
２０１９年度の活動報告



〇 委員総会及び理事会
２０１９年６月２４日（月） １３：１５～ 大阪市環境局 第１会議室

【審議事項】
・ 平成30年度 活動報告
・ 平成30年度 収支決算及び会計監査
・規約改正 （目的の拡充、組織の改編、生物多様性部会の新設）
・ 役員の選任 （企画・運営委員長の選任）
・ 2019年度 活動方針・事業計画（案）
・ 2019年度 収支予算（案）
➨ それぞれ、事務局原案どおり承認されました。
【報告事項】
（なにわエコ会議） ・レジ袋削減協定の締結 ・プラスチックごみ等の清掃活動への参加

・なにわエコウェーブ27号
（大阪市） ・おおさかプラスチックごみゼロ宣言（実施内容、削減目標）

・フードドライブ連携実施に係る協定
・福祉との連携による使用済み小型家電回収に係る協定
・地域・事業者との連携による新たなペットボトル回収・リサイクルシステム

2２０１９年度 なにわエコ会議

１．各種会議の開催



〇 第１回企画委員会
２０１９年６月１２日（水） １０：００～ 大阪市環境局 第1会議室
（議題） ・ 2019年度委員総会について
（報告） ・ レジ袋削減協定について ・クリーンUP作戦について ・なにわエコウェーブ27号

〇 第２回企画・運営委員会
２０１９年１０月９日（水） １０：００～ 大阪市環境局 第１会議室
（議題） ①企画・運営委員会の設置について ②生物多様性部会の新設

③今年度の主たる活動（なにわエコ会議賞、環境ふれあいひろば in浪速、
大阪エコバック運動（レジ袋削減協定）、CO2削減・プラスチックごみ削減コンペ、
なにわエコウェーブ28号

④新規啓発ツール「食べ残しNOゲーム」 ⑤ 2020年度事業計画概要(案）

〇 第３回企画・運営委員会
２０２０年３月３０日（月） １０：００～ 大阪市環境局 第1会議室
➨新型コロナウィルス感染拡大防止のため、書面開催
（議題） ・ 2019年度活動報告（案）について

・ 2020年度活動方針・事業計画（案）について
・ 2020年度暫定予算（案）及び事務局委託について

〇 事務局会議 （毎月開催） 〇 部会 （毎月開催）
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２．全体活動

4２０１９年度 なにわエコ会議



なにわエコ会議

２０１９年度重点事項（事業計画）

① 情報発信を強化し、会員団体・役員団体との連携を行うとともに、なにわエコ会
議の魅力や知名度を高め、若い世代の参加を促進するとともに、会員数や活動
参加者の増につなげていきます。

④ 地球温暖化対策など、市内で活動する事業者などと協働した取組みを推進する
とともに、大阪市環境経営推進協議会と連携を図ります。

② 「なにわエコ会議賞」を活用し、さまざまな環境活動を積極的に実践している個
人や団体を応援していきます。

③ 区役所などのイベント主催団体との相互協力を強化し、環境出前講座をはじめ
とする地域での環境教育・啓発活動を精力的に推進します。

5

⑤ 「大阪エコバッグ運動」や「天神祭ごみゼロ実行委員会」に参加し、地域ぐるみの
資源循環型社会の形成をめざした活動に参画します。

⑥ 市内で生物多様性保全に向けて活動する団体と連携、協働を行い、環境や生き
物の多様性を守る行動へつなぎます。

２０１９年度



２０１９年度年度全体活動

各種環境活動団体との連携、環境団体との交流・ネットワーク化

なんばエコプロジェクト（8月）、鶴見区民まつり（9月）、ガレージセール・イン・OSAKA TOWN（中止）、ECO縁日（11月）、愛光フェ
スティバル（11月）、大阪南港野鳥園・清掃活動（11月）、環境ふれあいひろば in 浪速（11月）、 「大阪市レジ袋削減協定」に基
づく「マイバッグキャンペーン」（12～2月）、エコライフセミナー（2月）、CO2削減・プラスチックごみ削減コンペ（6～11月）など

若い世代の参加の促進

2019大阪市子どもカーニバル（4月）、夏休み自由研究「おおさか環境科」（7月）、ガレージセール・イン・OSAKA TOWN（中止）、
ECO縁日（11月）、環境ふれあいひろば in 浪速（11月）、「食べ残しNOゲーム」出前講座（1～2月）など

