
平成２９年度の活動報告について

資料 １



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29年6月28日（水） １０時～ 大阪市環境局 第1・２会議室

〇 企画委員会
平成29年6月9日（金） １０時～ 大阪市環境局 第１会議室

〇 企画委員会
平成29年9月14日（金） １４時～ 大阪市環境局 第２会議室

〇 企画委員会
平成30年3月23日（金） １０時～ 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合

B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
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なにわエコ会議

平成２９年度重点事項（事業計画）

① 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、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・役員団体や環境活動団体・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、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。

② 「大阪市 地球温暖化対策実行計画」の改定や国などの動向を踏まえ、会員団
体自らの実践行動の促進など、新たな活動内容の検討を行います。

⑦ 「天神祭りごみゼロ大作戦」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。



平成２９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（7月）、区民まつり（7月：住之江区、9月：鶴見区、10月：港区）、ガレージセール・イン・OSAKA TOWN（10
月）、ECO縁日（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」（11・12月）、環境ふれあいひろば in 東住
吉（11月）、🈟山田くん家のグリーングッドな一日（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2017（4月）、出前講座「おおさか環境科」（8月）、ガレージセール・イン・OSAKA TOWN（10月）、環境ふ
れあいひろば in 東住吉（11月）、山田くん家のグリーングッドな一日（2月）など

環境情報誌の発行

○ 「なにわエコウェーブ」 ２４号・２５号を各８千部発行

○ ホームページ：新規ページ作成(8p)・既存ページ更新(22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(10回程度)、 〇 アクセス数：64,682(ページ) 41,284(訪問者）、🈟 LINEスタンプの作成

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
○ 「エコすごろく」及び「エコすごろく下敷き」➨なにわエコ会議独自の啓発ツールの開発（エコ紙芝居・エコカード）
〇 啓発冊子の修正・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）

〇 🈟 なにわエコ会議表彰制度の創設（なにわエコ会議賞）
〇 団体会員と協働した取組み件数：平成２８年度 ６０件 ➡ 平成２９年度 ８０件
○ 協働で取り組む延べ団体会員数：平成２８年度 １０３件 ➡ 平成２９年度 １０９件
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🈟 なにわエコ会議表彰制度（なにわエコ会議賞）の創設

（目的） 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関する実践
行動に積極的に取り組んでいる人や、なにわエコ会議の活動に積極的
に参画している人を表彰することにより、環境保全活動の推進を図る。

（表彰名） なにわエコ会議賞（会長表彰）
（表彰の対象） ・エコパートナー、なにわエコ会議構成団体所属の個人、グループ

・なにわエコ会議の活動に参画している個人、グループ
・環境問題に関する実践行動に積極的に取組んでいる個人、グループ

【第1回：平成29年度なにわエコ会議賞受賞者】
環境保護・国際協力サークル CHOVORA ! ! （大阪市立大学）

（受賞理由） ・なにわエコ会議主催の「夏休み自由研究おおさか環境科」開催時に、
子どもたちへの講義や工作補助などを通じて、環境学習の推進に大
いに貢献され、子供たちからも高い評価をうけた。（平成28・29年度）
・CHOVORA自身もごみ拾い、緑化、衣類やおもちゃのリサイクル活動
を継続して行っている。
・今後、若い世代との協働イベントによる環境意識・行動の普及に大い
に期待できる。

（表彰式） 平成29年11月23日 「環境ふれあいひろば in 東住吉」

CHOVORAの活動状況
ービブス着用ー

（夏休み自由研究おおさか環境科）
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🈟 なにわエコ会議 LINEスタンプの作成

（目的） なにわエコ会議の認知度を高める。
幅広い年代（特に10代～20代）になにわエコ会議を知っていただき、関心を持っていただくきっかけづくり

（名称） なにわエコ会議のＬＩＮＥスタンプ、それってエコやん、【関西弁、大阪弁】
（制作過程） ①周知の一環を兼ねて、若い年代の方でイメージデザイン及びコピー案作成をしてくれるところを募集

②大阪府立咲洲高等学校美術系列選択グループと指導の前田さや教諭に依頼
③コピーについては、会長、事務局等でも検討
④デザイナーによりイメージ案とコピーを商品化（24スタンプ）

