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平成26年度 活動方針

「なにわエコ会議」は、市民、環境NGO/NPO、事業者、大阪市が一体となって、地球温暖化防止
活動をはじめ、さまざまな地球環境問題について取り組んでいきます。

「環境にやさしいライフスタイルの推進」、「企業の環境配慮行動の推進」、「行政の環境配慮行動
の推進」を活動の柱とします。

会員団体・役員団体との連携を強化し、協働した取組みを積極的に推進します。また、地域で取
り組んでいる環境活動を積極的に支援するとともに、あらゆる環境活動団体との連携・交流を深
めながらネットワーク化を図っていきます。

区等他団体主催のイベントに継続して参加協力するとともに、それら団体に対し「なにわエコ会
議」主催イベントへの参加協力を積極的に働きかけることにより、相互協力の強化を図ります。

地域における環境保全活動の支援や実践活動を通じた人材の育成を進めるなど、広がりがあり、
持続する着実な取り組みを推進します。

各部会の連携、部会活動の強化、会員間の情報交換や相互啓発を進めるとともに、地球温暖
化防止及びごみ減量等の推進に関する具体的なアイデアや発掘を行い、実践する諸活動の展
開を図ります。

「なにわエコ会議」の組織基盤の確立を図るための諸活動を展開し、活動内容について積極的
な広報活動等を通じて、「なにわエコパートナー」の拡大を図ります。広報活動については、費用
対効果を見極めたうえで実施し、インターネットの活用をより一層充実させます。
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平成２６年度重点事項（事業計画）

１ 「大阪市地球温暖化対策実行計画」を踏まえ、各部会の活動の強化・拡大を
図りつつ、なにわエコ会議として活動の充実を図ります。

４ なにわエコライフチャレンジシートなどを活用し、環境にやさしいライフスタイルを
推進します。

３ 副読本「おおさか環境科」を活用した普及啓発活動に取り組みます。

５ 地球温暖化防止に向け、市内企業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。

６ エコバッグの普及（レジ袋の削減）・ごみ減量活動などに積極的に取り組みます。

７ 会員団体・役員団体と協働した取組みを強化します。

２ 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。
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環境情報誌の発行

ホームページによる情報発信

○ 「なにわエコウェーブ」１８号・１９号を各８千部発行。

○ なにわエコ会議ウェブサイトにおいて、新着情報をこまめに更新し、イベント
開催予定や開催結果を迅速に情報発信した。

啓発用ＤＶＤや啓発ツールの活用

○ 地球温暖化防止ＤＶＤ「『地球のため』はわたしたちのため」や平成
２４年度から小中学校の教育現場に導入された副読本「おおさか環
境科」、エコ学習トランク等の啓発ツールの活用を図った。

なにわエコ会議参画団体との連携

○ 団体会員と協働した取組み件数 ： 47 件（３月末現在）
○ 協働で取組む延べ団体会員数 ： 延べ 124 団体（３月末現在）
○ 平成２６年度おおさか環境科教材編集員会に当会議事務局長が参加・

協力した。
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全 体 活 動

主要な環境イベントの運営手法の拡充

○ 各部会の定例会議（月１回）において、企画・運営に部会員の意見反映
○ 各部会横断した連携（協議・調整）
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会 員 数

平成25年度（3月末） 平成26年度（3月末）

個人会員 ５１ ５０

団体、NGO / NPO １４ １４

事業者団体 １０ １０

合 計 ７５ ７４

エコパートナー会員の状況
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○ レジ袋削減キャンペーン （11/9,15,16,22,23,29）
イトーヨーカドーあべの店、イオン野田阪神店、ダイエー京橋店、
グルメシティ旭店、イズミヤ今福店、ライフ下寺店、
イオンマーケット（ピーコックストア堂島黒須ウォーク店）、
おおさかパルコープ東中浜店、阪急オアシス高殿店 合計９店舗

（環境局、事業者、環境教育・啓発部会のと協働）

○ 風呂敷の包み方講座 （参加者約160人）
・北区役所市民交流プラザ （毎月第3金曜日）

（大阪市北部環境事業センターと協働）
・都島女性会 （5/12）
・あべの市民学習センター （11/8）

○ 研修会 （12/11） 大阪ガスNEXT21

エコ・エシカルライフの推進

エコライフ部会
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風呂敷の包み方講座
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エシカルスタイル講演会

○ 「オーガニックな衣・食の暮らし」
ーエシカルスタイル（環境や社会、人に配慮した消費行動）の提案ー

① 「幸せの食物語」 （2/ 8 梅田阪急ビル） （参加者３５人）
② 「幸せの布物語」 （2/28 〃 ） （参加者５６人）
③ 「幸せの野菜づくり」 （3/22 〃 ） （参加者３４人）
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○ 地域団体や他団体との協働・交流
・北区まちづくり交流会 メンバーとして参加
（登録団体：市民団体・企業・専門学校等２５団体）
毎月１回北区役所で定例会議
なにわエコ会議の活動報告（１/１５）