環境情報誌の発行

○ 「なにわエコウェーブ」 ２８号（食品ロス特集）・２９号（プラスチックごみ削減特集）を各８千部発行

○ ホームページ：新規ページ作成(17p)・既存ページ更新(約40回)、 ○ ツイッター：発信(34回)、
○ メーリングリストによる情報発信(7回)、 〇 アクセス数：(52090ページ) (30410訪問者）、 LINEスタンプの普及

ホームページによる情報発信

啓発ツールの活用

協 働

○ 平成２４年度から大阪市立小中学校に導入された副読本「おおさか環境科」の教材編集委員会に参加・協力
○ 「食べ残しNOゲーム」：講習会の開催、小学校（理科特別授業）出前講座の実施
〇 啓発冊子の改定・活用：「省エネ事例集」（企業向け）・「楽しくかしこくエコライフ」（家庭向け）

〇 なにわエコ会議賞表彰：２０１９年度 ２５名（２０１８年度２９名、２０１７年度 １団体）
〇 環境団体等と協働した取組み件数：２０１８年度 ８３件 ➨ ２０１９年度 ６２件
○ 協働で取り組む延べ団体数：２０１８年度 １１０団体 ➨ ２０１９年度 １０８団体

なにわエコ会議 6２０１９年度
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第３回 なにわエコ会議賞

ー環境活動の実践に積極的に取り組んでおられる方を表彰する制度ー
今年度は２５名の受賞者：「環境ふれあいひろば in 浪速」において、表彰式（11/17）を行いました。

おおさか環境科でのご活躍
（11名）

夏休み自由研究「おおさか環境科」にお
いて、企画・運営・講師としてご活躍。
CHOVORA‼（大阪市立大学）
金丸由季佳氏 朱 世英氏 米本壮汰氏
松岡奈津子氏 湯原歩乃美氏 森實麗子氏
村上 萌氏 元浦菜緒氏 植田菜月氏
山根千佳氏 平野智基氏

大阪市エコボランティアでのご活躍
（5名）

市民の環境学習への貢献とオリジナル紙
芝居等創意工夫に満ちた活動でご活躍。

加藤 薫氏 加藤元樹氏 岩永圭司氏
木山正隆氏 野島和子氏

天神祭ごみゼロ大作戦でのご活躍
（9名）

ゴミが散乱しない会場維持のため、使い捨
てプラスチック容器からリユース食器へ切
り替えてもらう活動にご活躍。

山﨑博文氏 井上あゆ美氏 小野田実来氏
川上歩乃佳氏 中村里菜子氏 渕上梨桜氏
八木佑菜氏 八島彩音氏 安那優樹氏
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３．部会活動

・エコライフ部会・・・・・・・・・・・・P.9～p.15

・環境教育・啓発部会・・・・・・・P.16～p.29

・環境に配慮した企業部会・・・P.30～p.32

・生物多様性部会・・・・・・・・・・P.33

・その他（事務局関係）・・・・・・P.34～p.39
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エ コ ラ イ フ 部 会

〇 マイバッグキャンペーン（レジ袋削減キャンペーン） 12/10～3/25（18店舗）
ー市環境局、事業者、環境教育・啓発部会との協働ー

「レジ袋削減協定」締結スーパー等にて、マイバッグの配布などレジ袋削減に向けた啓発活動
を実施。同時に、アンケート調査を実施。➨2/21以降、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、延期

（６店舗実施）

＊「レジ袋削減協定」：大阪市、事業者、なにわエコ会議の３者が締結（２０１９年度締結）
（内容） ・レジ袋削減に向けた取組み

・大阪エコバック運動（エコバックを常に携帯する運動）の推進

協定締結事業者：１４事業者 （五十音順）

〇イオンリテール（株）近畿カンパニー 〇イズミヤ（株）
〇（株）イトーヨーカ堂 〇（株）エーコープ近畿
〇（生協）おおさかパルコープ 〇カナート（株）
〇（株）関西スーパーマーケット 〇（株）光洋
〇（株）コクミン 〇（株）ダイエー 〇（株）阪急オアシス
〇（株）平和堂 〇（株）マルヤス
〇（株）ライフコーポレーション

＊前レジ袋削減協定締結事業者：７事業者
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2019年度「マイバックキャンペーン」アンケート調査結果
【協力件数： ６店舗 ３００名】
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必ずもらう もらわない そのときによる

無料配布
のとき

ポイント等
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ごみ袋として使用
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（％）