（お披露目） 11月23日環境ふれあいひろばin東住吉にて
イメージデザイン及びコピー案協力者の大阪府立咲洲高等学校若狭裕也さんに感謝状を渡した。

➨LINEストアにて120円で販売中。購入金額の半分がなにわエコ会議の活動に使われる。
検索→それってエコやん【大阪弁、関西弁】



３．部会活動

・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

・事務局関係
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なにわエコ会議
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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 ： 11/27,12/4,12/4,12/5,12/5,12/7,12/8 （延べ7日）
イトーヨーカ堂あべの店、阪急オアシス姫島店、イズミヤ福町店、おおさかパルコープ粉浜店、
ダイエー東三国店、イオン大阪ドームシティ店、ライフ西天下茶屋店 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年締結）
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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
何ですか？
（複数回答可）

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）

平成29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： ７店舗 ３５０名 ]

常に携帯 買い物時にのみ 持っていない

必ずもらう そのときによる もらわない

無料配
布のとき

ポイント等特
典がない

ごみ袋として
使用

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
りきらない時

レジ袋有料店舗
で使用するため

もらわない

その他

キャンペーン
の強化

ポイントの付与

レジ袋辞退による割引き

有料にする

その他
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〇 省エネ最新技術とエコライフセミナー （ 3/15 9:30～14:30） ・ダイキン工業 ダイキンテクノロジー・イノベーションセンター
・ダスキン ダスキンミュージアム

番外編（3/27） ・ミスドミュージアム
（ダイキン工業、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 ２１人）

・エアコンをはじめとする電化製品の最新テクノロジーを学ぶ
・おそうじ館でおそうじの歴史・文化を学ぶ
・ドーナツの手作り体験

➨・建物自体が圧倒的な省エネの具現化と「快適な空間」の実証を行っている。
・空調や照明の最適制御に加えアロマを活用した安らぎの香りの空間など、ダイキ
ン工業の最先端技術を学んだ。
・また、ダスキンでは、ほこりの見える化実験やお掃除の歴史・文化を学んだ。
・番外編（3/27）では、衛生の知識を学ぶとともにドーナツつくり体験を行った。
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〇 エコライフセミナー （3/24 9:30～16:00） ： [ おいしい！あんぜん！捨てるところがない！野菜を訪ねるバスツアー ]
～有機栽培を活用した食の安全安心とごみ減量を知る～

（自然耕房あおき、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 ５２人）
・自然耕房あおき（京丹後市）を訪問し、食の安全・安心や素材をすべて活かしきるコツを学ぶ
・これまで捨てていた葉の部分や半端な野菜のおいしい活用によるごみ減量を学ぶ
・自然環境変化による獣害（イノシシ・シカ）の現状やその対策を学ぶ
・昼食は、有機野菜をふんだんに使った料理

なにわエコ会議

➨・自然耕房あおきでは、広々とした畑で何１０種類もの野菜やハーブを有機
栽培しています。
・気候不順や獣害などの対応は大変ですが、出来上がった野菜は、味が濃
くビタミンやミネラルも豊富です。
・一般的に捨ててしまう皮や葉の部分も生かした料理、根の部分も食べる
新鮮なサラダも味わいました。
・ひとつひとつの野菜の味わいが、それぞれくっきりと違うおいしさであるこ
とに、参加者一同驚きの連続でした。
・畑の見学では、栽培方法の説明、鳥にもおすそ分けしていること、なども
教えていただきました。
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〇 🈟 楽しくかしこくエコライフセミナー（6/7 ATC） ：講師 （参加者 ２９人）
対象：大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類栄養療法学専攻
・地球温暖化の現状やエコライフの取組みを具体的に紹介した。

➨「身近な取組みでエネルギーコスト削減等のメリットとともに、環境貢献もできることについて、学生の
みならず、引率の先生方が深くうなずいておられました。」
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〇 🈟 楽しくかしこくエコライフ＆少しの食と健康コメントセミナー（9/25 成育北集会所）：講師 （参加者 ６２人）
[ 大阪区民カレッジ城東校 ]

・地球温暖化の現状、私たちの生活が地球の生態学的な限界をオーバーしている現状、エコライフの
コツ、地球も人も健康になれる食のあり方などを紹介した。

➨「環境問題について何となく知っていたが、具体的なデータを知ってより実感でき、エコライフを実践
する意欲が高まった。今まで取り組んできたことが、エコライフだと分かって良かった。」と好評でした。

