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１．各種会議の開催
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まる
〇 理事会及び委員総会

平成28年6月27日（月） １０時～ 大阪市環境局 第１・２会議室

〇 企画委員会
平成28年6月17日（金） １０時～ 大阪市環境局 第２会議室

〇 企画委員会
平成29年3月23日（木） １０時～ 大阪市環境局 第２会議室

〇 事務局会議 毎月開催

〇 部 会 適宜開催



２．全体活動

なにわエコ会議 4
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平成28年度 活動方針

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。

④ 「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。

⑤ 「なにわエコ会議」の組織基盤の確立を図るためICTを活用した積極的な情報発信、情報共有
や活動の場の提供、研修等を通じて、「なにわエコパートナー」の拡大や育成を図ります。

① 「なにわエコ会議」は、市民、環境NGO/NPO、学識経験者、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。



なにわエコ会議

平成２８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 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。

⑤ 会員団体・役員団体や大阪市エコボランティアと協働した取組みを強化します。

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。
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⑥ なにわエコ会議の魅力を高め、会員数や活動参加者の増につなげていきます。

② 改定検討中の「大阪市地球温暖化対策実行計画」や国などの動向を踏まえ、新
たな活動内容の検討を行います。



平成２８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

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（6月：住之江区、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 西区（12月）など

若い世代の参加の促進

大阪市子どもカーニバル2016（4月）、セレッソ大阪夏休み宿題応援「手回し発電機deプラレール体験」（8月）、 「お
おさか環境科」出前講座（8月）、環境ふれあいひろば in 西区（12月）など

環境情報誌の発行

○ 「なにわエコウェーブ」 ２２号・２３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（２４回程度）、 ○ ツイッター：発信（１回）、
○ メーリングリストによる情報発信（１０回）、 〇 アクセス数：５３,１９４

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」
〇 🈟 啓発冊子の発行・活用：「電気の省エネ対策集」（企業向け） 「楽しくかしこくエコライフ」（家庭向け）

○ 団体会員と協働した取組み件数：平成２７年度 ６３件 ➡ 平成２８年度 ６０件
○ 共同で取り組む延べ団体会員数：平成２７年度 １００件 ➡ 平成２８年度 １０３件
○ 平成２８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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会 員 数 （平成29年3月末現在）

平成28年度（3月末） 平成29年度（3月末）

個人会員 ５０ ４９

団体、NGO / NPO １５ １４

事業者団体 １０ １１

合 計 ７５ ７４

エコパートナー会員の状況



２．部会活動
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エ コ ラ イ フ 部 会

○ マイバックキャンペーン（レジ袋削減キャンペーン）
実施日 ： 10/21, 11/7, 11/9, 11/10, 11/18, 11/22 
イオンモール鶴見緑地、ライフ天下茶屋店、イズミヤ淡路店、イトーヨーカ堂あべの店、
おおさかパルコープ小浜店、グルメシティ神崎川店、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レジ袋削減に向けた啓発活動
：マイバックと「生ごみ“３きり”運動」資料の配布、「マイバックキャンペーン」アンケート調査の実施

＊「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（平成24年5月締結）

イオンモール鶴見緑地 ライフ天下茶屋店
グルメシティ神崎川店
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平成28年度「マイバックキャンペーン」アンケート調査結果

