
平成２７年度の活動報告について

平成２８年６月２７日

なにわエコ会議

資料 １



１．各種会議の開催
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・理事会及び委員総会
６月３０日（火）10時～12時15分 大阪市環境局第１会議室

・企画委員会
６月１１日（木）10時～11時45分 環境活動推進施設

・企画委員会
３月２２日（火）15時～16時30分 大阪市環境局第１会議室



２．全体活動
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平成２７年度 活動方針

① 「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。

② 「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。

③ 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。

⑤ 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。

⑥ 「なにわエコ会議」では、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。

⑦ 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、「なにわエコ会議」と
して実践する諸活動の展開を図ります。

⑧ 「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。

④ 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諮っていきます。
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平成２７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、これまでの実績のある各部会の
活動の強化・拡大を図りつつ、新たな活動の機会の創出や活動メンバーの連携
強化により、なにわエコ会議として活動の活性化を図ります。

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、市内で活動する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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⑧ 新たな活動や発表の場の創出などにより、なにわエコ会議の魅力を高め、会員
数の増につなげていきます。



全 体 計 画

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

大阪南港フェスティバル（6月）、なんばエコプロジェクト（7月）、区民まつり（8月：住吉区、9月：鶴見区、10月：港区）、
スミノエコロジー（11月）、ECO縁日（9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」（11月）、
環境ふれあいひろば in 港（12月）、🈟Leading Eco Life つるみ「エコつどい（2月）など

若い世代の参加の促進

🈟大阪市子どもカーニバル2015（4月）、「おおさか環境科」出前講座（8月）、🈟セレッソ夏休み宿題応援「ペットボト
ル工作」（8月）、🈟おもしろ！？実験大集合（9月）、環境ふれあいひろば in 港（12月）など

環境情報誌の発行

○ 「なにわエコウェーブ」 ２０号・２１号を各８千部発行

○ ホームページ：新規ページ作成（11p）・既存ページ更新（35回程度）、 ○ ツイッター：発信（18回）、
○ メーリングリストによる情報発信（7回）

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」
○ 独自の啓発ツール「エコすごろく」及び「エコすごろく下敷き」

○ 団体会員と協働した取組み件数：平成２６年度 ４７件 ➡ 平成２７年度 ６３件
○ 共同で取り組む延べ団体会員数：平成２６年度 １２４件 ➡ 平成２７年度 １００件
○ 平成２７年度おおさか環境科教材編集委員会に当会議事務局長が参加・協力した
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３．部会活動
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エ コ ラ イ フ 部 会

エコ・エシカルライフの推進

○ レジ袋削減キャンペーン （マイバックキャンペーン） : （ 11/7, 11/8, 11/10, 11/14, 11/15, 11/16 ）
ダイエー京橋店、 ライフ下寺店、 イオン大阪ドームシティ店、
ピーコックストア西梅田店、 おおさかパルコープつるみ店、 イトーヨーカドーあべの店、
阪急オアシス神崎川店 合計７店舗 （環境局、事業者、環境教育・啓発部会との協働）
レジ袋削減協定締結スーパーにて、マイバックの配布などの啓発活動 （大阪市エコボランティア協働）
＊「レジ袋削減協定」：大阪市、事業者（８社）、なにわエコ会議の３者が締結（平成24年5月締結）

○ 知って得するエコカフェ講座の開催 ： （9/18, 10/16 ） 北区役所 区民交流センター
ふろしき講座、グリーン購入・エシカル消費の促進 （大阪市エコボランティアとの協働）
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「ストップ地球温暖化！エシカルセミナー」の開催

○ エシカルカレッジ IN メルカートピッコロ 「食×鳥取県産でエシカルを味わう！」
（11/14 メルカートピッコロ淀屋橋店） （参加者：１２名）
（共催：アサヒ・ファミリー・ニュース社、大阪市エコボランティアとの協働）

（内容） ：食をテーマに地産地消や地域間交流、ツーリズムの普及
① なかじの“ここだけのはなし”－旅先で出会った美味、幸せの食材（中島一郎さん：(株)メルカトールピッコロ）
② 美味しいお燗酒のすすめ～「夏子の酒」に登場した銘酒「諏訪泉」（東田雅彦さん：諏訪酒造(株)）
③ 若桜町産ー桜ん坊の新米と健康一滴えごま語り（山根誠さん：道の駅若桜“桜ん坊”）