エコバックは携帯して
いますか？

買い物時には、レジ袋を
もらいますか？

レジ袋をもらう理由は？
（複数回答可）

大阪市が進めている「大
阪エコバッグ運動」を
知っていますか？

今後、レジ袋をもらわな
いために、どのような方
法が効果的ですか？

（複数回答可）
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スーパーの店頭でのレジ袋削減啓発活動とアンケート調査の実施
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〇 エコライフセミナー 第1回「食品ロスを減らそう」（2/6） （参加者 ６２名）

①おはなし 「楽しくかしこくエコライフ」 （講師：エコライフ部会長 井上健雄）
なにわエコライフの冊子を使い、エコライフのコツを説明。

②ワークショップ 「食べ残しNOゲーム」
（講師：谷 美也子氏：大阪環境カウンセラー協会）

ゲームを通じて外食での食品ロスについて考えました。

〇 エコライフセミナー 第2回「身近なものを活用する災害への備え」（3/2）

（協力：大阪市食生活改善推進協議会 、（公社）大阪市ひとり家庭福祉連合）
①おはなし 「都市における災害への備えについて」

（講師：エコライフ部会長 井上健雄）
台風や異常気象などの際に、都市に住む私たちはどうすればいいのか？

②ワークショップ 「身近なものを活用しよう！」
新聞紙、段ボール、ビニール袋、ペットボトル、ツナ缶、スナック菓子など、
普段の生活で身近にあるものを、いざというときに活用するノウハウお紹介

➨ 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、延期

協力：
大阪市食生活改善推進協議会 ・（公社）大阪市ひとり家庭福祉連合

協力：大阪市食生活改善推進協議会 、（公社）大阪市ひとり家庭福祉連合
大阪環境カウンセラー協会
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第1回エコライフセミナー 「食品ロスを減らそう」

エコライフのコツ（井上部会長）

ワークショップ：講師 谷美也子氏
（大阪環境カウンセラー協会）

食べ残しNOゲーム
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〇 愛光フェスティバル （11/3 北区・愛光会館） 出展：「おやさいクイズ」 （参加者８０名）

（主催：（公財）大阪市ひとり親家庭福祉連合会 協力：なにわエコ会議）
「この野菜は、実を食べるのかな？葉っぱ？茎？根っこ？」

➨ ・「毎日食べていても案外知らないものだねえ」と大人も子供も真剣に考えてくれました。
・北会長も 笑顔でチャレンジ！！

おやさいクイズを通して、エコライフの啓発を行いました。
大阪市ひとり親家庭福祉連合会 北会長も笑顔でクイズにチャレンジされました



２０１９年度 なにわエコ会議 16

環境教育・啓発部会

〇 マイバッグキャンペーン （１２～２月、６店舗 （市環境局、事業者、エコライフ部会との協働 ）：再掲

〇 区等他団体主催のイベントに参加・協力（出展）

・ なんばエコプロジェクト 2019 「夏休みエコ体験＆工作教室」 （8/25 なんばスカイオ）
「手回し発電機で電車を走らせよう」「ガリガリプロペラづくり」 （参加者 １５０名）
➨大好評、子どもにつられて大人も参加、エネルギーの大切さを学ぶ

・鶴見区民まつり （9/8 鶴見緑地 ハナミズキホール） （参加者３００名）
（生物多様性部会との協働）

「生物多様性をクイズと展示で楽しむ」 「河川水生生物のパネルと標本展示」

・ ガレージセール・イン・OSAKA TOWN （9/12） ➨台風のため中止

・ ECO縁日 ：遊んで、笑って、体験して、ECOと縁をつなぐ一日（11/3 鶴見緑地公園）
（生物多様性部会との協働） （参加者 ２４５名）

「水生生物のパネルと標本展示」 「自然体験観察園のパネル展示」
➨・熱心に見て質問する人、感心や驚きを持っていただいた人がおり、
河川の水生動物の多様性への関心を少しでも持っていただいたと思う。
・展示方法をもう少し工夫する必要がある。
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〇 ２０１９大阪市こどもカーニバル （4/21 大阪城公園太陽の広場） （参加者 ３４５名）

（主催） 大阪市、大阪市子ども会育成連合協議会
（協力） なにわエコ会議、市青指協、市PTA協、ガールスカウト・ボーイスカウト等１９団体
（出展） 「手回し発電機で模型電車をGO」 「環境工作を楽しもう（エコクラフト）」