買い物時のみ 持っていない

その時による もらわない

すでにもらっていない

ポイント等
特典がない

ごみ袋として利用

レジ袋有料店舗
で使用のため

レジ袋削減協定を知っていますか？

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何ですか？
（複数回答可）

今回のキャンペーンにより、今後、レ
ジ袋をもらわないようにしますか？

知っている 知らない

常に携帯

必ずもらう

これを機にもらわない その時による もらう

エコバックを持っていない

エコバックを忘れた時

エコバックに入
りきれない時

無料配
布の時

もらわない

その他

単位：％

[ 協力件数 ７店舗 ３５０名 ]
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〇 エコライフセミナー ～これからのエネルギーとエコライフ～ （3/9 13:00～15:00 ： 大阪ガスハグミュージアム）
（大阪ガス、大阪市食生活改善推進員協議会、大阪市ひとり親家庭福祉連合会との協働） （参加者 ２３人）
・ 「セミナー：「これからのエネルギー事情」 （ハグミュージアム館長武政英治氏）：エネルギーの最新情報
・ 「エコライフのすすめ」 （なにわエコ会議エコライフ部会長井上健雄氏）：地球温暖化やエコライフのコツ
・ 「スマートハグハウス」コーナー見学：近未来のエコハウスの体験

スマートハグハ
ウスコーナーの
見学

「エコライフのすすめ」
井上健雄氏

「これからのエネルギー事情」
武政英治氏
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〇 エコライフセミナー ～街のみどりをふやそう！ 見学とワークショップ～ （3/27 9:30～16:00 ： the Farm UNIVERSAL OSAKA）
（the Farm UNIVERSAL、大阪市食生活改善推進員協議会、大阪市ひとり親家庭福祉連合会との協働） （参加者 １６人）
・ セミナー１「みどりを増やす家庭園芸のコツ」（グリーンアドバイザー増居俊生氏）：

グリーンカーテンにできる植物、増やしやすい植物、植物を元気に保つためのお手入れのコツなど
・ セミナー２「みどりを増やして、熱帯夜を減らそう！」（なにわエコ会議エコライフ部会長井上健雄氏）：屋上菜園など
・ ワークショップ「みどりいっぱいの寄せ植えをつくろう」

なにわエコ会議

The Farm UNIVERSAL OSAKA
（ユニバーサル園芸）

「みどりを増やす家庭園芸のコツ」
増居俊生氏
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ワークショップ「みどりいっぱいの寄せ植えをつくろう」
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🈟 家庭向け省エネ対策集「楽しくかしこくエコライフ」の製作
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〇 🈟 大阪市エコボランティア研修（10/10 なにわECOスクエア）：講師派遣 （参加者 １２人）
・ 講演 「えこライフを考える」 講師 井上健雄 （エコライフ部会長）
・ 「なにわエコライフ（環境家計簿のつけ方）の実践」

〇 🈟 市民環境大学（10/22 なにわECOスクエア）：講師派遣 （参加者 ２５人）
・ 講演 「えこライフを考える」 講師 井上健雄 （エコライフ部会長）
・ 「なにわエコライフ（環境家計簿のつけ方）の実践」

「えこライフを考える」（井上部会長） 環境家計簿のつけ方
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○ マイバックキャンペーン （10・11月 ７店舗） ー再掲ー （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
・知ろう！学ぼう！大阪南港エコフェスタ2016 （6/4 南港ATC）：エコすごろく （参加者９０人）
・住之江区民まつり （6/19 住之江区民ホール）： （参加者１００人）
・なんばエコプロジェクト2016 （7/23 ヤマダ電機LABIなんば）：エコすごろく・おおさか環境科 （参加者１１３人）
・鶴見区民まつり （9/11 鶴見緑地ハナミズキホール）：下水道クイズ （参加者１６０人）
・ECO縁日2016 （9/18 鶴見緑地公園）：エコすごろく （参加者８３人）
・ガレージセール・イン・OSAKA TOWN （10/1 大阪城公園太陽の広場）：エコすごろく （参加者１２０人）
・港区民まつり （10/9 八幡屋公園）:エコすごろく （参加者１５０人）
・愛光フェスタ （11/23 愛光会館）：エコすごろく、風呂敷包み体験 （参加者１４０人）

（大阪市ひとり親家庭福祉連合会との協働）
＊風呂敷包み体験講座は大好評、若い女性も熱心に参加、風呂敷の歴史・習慣に興味を持つ人が多い
＊エコすごろくを楽しみながら、エコ生活について話し合いながら実施した家族が結構あった
・🈟 Hey! Polar! Bear～ゴミを減らしてホッキョクグマを守ろう～ （1/29, 2/25 天王寺動物園） （参加者１３０人）