（参加者の主な意見・感想）
・ 地産地消やエシカルの考え方について勉強になりました。
・ とてもわかりやすく、お話をしていただきました。食べ物の選択が大切だと思いました。
・ 奥の深い日本の食について、地域性もあり、とてもよかった。食の問題は、何度お話を聞いても良い。
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○ エシカルカレッジ特別セミナー 木の匠×新春対談 ～木組みの技、木とともに暮らす！
（1/24 梅田阪急ビル） （参加者３４人内７人悪天候により不参加）
（共催：アサヒ・ファミリー・ニュース社・オークヴィレッジ、大阪市エコボランティアとの協働）

（内容） ：木を媒介として“つなぐ”をテーマに人と自然、人と人、地域と地域、世代と世代、木と木、過去・現在・
未来などを対論
和材の普及に向けて一大消費地としての大阪、エシカル消費の促進

① あらためて考える、日本の木の住まい（上野英二さん：オークヴィレッジ木造建築研究所）
② 木とともに暮らす～木のある暮らし（庄司 修さん：明治神宮管理部御苑担当）
③ 木の匠対談～木とともに暮らす（庄司 修さん×上野英二さん）

（参加者の主な意見・感想）
・木と人との関わりを学んでいきたいと思いました。
・和材の木製品を買うこと、使うことは森林を守ることに繋がり、温暖化を防ぐことになるのですね。あらた
めて教えられました。これから和材の木製品を買うよう心がけます。
・森林を更新していかないと、CO2を吸収する力が衰えるとは知らなかった。木をお使い、植林し、森を循環
することが大事。
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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 ７店舗） －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 （6/13 南港ATC） （参加者約２００人）
・なんばエコプロジェクト２０１５ （7/26 ヤマダ電機LABIなんば）：エコすごろく （参加者約２００人）
・すみよしエコフェスタ （8/14 住吉区民センター）：エコすごろく・おおさか環境科・エコすごろく下敷

（感想） おみくじ式さいころを加え、楽しさが増したエコすごろくは大好評 （参加者約９０人）
・鶴見区民まつり （9/13 鶴見緑地ハナミズキホール） （参加者約２００人）
・ECO縁日２０１５ （9/22 鶴見緑地公園）：エコすごろく （参加者約２５０人）
・港区民まつり （10/11 八幡屋公園） （参加者約１２０人）
・🈟 「家族や仲間と共食を!キャンペーン」 （10/15 イオン鶴見緑地店）

（大阪市食生活改善推進員協議会との協働） （参加者約２５人）
・スミノエコロジー （11/15 住吉公園）：エコすごろく （参加者約１４５人）
・🈟 愛光フェスタ （11/23 愛光会館）： （参加者約１４０人）

（大阪市ひとり親家庭福祉連合会との協働）
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ECO縁日

大阪南港エコフェスタ

なんばエコプロジェクト

家族や仲間と共食を！
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○ 🈟 大阪市子どもカーニバル２０１５ （4/26 大阪城公園） （参加者約２００人）
（大阪市子ども会育成連合協議会：主催者との協働）
（内容） エコすごろく、エコすごろく下敷き、手回し発電機➡環境について遊びながら学ぶ

○ 🈟 セレッソ夏休み宿題応援「ペットボトル工作」 （8/8 キンチョウスタジアム） （参加者約６０組：親子）
（環境局、大阪環境カウンセラー協会との協働）
（内容） ペットボトルの工作（ごみ減量啓発活動）

大阪市子どもカーニバル

夏休み宿題応援「ペットボトル工作」
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○ 「おおさか環境科」出前講座 （8/1, 2 ATCグリーンエコプラザ）
（大阪環境カウンセラー協会との協働）

① 酸性雨調査 （8/1 10:00～12:00） （参加者 保護者含め 8人）
講義：身の回りの液体には酸性とアルカリ性があり、雨にも酸性とアルカリ性がある。
実習：紫キャベツからとった試薬を使って身近な液体の性質をしらべる。