〇 🈟 出前講座 「地球環境と私たちのくらし」 （11/8 大阪府立咲洲高校）：講師 （参加者 ２２人）
・環境造形の授業で、地球環境問題（ツバルの話など）と私たちのくらしについて話す。高校生が地球
環境問題に気づくきっかけとする。

➨「自分らが、どれだけ地球に対して最低な事をしているかがわかった。いまのままですごしていいのか？」
と高校生たちが自らを振り返るきっかけになりました。



なにわエコ会議 17

〇 マイバックキャンペーン （11・12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
・住之江区民まつり （7/9 住之江区役所前広場）：下水道クイズ （参加者 １００人）

・なんばエコプロジェクト2017 （7/22 ヤマダ電機LABIなんば）：夏休みエコ体験＆工作教室 （参加者 ７０人）
（大阪カウンセラー協会との協働）

・鶴見区民まつり （9/10 鶴見緑地ハナミズキホール）：エコすごろく （参加者 １２０人）

・港区民まつり （10/8 八幡屋公園）:エコすごろく、エコクラフト （参加者 １００人）

・ガレージセール・イン・OSAKA TOWN （10/14 大阪城公園太陽の広場）：エコすごろく、エコクラフト （参加者１８０人）

・🈟 クレオフェスタ in  クレオ大阪東 （10/28 男女共同参画センター東部館）： （参加者 １００人）
風呂敷包み方講座、手回し発電（白熱・LED比較）

・ECO縁日2017 （11/4 鶴見緑地公園）：エコすごろく、なにわエコ会議活動紹介（ポスター） （参加者 １５０人）
（大阪環境ネットワーク団体としての展示、エコライフ部会との協働）

・🈟 山田くん家のグリーングッドな一日（2/12 ヤマダ電気LABIなんば）：手回し発電で電車GO！ （参加者 １５０人）
【主催：大阪市、協力：大阪環境ネットワーク会議・エコボランティアなど（なにわエコ会議を含む１９団体）】
➨初めてのエコボランティアによるイベントであり、他団体・個人との情報交換ができた。

環境教育・啓発部会
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エコクラフト （なんばエコプロジェクト2017） エコすごろく （鶴見区民まつり）

手回し発電で電車GO! （グリーングッドな一日）

エコすごろく （ガレージセール・OSAKA TOWN)

風呂敷包み方講座 （クレオフェスタ）
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○ 大阪市子どもカーニバル2017 （4/23 大阪城公園・太陽の広場） （参加者３００人）
（主催:大阪市、大阪市子ども会育成連合協議会）
（協力：市青指協、市PTA協、ガールスカウト連、ボーイスカウト連、なにわエコ会議）
（内容） エコすごろく、野菜の種あてクイズ、エコ工作（クラフト）

➨天候に恵まれ大盛況のうちに終了。ゲーム、クイズ、クラフトと変化を持たせたのが良かった。
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○ 出前講座 「夏休みの自由研究 おおさか環境科」 （8/10, 11 ATCグリーンエコプラザ） （参加者 ５８人）

（大阪環境カウンセラー協会・環境事業協会・大阪市立小学校南港地区との協働）
（大阪市大ボランティアグループ「CHOVORA!!」、大阪大学エコボランティア「アイセック大阪大学」との連携）

一コマ90分、前半はパワーポイントなどを利用した講義。後半は勉強した内容に関連した実物観察やスケッチ、
エコクラフト体験、そしてこれらの内容をファイルにまとめると「夏休みの宿題」ができあがる講座でした。
親子協力ですすめる学習と作業も取り入れていました。

① 木の声を聞こう （8/11 10:00～12:00） 講師：金閣寺などの管理を手掛ける樹木医さん
・樹木医さんとともに、ATCの周りに植樹されている樹木に聴診器を当てて、どんな音がするか確認しました。
・樹の種類によって異なりますが、樹液が流れる音とか風の音と言う人もいます。自分で確認しました。

② 川の中の生き物 （8/11 13:30～15:30） 講師：自然観察指導員さん
・たくさんの種類の川の中の生き物をルーペで観察し（スケッチ）、水のきれいさとの関係を表にしました。

③ 地球温暖化とわたしたちのくらし （8/12 10:00～12:00） 講師：アイセック大阪大学さん
・「未来の地球と私たちの暮らし」について考えた後、電気工作「イライラ棒」を作りました。

