エコツーリズム開発事業 

 農業等地域資源を見なおし資源活性化を図るため、体験メニュー・地域食・

民泊等を組み込んだツーリズムの推進を掲げ、教育旅行も加えた農家における

民泊の推進をはかった。 

 

 （２）-2 雇用創出事業 

  地域の自給力・創富力を高めるためコミュニティビジネスの推進や情報サ

イトの立上げ、市民活動への資金調達の検討等を実施。 

  

（２）-3 菜種栽培推進事業 

  菜の花の栽培推進を行政中心に実施されてきたものを、指定管理に移行し

たこの機会に、窓口業務を当エコ倶楽部に移行。栽培推進の向けて刈取り・

播種両面から検討。栽培委託金の適正配分を実施した。 

 

 （２）-4 農地温暖化対策事業 

  テスト農場において、もみ殻くん炭・堆肥を混入し、その混入割合から発

生する指定作物並びに土壌ガス成分の変化を測定する実験を受託。一部をク

ールベジタブルとして販売しその反応を聞き取る事業も実施。 

  最終的には、農地における炭素固定の可能性を探る事業となる。 

 

  

（３）自主事業 

 

（３）-1 視察研修事業 

  年間の視察団体 145、視察者数 3,083人の来館があった。 

 うち、市内団体は 21、人数 726人であり 8割以上は市外からの来館であった。

市内小学校への環境学習は延べ人数 477名へ実施できた。来館者がピーク 

からすると下げ止まり感があるが減少傾向ではある。 

 

 （３）―２ 菜種関係設備 

 菜種の乾燥調整設備の運営・維持管理を行い、平成 23年度の東近江市産菜種 

約 17ｔの荷受を行った。 



搾油施設では、東近江市産菜種の搾油で１６６７ℓの菜種油を生産、うち 963 

ℓを市内学校給食へ供給した（菜の花給食）。 

 

（３）－３ 体験事業 

  農業を中心とした地域の資源を活用した様々な体験メニューを「田舎もん

体験」という名称で企画実施している。 

  米作りなどは、手植え・手刈り・はさ掛けなど昔ながらの方法で、農薬等

に頼らない農法で体験していただいている。味噌体験などは、無農薬の大豆

栽培から、昔ながらの味噌づくりにつなげて、味などほんものの良さを喜ん

で頂いている。反面、参加者が定員に達しないことが多く、その内容と広報

活動を再検討すべきとも思える。 

梨・ぶどうなど古くからの地域の特産品は年数に伴って高齢化が進み、後継

者問題を抱えている。体験から始まった企画であったが、新規就農を目指す方

の相談を増えてきて、２３年年度から事業として、果物の新規就農窓口業務も

スタートさせた。結果として梨の新規就農が１件決まった。 

 



  

 

                         

１． 会議の開催 

種  別 日時及び会場 議 案 等 

平成２３年度 

総会 

平成２３年５月２１日（土） 

１９：００～２０：２０ 

於 あいとうエコプラザ菜の花館 

出席    ２４名 

委任状提出 ２２名 

１．平成 22年度事業報告について 

２．平成 22年度収支決算報告について 

３．平成 2３年度事業計画（案）について 

４．平成 2３年度収支予算（案）について 

５．役員の選出について 

第６６回理事会 平成２３年４月４日(月) 

１９：３０～２１：００ 

於 あいとうエコプラザ菜の花館 

１. 平成 22年度決算報告について 

２. 平成 23年度総会について 

３. 役員並びに運営体制について   他 

第６７回理事会 平成２３年５月１１日(水) 

１９：３０～２1：３０ 

於 あいとうエコプラザ菜の花館 

１. 平成 23年度総会について 

２. 平成 23年度収支予算（案）について 

   他 

第６８回理事会 平成２３年７月１４日(木) 