➨ 澄み切った青空の下、途切れなく、楽しんでもらいました。大好評、ありがとうございました。

エコクラフト 手回し発電機で模型電車をGO
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エコ縁日（水生生物の標本例）

エコ縁日なんばエコプロジェクト（出展ブース）

〃 （手回し発電機で電車を走らせよう）
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〇 夏休み自由研究 おおさか環境科 （7/20、21） （参加者 ５８名）

（協働） 大阪環境カウンセラー協会、大阪市立大学環境保護・国際協力サークル CHOVORA!!
🈟大阪科学技術館 （生物多様性部会との協働）

（内容） 大阪市が市立小中学校に配布している副読本「おおさか環境科」の中より、地球温暖化・
生物多様性・ごみ減量に注力してカリキュラムを構成 （４コマ ： 2時間/コマ）
講師：CHOVORA！！（大阪市立大学） 【 】内は、宿題提出内容を示す。

① 「川の中の生き物」：川の中の生き物の役割を学び、水のきれいさに準じて生きる
水質指標となる生物のデッサンを行う。ルーペで細かいところまで観察しよう。【水生生物のデッサン】

② 「へらそうごみ」：玉ねぎの染色液にエコバッグを漬けている間にプラスチックごみの被害や
ペットボトルの再生について学びましょう。 【たまねぎ染めのエコバッグ作り】

③ 「水や電気はどこからくるの？」：私たちの暮らしを支える水や電気は、どこから、
どのようにしてやってくるのでしょうか？ 【フルーツ電池】

④ 「水や電気はどこからくるの？」：私たちの暮らしを支える水や電気は、どこから、
どのようにしてやってくるのでしょうか？ 【電気工作イライラ棒】
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➨ ・大学生による講義は、近親感を持ち、身構えることなく、率直な意見がでやすい。
・講師以外の大学生は、興味を失いかけている子どもに話しかけるなど、フォローしていた。
・最初の座学（プラスチックごみ）の充実が必要である。
・出来上がったエコバッグには、参加者・保護者も満足そうに見えた。
・学生の説明が短く、少しわかりずらかった。
・一つのグループだけ、失敗に終わったのが残念。（フルーツ電池）
・イライラ棒をつくるのは、難しすぎやけど、楽しくできてよかった。
・回路の仕組みがわかったという模範的な回答に会場が沸いた。

たまねぎ染めエコバッグ

フルーツ電池

水生生物のデッサン

電気工作イライラ棒

ふりかえり



２０１９年度 なにわエコ会議 21

〇 環境ふれあいひろば in 浪速 （11/17 浪速区民センター） （参加者 ３７４名）

【大阪湾広域臨海環境整備センターからの助成金事業】

≪「ナニワふれあいスタンプラリー」、「マラソンピクニック」、「都市の災害に備えよう（大阪府）」との同時開催≫

（主催） なにわエコ会議、浪速区役所、浪速区体育厚生協会、市コミュニティ協会浪速区支部協議会、市、府
（エコライフ部会、環境教育・啓発部会、環境に配慮した企業部会、生物多様性部会の協働事業）

（参加・協力団体） ガールスカウト大阪府連盟、大阪ガス㈱、シニア自然大学校、環境事業協会、
なにわエコクラブ、市ひとり親家庭福祉連合会

（内容） ◎ 「2019年度なにわエコ会議賞」表彰式
◎ 出展ブース
① おやさいクイズ （エコライフ部会）
② 家庭ごみ減量クイズ （環境教育・啓発部会）
③ 手回し発電で電車を走らせよう！ （環境に配慮した企業部会）
④ 水生生物を見てみよう！ （生物多様性部会）
⑤ 木の実や枝で自然工作 （シニア自然大学校）
⑥ 生活行動を見直してCO2を減らすボードゲーム （大阪ガス㈱）
⑦ 考えようゴミ問題クイズに挑戦！ （ガールスカウト大阪府連盟）
⑧ 作って楽しく遊んで発見 （なにわエコクラブ）
◎ スタンプラリー（なにわエコ会議オリジナルファイル）、アンケート調査
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➨ ・小さな子どもさんのいるご家族、お友達同士の小学生など多くの方が来場されました。
・開催前の広報が不十分だった。（なにわエコ会議、浪速区民センター、大阪市の広報）
・子どもたちの参加が少なかった。広報のあり方について、検討が必要。