：エコすごろく、エコクイズ、パットボトル工作
（天王寺動物園、大阪ガス、大阪市、大阪環境カウンセラー協会との協働）

環境教育・啓発部会
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○ 大阪市子どもカーニバル2016 （4/24 大阪城公園・太陽の広場） （参加者２１８人）
（大阪市子ども会育成連合協議会：主催者、大阪市との協働）
（内容） エコすごろく、クイズ、牛乳パック工作、自然工作

＊親子連れが多く、和やかな雰囲気の中、遊びながら環境を考えてもらう

○ 手回し発電機 de プラレール体験 （8/7 ヤンマースタジアム長居）：セレッソ大阪夏休み宿題応援 （参加者５３人）
（大阪市、大阪環境カウンセラー協会との協働：セレッソ大阪 vs FC横浜）
（内容） 手回し発電機で充電した電池で、プラレール何周走るかな？

大阪市子どもカーニバル

手回し発電機 de プラレール体験
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○ 「おおさか環境科」出前講座：夏休み宿題応援 （8/10, 11 ATCグリーンエコプラザ） （参加者 保護者含め４５人）
（大阪環境カウンセラー協会との協働、大阪市大ボランティアグループ「CHOVORA!!」の協力）

① 木の声を聞こう （8/10 10:00～12:00）
・樹木医とともに、外に出てサクラ・ケヤキなどの
木を観察し、聴診器で「木から聞こえてくる音を
聞く」だけでなく、樹木に入った横ひびと縦ひび
の違いを聞いたり、セミの抜け殻やコケの生え
方を通して生物多様性について学びました。
・身近にある自然である木の実物に触れることを
大切にした講座でした。

② 川の中の生き物 （8/10 13:30～15:30）
・水質によって生息するが生き物が異なることを
川の中の生き物の標本を見ながら学び、講義後、
ルーペを使って標本を見ながらスケッチをして、
水質別にファイルに整理した。
・子供たちは自分の好きな生き物を選んで、熱心に
スケッチをしていました。
ファイルをきちんと整理したら、宿題の完成です。
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③ ３Rについて （8/11 10:00～12:00）
・「３R」、「ごみって何？」ということで、不用品を作って
しまうから、ごみになるので、「無駄な買い物はしな
い」ことに加え、リサイクルにスポットを当てた授業
を展開した。
・夏休みの宿題は、ペットボトルでプルパックカーを
つくりました。
・工作ではタイヤの調整が難しく、なかなか走りません
が、工夫をこらして走らせることができたときは拍手
が起こりました。

④ 地球温暖化の最新情報 （8/11 13:30～15:30）
・早急に解決すべき課題である地球温暖化に重点
を置いた講義でした。
・地球温暖化の最新情報を地球温暖化防止コミュニ
ケーターの方に伺い、増加するCO2により地球が
おおわれてしまう様子を、ピンポン玉をCO2に、
ビーチボールを地球に見立てたシミュレーションを
子供たちが学生とともに、行いました。
・その後、宿題提出用のイライラ棒を作りました。
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〇 環境ふれあいひろば in西区 （12/17 西区民ホール） （参加者２５０人）
[ 大阪湾広域臨海環境整備センターからの助成金事業 ]

（共催） 大阪市・西区役所・西区小学校長会
（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)、
[１０団体] シニア自然大学校、なにわ・エコクラブ、大阪府木材連合会、西区食生活改善推進員協議会、