１９：３０～２１：３０ 

於 あいとうエコプラザ菜の花館 

１.事業報告について 

２ 当面の事業計画について 

３ 研修事業の現状と対策について  他 

第６９回理事会 平成２３年８月８日（月） 

１９：３０～２１：３０ 

於 あいとうエコプラザ菜の花館 

１.当面の事業報告について 

２ 当面の事業計画について 

３ エコライフ事業について     他             

第７０回理事会 平成２３年９月８日（木） 

１９：３０～２０：４０ 

於 あいとうエコプラザ菜の花館 

１.当面の事業報告について 

２.当面の事業計画について        

３ 収穫祭について         他 

第７１回理事会 平成２３年１０月１２日（水） 

１９：３０～２１：３０ 

於 あいとエコプラザ菜の花館 

１. 運営委員会の在り方について 

２. 上半期の決算について       他 

第７２回理事会 平成２３年１１月２４（水） 

１９：３０～２１：３０ 

於 あいとうエコプラザ菜の花館 

１. 事業報告について 

２. 当面の事業計画について      他    

第７３回理事会 平成２３年１２月１９日（水） 

１９：３０～２１：0０ 

於 あいとうエコプラザ菜の花館 

１. ステップアップセミナーについて 

２. 田舎もん体験 2012について      

   他 

第７４回理事会 平成２４年３月１５日（木） 

１９：００～２１：２０ 

於 あいとうエコプラザ菜の花館 

１．今年度決算見込について 

２．平成２４年度事業計画について 

３．田舎もん体験 2012について     他 

 

 

２． 会員状況（平成２４年３月３１日現在） 

① 会  員 個人･･･７０人 団体･･･３団体 

② 賛助会員 個人･･･ ０人 団体･･･０団体 

 



事業内容 実施・開始 実施・修了 参加者等

刈取り・選別・乾燥・保存 ６月から３月 周辺田んぼ・菜の花館

搾油・委託搾油 通年 菜の花館

視察・体験学習（ろうそく・ＢＤＦ・搾油） 通年 菜の花館 3083名

菜の花学会・楽会 2月12日 コミセン 257名

菜の花エコフェスタ 4月17日 菜の花館周辺 500名

エコせっけん作り・河川の水質観察 通年 菜の花館・周辺

里山の整備　月１回を継続実施 毎月 百済寺本町

たんぼ・オーナー田 手植え・除草・手刈り・はさがけ 4月から11月 菜の花館周辺 10組

たんぼ・エコ倶楽部 米ぬか農法（みどり豊） 4月から11月 菜の花館周辺 ―

たんぼ・アート 古代米でアート・減農薬(ヒノヒカリ) 4月から10月 菜の花館周辺 ―

お茶ぱーず お茶園の復活体験・外町 5月から10月 愛東外町 5組

チャレンジ畑 共同による畑作業 通年 菜の花館周辺 4組

スイカ物語 角井スイカ　生産者との共同作業 ４月から８月 百済寺本町 3組

梅体験 梅の収穫と梅干しづくり 7/9・17 大覚寺・菜の花館 7組

ブルーベリー ブルーベリー収穫・ジャムづくり 7/17・8/7 愛東外町 9組

味噌づくり 無農薬の大豆栽培と伝統味噌づくり 7月から２月 菜の花館周辺 15組

たくわんづくり 無農薬ダイコン栽培とたくあんづくり ９月から１２月 菜の花館周辺 6組

落花生収穫 生産農家における落花生収穫体験 10/23 上中野町 20組

ぶどう物語 農家におけるぶどうづくり年間コース 5月から10月 愛東外町 10組

愛エコ梨倶楽部 ２梨園の共同運営事業　第３園支援事業 通年 妹・鯰江・百済寺 15組

果樹新規就農支援 通年 菜の花館 4名

ホームページ 更新管理・随時 通年 菜の花館

ＮＰＯ通信 年２回発行 8月・1月 菜の花館

田舎もん体験チラシ 年間計画　広報 3月 菜の花館

助成金セミナー おうみネットワークセンター（発表） 10月15日 大津市 200名

まちづくりフォーラム 東近江市（発表） 11月20日 市内・五個荘 30名

協働フラットカフェ おうみネットワークセンター（発表） 11月22日 草津市 20名

ほんものフォーラム 全国ほんもの体験フォーラム（発表） 12月3日 長浜・市内五個荘 30名

農村の再生

田
畑
の
再
生

事業名

広
報
事
業

菜の花エコプロジェクト

水とくらしの再生

山の再生

３．事業関係事項

特定非営利活動にかかる事業一覧表
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