小小さな子どもさんのいるご家族、お友達同士の小学生など多くの方が来場されまし子どもさんのいるご家族、お友達同士の小
学生など多くの方が来場されました小さな子どもさんのいるご家族、お友達同士の小学生など多くの方が来場されました

浪速区民センターの正面玄関 受 付 （ひとり親家庭福祉連合会） スタンプラリーゴール

ふりかえり
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なにわエコ会議賞表彰式（花嶋会長挨拶） 表彰状授与 受賞者と花嶋会長、西村副会長

①おやさいクイズ（エコライフ部会） ②家庭ごみ減量クイズ
（環境教育・啓発部会）

③手回し発電で電車を走らせよう
（環境に配慮した企業部会）
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④水生生物を見てみよう！
（生物多様性部会）

⑤木の実や枝で自然工作
（シニア自然大学校）

⑥生活行動を見直してCO2を減らす
ボードゲーム （大阪ガス）

⑦考えようゴミ問題クイズに挑戦！
（ガールスカウト大阪府連盟）

⑧作って楽しく遊んで発見
（なにわエコクラブ）

スタンプラリー景品（オリジナルファイル）
（環境にやさしい素材のファイル）
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２０１９年度「環境ふれあいひろば in 浪速」アンケート調査結果
（回答者数：136名内訳：男 37名 女 99名)

0 20 40 60 80 100 120

①

②

③

④

⑤

3. 知っている環境問題は

どれですか？

① 地球温暖化

② ごみ

③ ヒートアイランド

④ 生物多様性

⑤ 大気汚染
人

4. SDGs（持続可能な開発目標）という
言葉を知っていますか？

はい

いいえ47%
53%

5. プラスチックごみが海を汚したり、生き物に

影響を与えていることを知っていますか？

はい

いいえ

0 20 40 60 80 100 120

①

②

③

④

⑤

6. 日頃の生活における環境保全行動

はどれですか？

人

①使わないときは、水道
の蛇口を閉める

②ごみは、資源ごみな
どに分別する

③使わない時は、テレ
ビや照明を消す

④買い物のときは、マ
イバッグを持っていく

⑤家で、緑のカーテン
など花や木を育てる

8%

92%
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7. このイベントを主催している

「なにわエコ会議」を知っていますか？

いいえ

はい

54%

46%

0 10 20 30 40 50 60 70

①

②

③

④

8. このイベントを何で知りましたか？

①区広報紙

②ちらし

③ホームページ

④知り合い
から聞いた

人

0 10 20 30 40 50 60 70

①

②

③

④

9. 今日のイベントで、どのブースが

楽しかったですか？

①工作のブース

②実験のブース

③クイズのブース

④展示のブース

人

10. このようなイベントに、また、

参加したいですか？
①友達や
家族を誘っ
てまた参加
したい

②暇だった
ら参加した
い

③いいえ

62%

35%

3%



２０１９年度 なにわエコ会議 27

〇 🈟 「食べ残しNOゲーム」出前講座 （1～2月） （参加者 ３４９名）

（なにわエコ会議・大阪環境カウンセラー協会・大阪市立小学校５校との協働）

■ ２０１９年度 「理科特別授業」として実施
・「食べ残しNOゲーム（小学生が考えたカードゲーム）」や講義を通して、食品ロス
を分かりやすく学び、その後、自分は何ができるかを、友達と意見を交わしなが
らまとめ、グループごとに発表する。
・本田小学校には、興味を示された大阪市教育委員会が視察に来られました。

■ 参加校と実施回数、受講児童数 （６年生） ■ 授業の流れ

学校名 回数 受講児童数

長吉南小 (1/10) ２ ５５

本田小 (1/17) ３ ８５

南田辺小 (1/21・22) ４ １２４

御幸森小 (1/29) １ ２１

大隅西小 (2/10) ２ ６４

① 挨拶、スタッフ紹介
② ゲームの説明・練習・本番
③ 講 義（食品ロス：谷美也子氏）
④ グループディスカッション

「食品ロスを減らすために、
私たちは何ができるか？」

⑤ グループで出た意見を交流
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アンケート調査結果

0 100 200 300 400

楽しかった

まあまあ

難しかった

ゲームについて

人

0 50 100 150 200 250 300

途上国の食糧難と日本の食品ロス

消費期限と賞味期限

SDGｓ

今日の授業で分かったこと

人

（n = 345）

（n = 286）

0 20 40 60 80 100 120 140 160

食べ残しをしない

余計なものは買わない

食べられる量だけ注文（バイキングも）

好き嫌いをなくす

過剰除去しない（食べられるところ）

自分は何ができますか？

人

（n = 416 複数回答可）

（その他の意見）

・ 協力を呼び掛ける
・ 自分の食べられる量を知っておく
・ 自分のアレルギーを知っておく
・ 新製品に飛びつかない
・ 賞味期限・消費期限の近いものから食べる
・ 余ったら持ち帰る
・ 給食の配膳方法の工夫（量の調整）



