
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■エコライフ部会 

            長谷川 勝美 

日々の暮らしのあらゆる行動がエコにつながっていることを、

少しでも多くの人に知っていただきたい。そんな思いで部会

活動をしています。 

●人気の定番講座 

なにわエコライフ（環境家計簿）は私達の生活になくてはな

らない電気・ガス・水道等の使用量を記録することによって、

自分の暮らし方を知り、地球への負荷をできるだけ少なくす

るには、それぞれの家庭の事情に合わせて工夫していただく

よう呼びかけています。3年もするとコツがわかって頼もしく

省エネされている方も沢山おられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

またごみ減量も大切なエコ行動です。その一つがレジ袋の削

減です。大阪市と「レジ袋削減協定」を結んでいるスーパー

マーケットにおじゃまし、マイバッグをお渡ししながら、レ

ジ袋をもらわないようにお願いしています。買い物帰りに早

速使ってくださる方もいて、思いが伝わったような気がしま

した。そして風呂敷の包み方講座も、レジ袋をもらわないで

風呂敷を使いましょうと言うものです。毎月1回北区役所で

の活動も 3年目を迎えました。たくさんの出会いがあり、よ

く会う人・久しぶりの人・わざわざ訪ねてくださる方もあり

新たなエコの輪を作ってくれたようです。 

●いま、新しい流れ、エシカルスタイル 

これまでの活動と併せて、新たに取り組みを始めたのが、エ

シカルスタイル（注）講座です。これは、3.11東北大震災後

起こってきた“私たちの社会や人々の未来が幸福であってほ

しい、そのために、私も人や社会のために何か役にたちたい”

という新しい流れがあります。エシカルという言葉を聞かれ

た方はあると思いますが、エシカル消費とも希望の消費とも

言われ、若者やシニア世代を中心に静かなムーブメントにな

ってきています。 

こうした流れを受けて、「エシカルスタイル～いま新しい流

れ」を主題に、オーガニックな暮らし「幸せの食物語」「幸せ

の布物語」「幸せの野菜づくり」の３回講座を開きました。い

ずれの講座も多くの参加者でほっこりと幸せの時を共有でき

ました。なかでも、糸の魔術師と呼ばれ、オーガニックコッ

トンの世界企業で大阪府泉南市にある大正紡績（株）の近藤

健一さんと兵庫県丹波市から丹波布技術保存会丹波布技術者

協会の皆さんを講師に迎えての「幸せの布物語」は会場いっ

ぱいの人気講座でした。 

（注）エシカルスタイルとは、倫理的、利他という意味で、

環境や社会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のことを言い

ます。 

 

ふろしき講座 

エコライフ部会の 

取り組み 

  部会長 〇〇 〇〇 
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■環境教育啓発部会 

        部会長 山下 登正 

 

●部会構成団体（個人）の協働 

環境教育･啓発部会では、部会を構成する団体（個人）の協働

で、各団体の企画やアイディア等を持ち寄りイベント等に積

極的に参加しました。その主なものは、「大阪南港エコフェス

タ」（6/7 ATC）「下水道展’14大阪」（7/24インテックス大阪）

「なんばエコプロジェクト」（7/27ヤマダ電機LABI）などで

す。 

 

●広がった分野での活動 

 大阪市環境局は、関係諸団体等の協力を得て環境学習副読

本「おおさか環境科」を作成、大阪市立各小中学校に配布､活

用をお願いしています。これの活用を推進するため環境教

育・啓発部会は、各地域で開催された区民まつりなどで「お

おさか環境科」の内容の一部を紹介しました。その主なもの

は、「すみよしエコフェスタ」（8/13すみよし区民ホール）、「鶴

見区民まつり」（9/7鶴見緑地公園）、「港区民まつり」（10/12

八幡屋公園）などです。 

 