④ へらそうごみ （8/12 13:30～15:30） 講師：CHOVORA !! （大阪市立大）さん
・ごみ減量に考えます。その後、ペットボトル工作（プルパックカーまたは噴水）をしました。
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➨ ・ 夏休みに他地域から親戚の家にやってきた子どもさんも、親戚の家族といっしょに参加され、
「とても楽しかった」と大喜びでした。

・ 大学生も小さな子どもたちと楽しく講座を実施でき「良い体験になった」「良い勉強になった、良かった」
と大好評でした。



なにわエコ会議 22

〇 環境ふれあいひろば in東住吉区 （11/23 東住吉区民ホール） （参加者４００人）
[ 大阪湾広域臨海環境整備センターからの助成金事業 ]

（主催） なにわエコ会議 （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） クラインガルテン・東住吉、Hai-Zai×Artプロジェクト、東住吉区食生活改善推進員協議会、

大阪府木材連合会、大阪ガス㈱、大阪環境カウンセラー協会、大阪市ひとり親家庭福祉連合会、
環境事業協会、シニア自然大学校、大阪市環境局、東住吉区役所

（内容） ◎ 平成29年度なにわエコ会議賞表彰式 （環境保護・国際協力サークルCHOVORA !! ：大阪市立大）
◎ LINEスタンプお披露目 （感謝状 大阪府立咲洲高校 若狭裕也さん：デザイン・メッセージの企画）
〇 環境アイドル「ぽぽっぽくらぶ」のコンサート・活動報告（3回公演）
① エコ工作 （クラインガルテン・東住吉）
② あそんで学ぶ食育 （東住吉区食生活改善推進員協議会）
③ エコバックつくり （大阪市環境局中部環境事業センター）
④ 川の水を汚すのは、誰だ !!! （大阪環境カウンセラー協会、環境事業協会）
⑤ 木材と友だちになろう （大阪府木材連合会）
⑥ 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）
⑦ 自然工作（シニア自然大学校）
⑧ 手回し発電で電車を走らせよう ! （なにわエコ会議 環境に配慮した企業部会）
⑨ エコすごろく＆エコクラフト （なにわエコ会議 環境教育・啓発部会）
⑩ アクセサリーづくり＆妖精さんとお友達になろう （Hai-Zai×ARTプロジェクト）
〇 スタンプラリー、クイズにチャレンジ !、パネル展示
◎ 同時開催：「おんだんかてきおう」ものしり博士になろう！：9カ所の出展や展示

（主催：大阪府、協力：大阪市、なにわエコ会議など6団体）
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➨ ・主に、保育園・幼稚園・小学校の子どもたちとその保護者を対象にし、楽しく遊びながら学べるイベントであった。
・大阪市立東住吉小学校校長会などの協力により、たくさんの方の参加があった。
・地域団体や活動団体の参加による、活気のあるイベントができた。
・なにわエコ会議賞の表彰式やなにわエコ会議LINEスタンプのお披露目、コンサートなど、多彩なイベントであった。
・大阪府主催の環境イベントの併催による相乗効果もあった。
・各ブースともかなりの賑わいであり、混雑していたため、スムーズな人の流れの工夫が必要である。

第1回 なにわエコ会議賞表彰式
（CHOVORA : 代表中川祐貴さん）

LINEスタンプのデザインに協力いただ
いた若狭裕也さんと前田さち先生

（咲洲高校）
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ぽぽっぽくらぶコンサート ①エコ工作 ②遊んで学ぶ食育

③エコバックづくり ④川の水を汚したのは、誰だ ! ! ! ⑤木材と友だちになろう
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⑥冷熱実験：マイナス196℃チャレンジ
やってみよう環境クイズ

⑦自然工作 ⑧手回し発電で電車を走らせよう !

⑨エコすごろく＆エコクラフト
⑩アクセサリーづくり＆
妖精さんとお友達になろう

スタンプラリーゴール地点
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なにわエコ会議活動紹介 受付（大阪市ひとり親家庭福祉連合会） なっぴー（東住吉区のマスコットキャラクター）

併催「おんだんかてきおう」ものしり博士になろう！ 併催「おんだんかてきおう」ものしり博士になろう！
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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 （6/7, 7/5, 8/2, 9/6） （参加者8社）
□ 第２スクール （10/4, 11/8, 12/6, 1/10）（参加者10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９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