➨ ・児童へのアンケートの結果、楽しく学ぶという目標は達成できた。
・世界の食糧事情については、初めて知ったという声が多かった。
・食品ロスについては、自分は何ができるかを考えた児童が多く、食品ロスの問題を我がこととし
て捉えられていた。
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講義（講師：谷美也子氏） 食べ残しＮＯゲーム アンケート調査
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環境に配慮した企業部会

〇 エコアクション２１スクール（参加者 第１スクール：９社 第２スクール：６社）

・ エコアクション２１（環境省策定の環境経営システム）の認証取得及びレベル
アップのための4日間のスクール（集合勉強会）です。
□ 第１スクール 6/12,  7/10,  8/7,  9/11
□ 第２スクール 10/9,  11/13,  12/11,  1/15

➨ エコアクション２１認証取得を目指して参加した方、レベルアップのために参
加された方、それぞれですが、皆さま熱心に受講されていました。
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〇 ２０１９年度 CO2削減コンペ・プラスチックごみ削減コンペ
（共催 ：大阪市環境局 協力 ：大阪市環境経営推進協議会）

• 地球温暖化の緩和とｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸごみの削減への事業者の取組として、「CO2削減コンペ」と
「プラごみ削減コンペ」を実施し、自主的積極的な推進を期待するとともに、優秀な事業者を表彰しました。

・取組期間： 2019年7月～9月（3か月間）
・応募事業者： ３６事業所
・審査会 ： 2020年1月7日
・結 果 ：下 表（大賞、優秀賞：大阪市長、なにわエコ会議会長の連名による表彰） ： ２事業所

（優良賞～プラごみ削減努力賞：なにわエコ会議会長表彰） ： ９事業所
・ 表彰式・セミナー： 2020年3月2日（中央公会堂） ➨新型コロナウィルス感染拡大防止のため、中止

表 彰 名 事 業 所 名 コ メ ン ト

大賞 株式会社KDP 電力・ガソリンの大幅削減、プラごみの「３ない：買う、捨てる、持込み」運動で成果

優秀賞 オリオン建設株式会社 会社全体でのCO2ゼロ達成と自転車利用のエコポイント等ユニークな取組み

優良賞
株式会社つくし巧芸 働き方改革とEA21の取組みと連動させた工夫により、電力の大幅削減

尾中税務会計事務所 空調装置の省エネ対応や吹き出し口への無動力プロペラ等による大幅削減

努力賞

大山印刷株式会社 事務所での消灯等の取組みやプラごみの手作りでわかりやすい分別表示

大阪信用金庫 業務見直しと未達成時の改善書などの仕事の効率化と継続的な設備更新

株式会社中島大祥堂本社工場 ボイラーの効率運転やオーブンの生産効率向上、包装フイルムロス削減

西日本三菱自動車販売株式会社 本社 照明の個別スイッチなどの工夫と販売活動の効率化によるガソリンの大幅削減

プラごみ削減努力賞

タケナカキカイ株式会社 文具や工具に天然素材を選択するなど、プラごみ削減の取組み

株式会社イヌイエコシステム ４M運動（マイ箸、マイバッグ、マイボトル、マイカップ）などのプラごみ削減

梅南鋼材株式会社 昼食費補助による弁当利用率向上などによるプラごみ削減
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新型コロナウィルス感染拡大防止のため、開催延期