●協働企画による境保全活動支援等 

なにわエコ会議・NPO大阪環境カウンセラー協会の協働企画

による、「おおさか環境科」出前講座（8/14~15 ATCグリーン

エコプラザ）では南港地区小学校の協力を得て実施、第8回

生物多様性連携フォーラム（12/23グランフロント ナレッジ

シアター）では、ブース展示と参加団体との交流などを行い

ました。 

これらの活動は、なにわエコ会議が活動してきた従来のCO2

削減啓発活動をさらにおしひろげた環境啓発活動となりまし

た。 

 

●活動の内容充実と活性化をめざして 

 活動の広がりと内容の充実とは裏腹に、環境教育・啓発部

会の構成団体（個人）の固定化と高齢化がいま課題となって

います。加えて大阪都構想の行方も影響しそうです。「なにわ

エコ会議」では今後の活動の方向・内容、組織の再編成など

を内部で検討中です。今後「なにわエコ会議理事会・委員総

会」での提案･議論を踏まえて今後の活動方針･内容・実践に

つないでいきたいと考えています。 

 

●平成 27年度の活動 

◇「環境ふれあいひろば」を開催 

☆平成27年度は、「環境ふれあいひろば in港区」と銘打って

港区で開催する計画を進めています。平成27年 12月 土曜日

午後 港区内のホールを使用して開催、なにわエコ会議・環境

教育･啓発部会 主催でなにわエコ会議エコパートナー、港区

内で環境活動をしている団体･個人・企業などに出展参加を呼

びかけ、活動紹介や交流ができる場を設けようと計画中です。

次世代を担う子どもたちが環境に関心をもち行動するおとな

になって欲しいとの願いから港区内の小学生にも参加を呼び

かけることにしています。 

☆各区年１回ずつこのイベントを実施してきました。今年で

１１回目となります。 

 

◇他のイベントへの参加予定 

☆こどもカーニバル（4/26 大阪城公園） 

☆大阪南港エコフェスタ（6/13 ATC） 

☆出前講座「おおさか環境科」（8/1~2  ATC）  

 

環境教育・啓発部会の 

取り組み 

  部会長 〇〇 〇〇 

 

「おおさか環境科」出前講座 

 

生物多様性フォーラム出展 



 

 

 

 

 

 

■環境に配慮した企業部会 

        部会長 宇田 吉明 

 

●エコアクション 21スクール 

 今年度はエコアクション21認証取得を目指す事業者向け集

合研修として、6月スタートの第１スクールと10月スタート

の第2スクールを開催しました。 

第１スクール 開催：6/18、7/18、8/6、9/17 11社参加 

第 2スクール 開催：10/22、11/27、12/25、3/26 8社参加 

この内、8社が後述の個別支

援制度（エコアクション21

二酸化炭素削減プログラム）

を活用し、既に2社が認証取

得、6社が認証取得を目指し

ています。 

ちなみに、平成25年度は6

社が認証取得されました。 

 

●二酸化炭素削減プログラム 

環境省が平成26年度から実施した中小企業の二酸化炭素削減

を支援する事業を活用し、エコアクション21スクール参加者

の中から希望する8社に対してスクール講師が支援を行いま

した。 

この事業は平成27年度も実施することが決まり、間もなく応

募の受付があります。引き続き、企業部会もこの制度を活用

して事業者の支援を行っていきます。 

 

●節電・省エネコンペ表彰式と電力削減セミナー 

日時：平成27年 3月 10日 13時 20分～16時 30分 

場所：ＡＴＣグリーンエコプラザ イベントホール 

第1部 節電・省エネコンペ表彰式 

受賞者は下記の通りです。（敬称略） 

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 

努力賞    ㈱ＫＤＰ 

技術賞    日澱化學㈱ 

同上     ㈱ダイヘン配電機器事業部兼平工場 

    ユニーク賞  草川鉄工㈱ 

    奨励賞    ㈱ワイ・ドライブ 

 