西区役所、大阪市環境局

（内容） ① コロコロエコクイズ （環境事業協会）
② 自然工作 （シニア自然大学校）
③ エコ工作 （なにわ・エコクラブ）
④ 木材PR （大阪府木材連合会）
⑤ 野菜あてクイズ （西区食生活改善推進員協議会：つたの会）
⑥ 「エコすごろく」を楽しもう （環境教育・啓発部会）
⑦ もうすぐクリスマス！サンタさんからのプレゼントはオリジナルエコバックに！（大阪市環境局家庭ごみ減量課）
⑧ お野菜クイズ！どこを食べているのかな？ （エコライフ部会）
⑨ 川の水を汚したのはだれ？ （大阪環境カウンセラー協会）
⑩ 冷熱実験：マイナス196℃にチャレンジやってみよう環境クイズ （大阪ガス）
⑪ プラレールで楽しもう （環境に配慮した企業部会）
⑫ バーチャルスーパー （大阪市環境局環境施策課）
⑬ スタンプラリー、パネル展示
◎ 同時開催：地球環境問題対策セミナー（大阪環境カウンセラー協会：エコパートナー）
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（成果等） ・みる、ふれる、つくる等、参加型の環境啓発イベントが実施できた。
・子供たちや保護者が楽しみながら環境に関心を持ってもらえたこと。
・地域団体や活動団体の参加により、多彩なイベントができた。
・地域の活動団体の協力が得られた。（区役所、小学校校長会、食生活改善推進員協議会、府木材連合会）
・ケーブルテレビ（ベイコム・地元ニュース）に取り上げられ、放映された。

環境ふれあいひろば会場
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① コロコロエコクイズ ② 自然工作 ③ エコ工作

④ 木材ＰＲ ⑤ 野菜あてクイズ ⑥ 「エコすごろく」を楽しもう
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⑦ サンタさんからのプレゼントは
オリジナルエコバック！

⑧ お野菜クイズ！
どこを食べているのかな？ ⑨ 川の水を汚したのはだれ？

⑩ 冷熱実験：マイナス196℃にチャレンジ
やってみよう環境クイズ

⑪ プラレールで楽しもう ⑫ バーチャルスーパー
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増田事務局長の挨拶 ケーブルテレビの取材（山下部会長）受付（大阪市ひとり親家庭福祉連合会）
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〇 🈟 Hey! Polar Bear ～ゴミを減らしてホッキョクグマを守ろう～ （参加者１３０人）

（主催） 大阪市・大阪ガス （協力）なにわエコ会議
（大阪ガス、あだーじょ、大阪環境カウンセラー協会との協働）

（趣旨） 2月27日の国際ホッキョクグマの日に、「絶滅の危機に瀕するホッキョクグマのために何ができるか」
「地球温暖化をとめるために何をすれば良いのか」を考える。

（内容） ・エコすごろく（環境教育・啓発部会） ・クラフト工作（あだーじょ） ・ガスの省エネクイズ（大阪ガス）
・プルバックカー・小物入れのペットボトル工作（大阪環境カウンセラー協会）

＊子どもと保護者の参加が多く、喜んでもらえた。（材料をそろえる準備に大忙し）

ホッキョクグマ イッチャン 会場入り口風景 ペットボトル工作 ガス省エネクイズ
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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（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 （6/8, 7/6, 8/3, 9/7） （参加者10社）
□ 第２スクール （10/5, 11/2, 12/7, 1/11）（参加者6社）

＊エコアクション21CO2削減プログラム（Eco-CRIP）
スクール参加の3社が取り組まれ、講師による現場視察、
事業所に見合った省エネ対策のアドバイスを受けました。

環境に配慮した企業部会
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二酸化炭素削減コンペ

○ 地球温暖化の緩和に向け、事業者の取り組みとしてコンペを実施し、優秀な企業を表彰する。
・対象期間：2016年7月～9月
・応募企業：３２社
・審査会：2016年12月27日
・結 果：下 表（大賞・優秀賞：大阪市長、なにわエコ会議会長連名表彰）