大阪市と連名表彰の2企業には、

大阪市環境局 井原優子部長が訪問し
て表彰状をお渡ししました。

株式会社KDP

オリオン建設株式会社

電力・ガソリンの大幅削減、プラごみの
「買わない！捨てない！もちこまな
い！」運動での成果が評価されました。

会社全体でのCO2ゼロ達

成と自転車利用のエコポイ
ント等ユニークな取組みが
評価されました。



２０１９年度 なにわエコ会議 33

生物多様性部会

〇生物多様性部会員の募集・勧誘 （2019年6月設置）
（事業計画） ・大阪市内での生物多様性の発見と保全行動の推進に向け、

活動団体、企業の取組を促進するために、市、活動団体、企業
と連携した活動を推進します。
・部会を設置し、具体的な取組み内容を検討します。

〇生物多様性の保全に向けたネットワーク会議への参加（2回）
①11/21 議題「新たな連携・協働の仕組み、取組みについて」
ファシリテーター：府大・平井規央教授 参加：7活動団体ほか

②12/18 講演「海洋プラスチック問題と生物多様性」
講演：環境科学研究センター 中尾賢志研究員 参加：7活動団体ほか

〇イベントへの参加・出展
①夏休み自由研究「おおさか環境科」（7/20） 「川の中の生き物」：再掲

（環境教育・啓発部会との協働） （参加者７名）
②エコ縁日（11/3） 「河川水生生物の標本展示」（参加者親子約１４０人）
➨熱心に見て質問する人、形態や生態に関心・驚きをもった人など、
関心を少しでも持っていただけたと思う。

③環境ふれあいひろば in 浪速（11/17） （参加者 親子約５０名）
「河川水生生物の標本展示」「生物と環境に関するパネル展示」
➨幼虫と成虫の違い、拡大鏡での観察、昆虫の足の数、ゲンジボタル
の幼虫の形態、採取方法など、関心を持っていただいた。

〇調 査（今後の活動の可能性） （9/11）
・大阪市が実施の「小学校生き物さがし調査」を視察した。
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事務局関係

〇 出前講座の拡充
・中央区食生活改善推進員協議会 （3/3） （於：中央区民センター）
「食品ロスと食べ残しNOゲーム」
講師：谷美也子氏（環境教育・啓発部会、大阪環境カウンセラー協会）
➨ 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、休止

〇 人材育成
・🈟食べ残しNOゲーム講習会 （12/24 1/15）

食べ残しNOゲーム進行役（マスター）を養成する。
環境教育・啓発部会、エコライフ部会、生物多様性部会参加

〇 大阪南港野鳥園清掃活動に参加
（11/9） （参加者 ７名）

連合大阪大阪市地域協議会（構成団体）
環境活動「貴重な渡り鳥の飛来地を守ろう！」
に参加しました。（環境局をはじめ7名参加）
全体で、15団体 約150人が参加しました。
思ったほどの多くのプラスチックごみに驚き！
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〇 他の環境団体主催のイベントへの協力
• 天神祭ごみゼロ大作戦：天神祭ごみゼロ大作戦実行委員会への参画

（①エコステーションの運営 ②露店のリユース食器への変更 ③散乱ごみの清掃活動）
➨ボランティアリーダー９名に対して、なにわエコ会議賞を授与する。

• ごみ減量市民リーダー連続セミナー 「ゼロ・ウェストへの道」 （9月～1月：５回）
（主催：大阪ごみ減量推進会議 共催：大阪市 協力：なにわエコ会議）

・ ごみ減量は今や世界の人々の約束事です。最終的に目指すところは、ゼロ・ウェスト =ごみや無駄を
なくすこと。その実現に向けて動き出している国内外の事例を交えて、多角的にごみゼロの道を探る。

•みんなでSDGｓチャレンジ （10/20） 主催（一社）ガールスカウト大阪府連盟
・子どもも大人も一緒に学べるブースが盛りだくさん！
・イベントに参加して、私たちにできることを一緒に考えましょう！

➨イベントの広報協力をきっかけに「環境ふれあいひろば in 浪速」への出展が実現
「考えようゴミ問題クイズに挑戦｝

• ごみ減量市民交流会２０２０ （2/14） ： 「ごみのないまちづくりに向けて、学び合い、語り合おう！」
・ 主催：大阪ごみ減量推進会議 共催：大阪市 協力：なにわエコ会議
・廃棄物減量等推進員、自治体のごみ減量担当職員、市民、事業者が一堂に会し、「ごみゼロ大阪」
に向けた情報交換・意見交換を行う。
「地域に根ざした市民、事業者、行政の協働をどう作るか」 「プラスチックごみゼロをめざして」
「食品ロスを減らすには」 「雑ごみの集め方・出し方」
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〇 ネットワーク会議等への参画