試薬をひたしたナプキン、ティッシュペーパーの造花を染色して楽しむ。
感想：講師との対話形式の講座となり、親子で熱心に、和やかに学習できた。

② 川の中の生き物 （8/1 13:30～15:30） （参加者 保護者含めて 4人）
講義：講師が調べた川の様子とそこで採集した生物標本についての説明。
実習：川の水や標本をルーペで観察、多種類の生き物と水のきれいさを表に整理、まとめる。
感想：落ち着いた雰囲気の中、親子で講師と対話しながら、楽しく学べた。

③ へらそうごみ （8/2 10:00～12:00） （参加者 保護者含めて14人）
講義：ごみとは、なぜごみを分類する必要があるか、分類の仕方と注意事項。
実習：太陽光発電キーホルダーを分解、表に貼り付ける、ごみとして捨ててしまうものの中に、資源

ごみやリサイクルできるものが含まれていることに、気づき、見直す。
感想：身近なテーマだったので、親子で楽しく話し合い、新たな発見もしながら学習できた。

④ さまざまな発電 （8/2 13:30～15:30） （参加者 保護者を含めて26人）
講義：さまざまな発電方法、発電所から家庭に電気が届く仕組み。
実習：「イライラ棒」を作りながら、電気がとおる仕組みを学ぶ。
感想：出来上がった作品が作動する様子に喜びの声が、あちこちから上がった。
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○ 🈟 おもしろ！？実験大集合 （9/23 キッズプラザ大阪：キッズ・サイエンスウィーク）
（大阪環境カウンセラー協会との協働）

「電気はどこからくるの？」というワークショップに出展。 （参加者 ５才～中学生：９９人）
（内容） ・「さまざまな発電」の座学。

・手回し発電機を10秒間回し、電池に電気を溜め、その電池を使ってプラレールを走らせた。
➡「私たちも電気をつくることができることを実感する。」

（感想） 楽しかった、面白かった、電気作るの、しんどかった、学校でも勉強したけどもっと勉強すること
がいっぱいあると思った。
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○ 環境ふれあいひろば in港 （12/26 港区民センター） （参加者約３００人）

（共催：大阪市環境局、環境教育・啓発部会、エコライフ部会、環境にやさしい企業部会の協働事業）
参加協力団体：環境事業協会、ひとり親家庭福祉連合会、大阪環境カウンセラー協会、大阪ガス(株)、
（１２団体） シニア自然大学校、地球環境センター、なにわ・エコクラブ、港区役所、

港区母と子の共励会、「環境にやさしい交通をすすめるプロジェクト」検討会、
おおさかスマートエネルギーセンター、大阪府エネルギー政策課

[ 大阪湾広域臨海環境整備センターからの助成金事業 ]

（内容） ・ ブース展示コーナー（１１の体験ブース）：ためそう つくろう きこう みよう
・ 省エネ・節電コンペ表彰式
・ なにわエコ会議の活動紹介
・ 大阪ガス（なにわエコパートナー）の活動紹介
・ 省エネ・節電コンペ受賞者の事例発表会（大和中央病院、上島珈琲・UEBO店）
・ パネル展示コーナー（なにわエコ会議、関係団体、参加企業の取組紹介）
・ スタンプラリー
・ 環境クイズ
・ 「アカンずきん」（大阪市路上喫煙防止キャラクター）、「みなりん」（港区キャラクター）
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環境に配慮した企業部会

エコアクション２１スクールの開催

○ エコアクション２１（環境省が策定した環境経営システム）
の認証取得及びレベルアップのためのスクール（４日間）
（共催：エコアクション２１地域事務局大阪・中央事務局）
（大阪市、大阪市環境経営推進協議会との協働）

□ 第１スクール （6/10, 7/8, 8/5, 9/9） （参加者５社）
□ 第２スクール （10/7, 11/11, 12/9, 1/13）（参加者５社）

＊個別支援制度（Eco-CRIP）も活用
（CO2削減に特化した簡易な環境経営システム）
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なにわエコ会議 エコアクション２１普及の取組に対して感謝状