エコ・エシカルライフの推進
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エシカルスタイル講演会

エシカルスタイル（ethical style）は、倫理的、利他という意味で、環境や社会、
人に配慮した商品やサービスを購入することで、人や社会の利益に貢献する
ことができる生活様式をいう。
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環境教育・啓発部会

環境教育・啓発事業を積極的に推進

○ レジ袋削減キャンペーン （11月） －再掲ー
（環境局、事業者、エコライフ部会との協働）

○ 区等他団体主催のイベントに参加・協力
・大阪南港エコフェスタ （6/7 南港ATC） （参加者約150人）
・下水道展‘１４大阪 （7/24 インテックス大阪） （参加者約160人）
・なんばエコプロジェクト （7/27 ヤマダ電機LABIなんば） （参加者約130人）
・ECO縁日 （8/9,10 もと生き生き地球館付近）－台風のため中止
・すみよしエコフェスタ （8/13住吉区民センター大ホール） （参加者約130人）
・鶴見区民まつり （9/7 鶴見緑地ハナミズキホール） （参加者約170人）
・港区民まつり （10/12 八幡屋公園） （参加者170人以上）
・スミノエコロジー （11/9 住吉公園） （参加者約40人）
・第８回生物多様性連携フォーラム （12/23 グランフロント大阪）
（なにわエコ会議・大阪環境カウンセラー協会との協働）

（参加者約200人）
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大阪南港エコフェスタ

下水道展 ’14大阪

すみよしエコフェスタ

生物多様性連携フォーラム
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８月１２日エコ屋台
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１０月１４日エコ屋台

○ 「環境ふれあいひろば in 東淀川」 （11/8 東淀川区民ホール）
（参加者約190人）

（地域団体、環境活動団体、企業、エコライフ部会などとの協働）
（協力：大阪ひとり親家庭福祉連合会、東淀川区役所、市立小学校）
（大阪湾広域臨海環境整備センターからの助成金事業）

○ 「おおさか環境科」出前講座
＊大阪市内に小中学校に配布されている環境副読本「おおさか環境科」
を使った、親子参加の学習会。
・大阪環境カウンセラー協会との協働、大阪市立小学校（南港地区）協力

（8/14,15 南港ATCグリーンエコプラザ）
・「川の中の生き物を調べよう」（8/14午前）、「酸性雨って何？」（8/14午後）
「へらそう、ごみ」（8/15午前）、「電気はどこから来るの？」（8/15午後）

（参加者8/14: 28人、8/15:21人）
＊出前講座 大阪市立春日出中学校（11/8大阪環境カウンセラー協会）

（参加者約100人）
○ 研修会 （10/30 滋賀県あいとうエコプラザなど）

・菜の花プロジェクト、市民共同発電所と地域通貨

環境教育・啓発事業を積極的に推進
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環境ふれあいひろば

「おおさか環境科」出前講座
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節電・省エネコンペ

○ 内容：電力需要の抑制策や地球温暖化防止の一環として、事業者
（業種・規模を問わない市内の事業者）が、自主的な節電行動、
省エネ行動を競うものです。

（今回８事業者参加）

○ 表彰式・電力削減セミナー （3/10 南港ATCグリーンエコプラザ）
・表彰式
・電力の省エネルギー（エネルギー管理士）
・事業者の取り組み事例紹介（節電・省エネコンペ参加事業者）
・省エネ設備補助の情報提供（おおさかスマートエネルギーセンター）
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環境に配慮した企業部会
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節電大賞 大阪信用金庫

省エネ大賞 上島珈琲貿易㈱UEBO店

省エネ優秀賞 北川組

技術賞 日殿化学㈱

技術賞 ㈱ダイヘン配電機器事業部兼平工場

努力賞 ㈱KDP

奨励賞 ㈱ワイ・ドライブ

ユニーク賞 草川鉄工㈱

エネルギー管理士によるセミナー
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エコアクション２１スクールの開催

○ エコアクション２１の導入を支援するためのスクール
第1スクール：6/18, 7/18, 8/6, 9/17 参加事業者：11社
第2スクール：10/22, 11/27, 12/25, 3/26 参加事業者： 8社

※この内、9社については、エコアクション２１ CO2 削減プログラム(*)を
活用して、エコパートナーである支援相談人が戸別訪問し、省エネや
エコアクション21の構築を支援しました。

＊ エコアクション２１ CO2 削減プログラム
環境省が今年度からスタートさせた事業で、中小企業を対象に、
登録した支援相談人が5回の訪問により、省エネのアドバイスや
エコアクション21構築の支援を行うもので、事業者は無料で支援
を受けることができる。
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大阪市環境経営推進協議会（構成団体）との連携

大阪市環境経営推進協議会のセミナーや視察研究会の企画・運営に協力
○ 総会での講演会 （6/20 アークホテル大阪心斎橋）

テーマ：ドイツにおける環境最前線
○ 第1回セミナー：「省エネ・節電セミナー」 （8/29 あべのルシアス）

テーマ：照明の節電、世界トップレベルのエアコン、廃棄物処理
○ 視察研修会 （9/30 あべのハルカス）

内 容：環境関連施設（施設の環境配慮）
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EA21スクール

省エネ・節電セミナー