■ おおさか環境ネットワーク会議 （大阪市） ： 事務局
・市内を活動拠点とする活動団体間のネットワークを拡充するとともに、活動の場を提供するなど各団体の活動の
活性化を図る。
・例 ： ECO縁日（11/3）への出展、各団体による出前講座の発表会など

■ 生物多様性保全に向けたネットワーク会議 （大阪市） ： 生物多様性部会長
・生物多様性に関連する様々な主体（市民、環境NGO/NPO、民間事業者、研究機関、教育機関、行政）が集い、
情報を共有し、つながりを拡げ、強める。
・例 ： 11/18 取組方向・団体同士の協働等、 12/18 講演会等「環境プラスチック問題と生物多様性」

■ ステークホルダーズミーティング （大阪市・国連環境計画国際環境技術センター・地球環境センター）
： 環境に配慮した企業部会長

・ SDGｓの取組みの海外での実践や発信について検討する。

・ プラスチックごみ対策について、企業や企業団体等の取組についての紹介と意見交換（10/30、3/2）

■ おおさか環境科教材編集委員会 （大阪市） ： 事務局長
・環境教育の取組みを一層推進するため、小・中学校における教材「おおさか環境科（副読本）」を編纂するため、
「おおさか環境科教材編集委員会」を開催し、毎年、内容の充実、更新を図る。（7/18、9/20、12/18）
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地球温暖化防止活動環境大臣表彰受賞

• なにわエコ会議の構成団体である「大阪環境カウンセラー協会」が、「みんなで考え
よう！環境のこと 高齢者・障がい者施設等出前講座」に対して、第22回令和元年
度環境大臣表彰を受賞されました。
（受賞理由）

2012年より環境情報に触れる機会が少ない
高齢者や障がい者に対し、ゲームや紙芝居、
クイズ、人形劇などの多様な手法を通して、
環境を学べる出前講座を開催。
（2019年3月末時点実績）

82事業所において出前授業 延べ2,216名 出典：環境省

第２回環境カウンセラー環境保全活動環境大臣表彰受賞

・なにわエコ会議「環境に配慮した企業部会長（大阪環境カウンセラー協会）」の
宇田吉明氏が、特に優れた環境保全活動を行った環境カウンセラーとして、
環境大臣表彰を受賞されました。 （3月16日環境省報道）
（受賞理由） 地域の環境団体が連携して作る「なにわエコ会議」のＣＯ２削減コンペ事
業に企画・運営責任者として11年携わるほか、多くの環境ビジネス書の執筆、テレビ
出演、エコアクション２１審査員など、幅広い分野で活躍した。

〇表彰関係
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２０１９年度 大阪市環境表彰受賞（表彰式：2月12日）

■ 飯田哲也氏（なにわエコ会議環境に配慮した企業部会）
（受賞理由） 環境省登録の環境カウンセラーとして、なにわエコ会議のエコパートナーである「大阪環境

カウンセラー協会」の会員として、また、「大阪市環境経営推進協議会」の事務局長を務め
るなど、積極的に環境普及活動に取り組んでおられます。
市民向けの講座やイベントなどでは、環境落語など、楽しみながら学べるツールを考案
され、環境学習の普及に取り組んでおられます。
また、「エコアクション２１スクール」の企画・運営・講師を務め、その普及に貢献されて
おられます。

■ 山口百合子氏（大阪府民環境会議：構成団体）
（受賞理由） 天神祭ごみゼロ大作戦実行委員会副会長などを務め、資源循環のライフスタイルを一人

でも多くの方と実践する取組みとして、天神祭ごみゼロ大作戦を実施されています。
また、天神祭ごみゼロ大作戦を通じて、今後環境分野で幅広く活躍が期待できる
ボランティアリーダーの育成に取り組まれています。

■ 株式会社サクラクレパス（大阪環境経営推進協議会会長：構成団体、なにわエコ会議副会長在籍企業）
（受賞理由） 水彩絵具のチューブには鉛を使用しないなど環境に対応した商品を多数開発されています。

また、写生大会を開催し自然と触れ合いながら芸術を楽しむ機会を創出されているほか、
美術教育に関するさまざまな研究会活動や展示会を開催・支援し、「サクラアートミュージア
ム」の美術館活動など、豊かな文化を創造するための活動に取り組まれています。
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会 員 数 （２０１９年３月末現在）

２０１８年度 ２０１９年度

個人 ３９ ３５

団体、NGO/NPO １０ ９

事業者団体 ９ ９

合 計 ５８ ５３

エコパートナー会員の状況