参加事業者には、
エコパートナーであ
る講師がついて、書
類の作り方、省エネ
対策などのアドバイ
スをしました。
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CO2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。
・取組期間：2017年7月～9月
・応募企業：27社
・審査会：2018年1月22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～ユニーク賞：なにわエコ会議会長表彰）
・表彰式：2018年3月2日 表彰（8社） ・省エネセミナー、省エネ事例紹介 （参加者３２人）

表彰名 事業者名 コメント

大賞 日澱化學株式会社 二酸化炭素削減が極めて優秀

優秀賞 大阪信用金庫 二酸化炭素削減が特に優秀

貢献賞 大阪工機株式会社 二酸化炭素削減が優秀

創意工夫賞 西岡化建株式会社 屋根の塗装やグリーンカーテン等工夫が見られる

努力賞 株式会社中濃製作所 デマンド管理や設備改善で成果

努力賞 有限会社橘金属製作所 水銀灯をLEDへ変更し成果

チャレンジ賞 尾中税務会計事務所 公共乗り物利用でガソリン大幅減

ユニーク賞 ネクスタ株式会社 省エネと作業効率化への取組がユニーク

CO2削減量合計：１５９トン/3か月
（２７事業所）
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〇 省エネセミナー
「省エネでコスト削減」

講師 エネルギー管理士
省エネルギーコンサルタント

小河 晴樹 氏
〇 省エネ事例紹介

① 日澱化學株式会社 大槻 氏
② 大阪信用金庫 梅田 氏
具体的な省エネ対策の実施内容や
その効果、苦労話など

受賞者を囲んで記念撮影

セミナー 「省エネでコスト削減」 省エネ事例紹介（日電澱化學様） 省エネ事例紹介（大阪信用金庫様）
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出前講座の実施（講師の派遣）

他団体からの出前講座依頼に対して、次の案件について、講師派遣をし、実施した。

〇🈟 ベッセル工業（城東区）社員研修 （10/12） （参加者 １６人）
・ テーマ：事業所の節電・省エネと家庭のエコ活動
➨家庭や事業所の節電・省エネのヒントになった。

〇🈟 大阪市中部環境事業センター （11/21：東住吉区 11/28：天王寺区） （参加者 80人）
・ 大阪市廃棄物減量推進員向け研修会（大阪環境カウンセラー協会の依頼）
・ テーマ：事業所におけるごみ減量への取り組み事例とわが家のエコ活動
➨事業所の取組について興味を持ってもらった。また、 家庭のエコ活動による電気代が
少ないことにびっくりしていた。

ベッセル工業
社員研修

大阪市減量推進員
向け研修会
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事 務 局

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、実施することが出来ました。

〇 北区大淀老人福祉センター （11/29）：
・ テーマ 「ごみと暮らし」
・ 講師：大阪環境カウンセラー協会

〇 北区大淀老人福祉センター （12/15）：
・ テーマ 「ツバルの現状と地球温暖化」
・ 講師：ごみゼロネット大阪
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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

〇 おおさか気候変動「適応」シンポジウム （パネラー参加）

・2017年12月21日 都島区民センターホール
・パネルディスカッション「気候変動による影響にどう適応すか?」
・主催：大阪府
・協力：大阪管区気象台、府地球温暖化推進センターなど4団体
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平成29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 理事の小原純子氏が、平成29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：6/14 グラウンドアーク半蔵門（東京）
・ 受賞理由：なにわエコ会議副会長、NPO法人大阪府民環境会議理事長等を歴任し、市民、NGO/NPO、

行政等と一体となって、温暖化防止をはじめ、様々な環境保全、環境創造活動に取り組む。
（平成19年度大阪市環境表彰受賞）
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平成29年度 大阪市環境表彰受賞

○ 環境教育・啓発部会長の山下登正氏が、平成２９年度大阪市環境表彰を受賞されました。
・ 表彰式 ： 1/27 大阪市役所
・ 受賞理由 ：なにわエコ会議環境教育・啓発部会長として、各活動団体の活性化に寄与されています。

毎年1区で親子向けの環境啓発イベント「環境ふれあいひろば」を開催し、地域の環境活動
団体と協働して環境啓発活動の拡大・充実に貢献されています。エコすごろく等楽しみなが
ら学べるツールを活用し、環境学習の普及に取り組まれています。

山下登正氏（前列右から二人目）
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会 員 数 （平成30年3月末現在）

平成28年度 平成29年度

個人会員 ４９ ４６

団体、NGO / NPO １４ １２

事業者団体 １１ １０

合 計 ７４ ６８

エコパートナー会員の状況