第2部 電力削減セミナー 

① 電力の省エネルギー 

エネルギー管理士 鈴木清治様 

② 事例紹介 

上島珈琲貿易㈱ 村井様 

    日澱化學㈱様  大槻様 

③ 大阪市からの情報提供 

おおさかスマートエネルギーセンター 仲秋様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●平成27年度の計画 

平成27年度も継続して平成26年度実施した事業を推進して

まいります。 

 

環境に配慮した企業部会

の取り組み 

取り組み 

  部会長 〇〇 〇〇 

 

EA21スクール風景 

 

衛生26年度のパンフレット 

 

節電・省エネコンペ受賞記念写真 

 

エネルギー管理士鈴木清治様による講演 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●なにわエコ会議のシンボルマーク 

 

 

 

 

 

 

 

う雨天 

 

●臨時委員総会の開催 

平成27年 3月 17日にあべのルシアス12階の大阪市会議室

にて臨時委員総会が開催されました。新たな委員・理事とし

て志賀向子氏（大

阪市立大学大学院

理学研究科教授）

が選任されました。

また,各委員から

様々な提案や助言、

協力提案があり、

今後の活性化が期

待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

●なにわエコパートナーを募集しています。 

「なにわエコ会議」に参加して、家庭・職場等における省エ

ネ運動や出前講座などの環境教育・学習の支援、環境マネジ

メントシステムの普及など地球温暖化防止等の取り組みを、

一緒に勉強し、実践しませんか。 

※詳細は、なにわエコ会議ホームページをご覧ください。 

http://www.naniwaekokaigi.org/ 

●皆さまの力をなにわエコ会議活動で発揮しませ

んか。 

※なにわエコ会議では、「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」が中心となり、様々なイ

ベントに取り組んでいます。具体的な活動の企画・運営する

部会員を募集しています。 

※参加希望者は、事務局まで連絡をお願いします。 

 

 

◇「なにわエコウェーブ」Vol.19 

◇発行 なにわエコ会議 

〒550-0005 

大阪市西区西本町1丁目7番 7号 CE西本町ビル7階 

（NPO法人）大阪環境カウンセラー協会内 

なにわエコ会議事務局 

TEL&FAX:060-6586-6603 

E-mail:info@naniwaekokaigi.org 

HomePage:http://www.naniwaekokaigi.org 

Twitter:https:twitter.com/naniwaekokaigi 

◇編集長 宇田吉明 

◇編集委員 長谷川勝美 山下登正 

◇協力 大阪市 

 

 

 

 

●省エネ補助金情報 

◇住宅のエコポイント 

エコ住宅の新築または省エネリフォームに 

① エコ住宅の新築 

所有者が自ら居住するために取得する住宅が対象で

す。（借家は対象外） 

また、次の1～5のいずれかに該当する新築住宅 

・省エネ法のトップランナー基準相当の住宅 

・一次エネルギー消費量等級5の住宅 

・一次エネルギー消費量等級4の木造住宅 

・断熱等性能等級4の木造住宅 

・省エネルギー対策等級4の木造住宅 

② エコリフォーム 

全ての住宅が対象。 

＜対象となる工事内容＞ 

次の1～3のいずれかの改修工事 

・窓の断熱改修 

・外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 

・設備エコ改修（エコ住宅設備を3種類以上設置する

工事） 

 

◇「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備

導入補助金」 

＜A類型＞ 

受付期間：平成27年3月16日～12月11日 

補助内容：機器購入費の１／２以内 上限1.5億円 

＜B類型＞ 

受付期間：平成27年3月16日～4月15日 

補助内容：導入費用の１／３以内 上限50億円 

※詳細：https://sii.or.jp/category_a_26r/ 

 

 

委員総会 

 

 

皆さんはご存知でしょうか？ 

たこ焼きを地球儀にみたて、そこ

に大阪城、通天閣、海遊館を配置

することによって大阪らしさを

強調し、パートナーシップの力と

大阪人の創意工夫で地球温暖化

にストップをかけようという願

いを込められたものです。 

http://www.naniwaekokaigi.org/

