
宇田氏は、「なにわエ
コライフ事業」の企画・
運営、なにわエコ会議
設立の企画・運営、大阪
市環境経営推進協議会
設立の企画・運営に携
わってこられました。

なにわエコ会議では、環境に配慮した企業部会長と
して、エコアクッション21スクールや二酸化炭素削減コ
ンペの推進、なにわエコウェーブの編集長として活躍
されてきました。

これらの活動が評価され、今回の受賞となりました。

大阪市環境表彰は、環境保全に関して顕著な功績
のあった個人や団体などを表彰するものです。

環境に対する意識を高め、環境に配慮した活動を推
進し、環境共生型・資源循環型社会の形成を促進する
ことを目的として、平成16年度から行われています。
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協力：大阪市

環境に配慮した企業部会長の宇田吉明氏が、1月28
日、平成28年度 大阪市環境表彰を受賞されました。

平成28年度 大阪市環境表彰受賞

マイバッグキャンペーン  アンケート結果

10月21日～11月22日、大阪市内のスーパー７店舗
にて実施したマイバッグキャンペーンでは、レジ袋削
減に関するアンケートを行い、350名の方にご回答い
ただきました。

●大阪市では、事業者及びなに
わエコ会議により、レジ袋削減
に関する協定を結んでいます
が、ご存知ですか？

●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？

●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？

●レジ袋をもらう理由は何ですか？
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環境ふれあいひろば in 西区

12月17日（土）、大阪市西区民ホールにて、「環境
ふれあいひろば  in西区」を開催しました。

なにわエコ会議が主催して、毎年、各区で開催し
ている「環境ふれあいひろば」。

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、楽しく遊びながら環境を学んでも
らうことを目的としたイベントです。

環境に関する活動をしているNPO、市民団体、事
業者、行政等が一堂に会し、さまざまな体験や学習
ができるブースを出展します。

今年は、なにわエコ会議エコパートナーや西区に
ある活動団体など12団体が出展し、環境に関するク
イズや自然の素材を使った工作など、250名の来場
者に様々な体験・学習を楽しんでいただきました。

4つ以上のブースを周るスタンプラリーも開催し、
パネル展示コーナーでは、なにわエコ会議や関連
団体の活動を紹介しました。

また、ケーブルテレビが取材に来られ、ベイコム・
地元ニュース（大阪版）12月22日号で取り上げられ
ました。

ケーブルテレビで放送された番組が
インターネットで見られます！

ベイコム・地元ニュース（大阪版）12月22日号
https://jimotv.jp/products/movie_detail.php?
product_id=5401

コロコロ エコクイズ
（一財）環境事業協会

自然工作
（認定NPO）シニア自然大学校

エコ工作
なにわエコクラブ

木材ＰＲ
（一社）大阪府木材連合会

野菜あてクイズ
西区食生活改善推進員協議会

（つたの会）

「エコすごろく」を楽しもう
なにわエコ会議

環境教育・啓発部会

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

お野菜クイズ！
どこを食べているのかな？
なにわエコ会議  エコライフ部会

川の水を汚したのはだれ？
（NPO）大阪環境カウンセラー協会

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（株）

プラレールで楽しもう
なにわエコ会議

環境に配慮した企業部会

バーチャルスーパー
大阪市環境局 環境施策課

（公社）大阪市ひとり親家庭福祉連合会
受付を手伝っていただきました

ケーブルテレビが
取材に来てくださいました



二酸化炭素削減コンペ
【環境に配慮した企業部会】 

過去最多数となる32社が応募された「二酸化炭素削減コンペ」
12月に開催した審査会により、10社の表彰が決まりました。

大賞および優秀賞の受賞者には大阪市長となにわ
エコ会議会長名で、他の受賞者にはなにわエコ会
議会長名で、表彰状が渡されました。

表彰式に続いて、省エネプロフェッショナル中田進
久氏による省エネ講演、二酸化炭素削減大賞受賞
の第一鋼業株式会社の深瀬拓也氏、および同優秀
賞の安田不動産株式会社長堀安田ビルの吉田清
氏による事例発表が行われました。
参加者には「電気の省エネ対策集」を配布しました。

表彰式 および 省エネセミナー 日時 ： 平成29年2月8日　14時～16時30分
場所 ： 大阪市中央公会堂大会議室　参加 ： 約50名

チャレンジ賞
日本ワヰコ株式会社
【審査員コメント】

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

【審査員コメント】
都市ガスの削減で成果

エコオフィス賞
田中中小企業診断士事務所

【審査員コメント】
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
【審査員コメント】

運行管理システムで自動車燃料削減で成果

アイデア賞
河陽電線株式会社

【審査員コメント】
チームワークで省エネに取り組む

技術賞
株式会社出水商店

【審査員コメント】
加熱工程改善で省エネ

貢献賞
朝日熱処理工業株式会社

【審査員コメント】
二酸化炭素削減に貢献

努力賞
クレバー産業株式会社
【審査員コメント】

エアコンの省エネで消費電力の削減に成功

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

【審査員コメント】
二酸化炭素削減に優秀な成果

二酸化炭素削減大賞
第一鋼業株式会社

【審査員コメント】
二酸化炭素削減に極めて優秀な成果
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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。

●なにわエコ会議のシンボルマーク

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）

皆様の力を
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。
具体的な活動を企画・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。

事務局からのお知らせ

平成29年度 なにわエコ会議 EA21スクール
（EA21グリーン化プログラム）

＊エコアクション21の認証取得およびレベルアッ
プのための4日間の集合勉強会です。
新たに認証取得したい事業者様、システムのレ
ベルアップや社員の再教育を行いたい事業者
様は、ぜひご参加ください！

＊第１スクール ： 6月7日、7月5日、8月2日、9月6日
第２スクール ： 10月4日、11月8日、12月6日、1月10日
いずれも  水曜日  13:00～17:00

＊EA21地域事務局大阪  CE西本町ビル8F会議室
（地下鉄四つ橋線「本町」駅 27番出口 右へすぐ） 

＊先着10社（新規取得を優先）、参加無料

＊主催 ： なにわエコ会議 環境に配慮した企業部会
共催 ： エコアクション21地域事務局大阪・中央事務局
協力 ： 大阪市、大阪市環境経営推進協議会

イ ベント情報

【エコライフ部会】 イベントレポート

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月９日、大阪ガス ハグミュージアムにて「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～」
を開催しました。

まずはガイドさんの案内
で「スマートハグハウス」の
コーナーを見学。最新技術を
ふんだんに使いながらも、ぬ

くもりを大切にした「ちょっと未来の暮らし」に、一同興
味深々でした。

続いて、ハグミュージアム
館長 武政英治氏による「これ
からのエネルギー事情につ
いて」のお話。日本のエネル

ギー消費の特徴や課題、その解決に向けた新たな取り
組みなど、最新情報満載のセミナーでした。

最後はエコライフ部会長 
井上健雄のセミナー「エコラ
イフのすすめ」。エコライフ
部会で新たに作成した冊子

「楽しくかしこくエコライフ」
を使って、地球温暖化やエコライフのコツについてお
話ししました。

冊子「楽しくかしこくエコライフ」を、
関連団体やエコパートナーのみな
さまのお手元にお届けしました。ど
うぞご覧ください！