○ 「エコアクション２１ １０周年記念大会 in Osaka 」（10/6 中央公会堂）において、なにわエコ会議も「エコアク
ション２１の普及に取り組み、地球と地域の環境保全に貢献した」として、（一般財団法人）持続性推進機構か
ら表彰を受けました。当日は、花嶋会長が 感謝状を受け取りました。
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省エネ・節電コンペ

○ 地球温暖化の緩和や電力需要の抑制策の一環として、省エネ・節電に取り組む企業を表彰する。
・対象期間：2015年7月～9月
・応募企業：３０社
・結 果：下 表 （７～９月の３か月間で、７５ｔのCO2排出量が削減された。）
・表彰式：１２/２６ 「環境ふれあいひろば in 港」において表彰（９社）。

大阪市長・なにわエコ会議会長連名表彰：節電大賞、省エネ大賞、省エネ優秀賞の３社
・「環境ふれあいひろば in 港」において、受賞者（２社）の「事例発表」と「省エネ相談コーナー」を出展。

節電大賞 特定医療法人ダイワ会 大和中央病院

省エネ大賞 ネクスタ株式会社

省エネ優秀賞 若狭組運送株式会社

節電努力賞 大阪よどがわ市民生活協同組合

省エネ努力賞 クレバー産業株式会社

省エネ努力賞 有限会社光明池

省エネ審査員特別賞 三和鍍金工業株式会社

省エネユニーク賞 上島珈琲貿易株式会社UEBO店

省エネチャレンジ賞 第一鋼業株式会社
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事 務 局 関 係

他の環境団体主催のイベントへの協力

○ 大阪ごみ減量 市民交流会

・2016年2月17日 大阪産業大学梅田サテライトキャンパス
・定員６０人
・府内各市町村の廃棄物減量推進員などが、「ごみゼロ大阪」
に向けた情報交換・意見交換を行った。
・主催：大阪ごみ減量推進会議

○ ごみ減量市民リーダー養成連続セミナー

・2015/10～2016/1の５回 エル・おおさか
・定員各回５０人
・ごみ減量は市民が主役！各地域で市民と行政をつなぐ
市民リーダーとして活躍できる人材養成講座
・主催：大阪ごみ減量推進会議
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環境イベントへの参加とエコセミナーの実施

○ 🈟 Leading  Eco  Life  つるみ 「エコのつどい」 （2/20 鶴見区民センター） （参加者約４５０人以上）

（内容） ・地球環境に関する講演会、地元中学校吹奏楽部によるミニコンサート
遊びながら学べるエコ体験コーナーなど（なにわエコ会議：エコすごろく）
・鶴見区を対象に実施した区民参加型省エネ事業の成果報告・表彰式では、なにわエコ会議の
花嶋会長がエコライフを推進された表彰世帯に商品を授与されました。
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○ 🈟 楽しく学ぼう！エコセミナー （3/1 ハグミュージアム/大阪ガス） （参加者２６人）
・「COP21ーコップの中の嵐で終わる？ー」 （内藤正明先生）
・ハグミュージアム ガイドツアー （エネルギー、体験フロア、屋上農園）
・古庄シェフの「おいしくエコしよう」 冷蔵庫の余りもの「全部使えばおいしいサラダとオムライス」）

○ 🈟 楽しく学ぼう！エコセミナー （3/29 エフピコ選別センター、香寺ハーブ・ガーデン） （参加者２０人）
・㈱エフピコ西宮選別センター （説明、見学）
・香寺ハーブ・ガーデン （取組についてのお話）
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大阪市環境表彰受賞

○ 環境に配慮した企業部会の塚本 勝氏が、平成２７年度大阪市環境表彰を受賞されました。
・授賞式 ： 1/23 阿倍野区民センター
・受賞理由 ：市民の実践行動や事業者の自主環境管理を促進するため、なにわエコ会議や大阪市環境経

営推進協議会の事務局において指導的役割を果たし、エコボランティアとしての活動などを
通じて、各活動団体の活性化に寄与されました。



４．エコパートナー会員状況
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会 員 数 （平成28年3月末現在）

平成26年度（3月末） 平成27年度（3月末）

個人会員 ５０ ４９

団体、NGO / NPO １４ １５

事業者団体 １０ １０

合 計 ７４ ７４

エコパートナー会員の状況