（貢献賞～チャレンジ賞：なにわエコ会議会長表彰）
・表彰式：2017年2月8日 表彰（１０社） ・省エネセミナー、省エネ事例紹介 （参加者 ５０人）

表彰名 事業者名 コメント

二酸化炭素削減大賞 第一鋼業株式会社 二酸化炭素削減に極めて優秀な成果

二酸化炭素削減優秀賞 安田不動産株式会社長堀安田ビル 二酸化炭素削減に優秀な成果

貢献賞 朝日熱処理工業株式会社 二酸化炭素削減に貢献

努力賞 クレバー産業株式会社 エアコンの省エネで消費電力削減に成功

アイデア賞 河陽電線株式会社 チームワークで省エネに取り組む

技術省 株式会社出水商店 加熱工程改善で省エネ

エコオフィス賞 田中中小企業診断士事務所 創意工夫により省エネ

ユニーク賞 日本板硝子ウインテック株式会社 運行管理システムで自動車燃料削減で成果

チャレンジ賞 日本ワヰコ株式会社 原単位で削減

チャレンジ賞 生活協同組合おおさかパルコープ 都市ガスの削減で成果
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〇 省エネセミナー
「知って得する省エネ対策」
講師 省エネ診断プロフェッショナル

中田 進 氏

〇 省エネ事例紹介
① 第一鋼業株式会社
② 安田不動産株式会社

長堀安田ビル
具体的な省エネ対策の実施内容や
その効果、苦労話など

なにわエコ会議花嶋会長のあいさつ 野原環境施策部長からの表彰状授与 受賞者を囲んで記念撮影

セミナー 「知って得する省エネ対策」 省エネ事例紹介
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🈟 企業向け「電気の省エネ対策集」の製作
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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 in 大阪２０１７ （参加者 95名）

・2017年2月15日 大阪産業大学梅田サテライトキャンパス
・第一部 事例発表会

（兵庫県稲美市、大阪府柏原市、大阪市）
・第二部 交流会

ごみ減量、3Rの進め方などについて、テーマごとに
小グループで意見・情報交換をした

・主催：大阪ごみ減量推進協議会
・共催：大阪市、3R低炭素社会検定実行委員会
・協力：なにわエコ会議

事務局関係
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出前講座の仲介

出前講座の問い合わせに対して、次の案件について、実施することができました。

〇 福島区女性会 （10/4）：
・ テキスト「地球教室」 買い物ゲーム「えこちょいす」
・ 講師：大阪環境カウンセラー協会

〇 天王寺区女性会 （12/8）：
・ 講座「ごみのはなし」、環境落語「環境配慮型葬儀」
・ 講師：大阪環境カウンセラー協会
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平成28年度 地域環境保全功労者環境大臣表彰受賞

〇 なにわエコ会議副会長、大阪環境カウンセラー協会理事長の高井 茂氏が、平成28年度地域環境保全功労
者として、環境大臣表彰を受けられました。
・ 表彰式：6/8 グラウンドアーク半蔵門（東京）
・ 受賞理由：大阪環境カウンセラー協会を創設し、理事長として自治体や他団体との協力により、環境保

全活動等を推進したほか、一般企業や市民への普及啓発などを指導し、大阪地域の環境保
全活等の推進に寄与されたこと

平口 洋環境副大臣（右から2人目）と
高井 茂氏（左から2人目）
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平成28年度 大阪市環境表彰受賞

○ 環境に配慮した企業部会長の宇田吉明氏が、平成２８年度大阪市環境表彰を受賞されました。
・ 表彰式 ： 1/28 大阪市役所
・ 受賞理由 ：本市に対し環境カウンセラーとして「なにわエコライフ事業」の提案を行い、全国で初めて環

境家計簿の取り組みにPDCAサイクルを取り入れ、市民の方々の取組結果を「なにわエコライ
事例集」として取りまとめた上で配布し、環境意識の向上に尽力されました。
また、平成20年度以降、「二酸化炭素削減コンペ」を企画・運営し、事業者の環境活動の普
及等、地球温暖化対策の推進に積極的に貢献されています。

田中副市長（前列左から2人目）と
宇田吉明氏（前列左から1人目）


