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協力：大阪市

「SDGs」とは、Sustainable Development Goalsの略
で、日本語では「持続可能な開発目標」と言います。
2015年９月の国連サミットで採択されたもので、

「貧困」や「気候変動」などのさまざまな問題について、
2030年までに達成しましょう、と世界が合意した共通
の目標です。
SDGsには、17の大きな目標と、それらを達成するた
めの具体的な169のターゲットがあります。
基本方針は「誰一人取り残さない」。
先進国も発展途上国も、世界中の国々が一緒になっ

て、SDGsの達成に向けて取り組んでいます。

SDGsを達成するためには、国や自治体、企業はもち
ろん、市民団体やひとりひとりの市民すべてが、できる
ことを探して積極的に取り組むことが大切です。

SDGs  ～Sustainable Development Goals ： 持続可能な開発目標～

また、パートナーシップで取り組むことで、より大き
な成果をあげることができます。
なにわエコ会議も、構成団体やエコパートナーのみ
なさま、また外部のさまざまな企業・団体とのパート
ナーシップのなかで、SDGsの達成に向けて取り組んで
いきたいと考えています。

イラスト：
とうかい めぐみ



「なにわエコ会議賞」は
環境活動の実践に積極
的に取り組んでおられる
方を表彰する制度です。
今年度は29名の受賞
者が決まりました。

■ なにわエコ会議賞  受賞者が決まりました！

■ マイバッグキャンペーン
なにわエコ会議は、大阪市・事業者と協働してレジ
袋削減に取り組む「大阪市におけるレジ袋削減に関す
る協定」を締結しています。
レジ袋削減に向けた啓発活動として、毎年、大阪市
内のスーパーにてマイバッグの配布を行っています。

2017年のキャンペーン時に実施したレジ袋削減に
関するアンケートでは、エコバッグを「常に携帯してい
る」「買い物時にのみ持っていく」と答えた方が82.4%
と、エコバッグが広く普及していることが分かりました。
また、今後レジ袋を「これを機にもらわない」と答え
た方は40.0%にのぼり、キャンペーンが一定の成果を
あげていることが分かりました。

使い捨てプラスチック削減推進ポスター（大阪市）
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使い捨て商品を控え
ひとつの物を

長く大切に使います

使い捨てプラスチックがもたらす影響

土壌と水の汚染、生物多様性の
損失、 水路の詰まり、自然災害 
リスクの増加

大阪市環境局
545-8550　大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/index.html

公益財団法人 地球環境センター
538-0036　大阪市鶴見区緑地公園2-110
http://gec.jp/jp/

国連環境計画 国際環境技術センター
538-0036　大阪市鶴見区緑地公園2-110
http://www.unenvironment.org/ietc/

有害物質の排出、病原媒介生物
による疾患リスクの増加、食物連
鎖の汚染 

景観の悪化、観光業、漁業および
海運業への影響、自然環境に蓄積
したプラスチックごみを取り除く
ための将来的なコスト 

持続可能な社会を作るために
知っておくべき世界の現状と優先課題

使い捨てプラスチック

環境への影響 健康への影響 経済への影響

使い捨てプラスチックを減らすためにできること

2015年に全世界で生産されたプラス
チック総量：4億トン、その内36％が
プラスチック製のパッケージです。

毎年、世界中で1～5兆枚の
レジ袋が使用されています。

過去10年間で、20世紀に生産された 
プラスチックの総量以上の 

プラスチックが生産されました。

世界の 
プラスチックの

現状

1

買い物時には  
マイバックを 
使います
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グリーンコンシューマー 
（環境に配慮した消費者） 

になります
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過剰な包装は
お断りします

5

洗剤、シャンプーな
どは詰め替え商品
やコンパクト商品
を選びます 

大阪市では・・・
家庭系ごみに含まれる
「プラスチック類」の量
およそ 65,000トン
（成人約100万人分の体重）

そのうち「レジ袋」
およそ 7,000トン
（20リットルサイズ 約7億枚）
１人当たり年間約260枚
(2017年度)

大阪市では「レジ袋削減協定」を締結す
るなど、事業者・市民団体と協働してレジ
袋の削減に取り組んでいます。

Source: SINGLE-USE PLASTICS A Roadmap for Sustainability 

SINGLE-USE PLASTICS

天神祭ごみゼロ大作戦での活躍
「天神祭をごみゼロに！みん
なで楽しく世界に誇れる祭
りを作り上げよう！」を合言
葉に、ボランティアリーダー
として活動の中心的役割を
果たされました。

＜受賞者＞
須田 望 氏　清水 美里 氏　関 一真 氏　山﨑 史織 氏
足立 哲 氏　岡田 有加 氏　近藤 大介 氏　平本 紅把 氏
井村 航 氏　東森 啓 氏　古角 幸司 氏　渡邊 敢太 氏
山下 比呂 氏　新葉 一 氏　大岸 一翔 氏　谷口 亮大 氏
大内 涼加 氏　松田 莉奈 氏　山野上 洸平 氏

おおさか環境科での活躍
大阪市環境局制作の副読本
「おおさか環境科」をテーマ
に、毎年夏休みに開催して
いる夏休みの自由研究「お
おさか環境科」セミナーにお
いて、長年企画・運営、講師を務めてこられました。

＜受賞者＞
曽谷 紀子 氏　谷 美也子 氏　中川 育夫 氏　冨平 純 氏

大阪市エコボランティアでの活躍
積極的に大阪市エコボラン
ティア活動を行い、市民の環
境学習に貢献されています。
他のエコボランティアの模
範となる年間活動回数、生
き物や植物など得意分野を生かした指導など。

＜受賞者＞
黒野 治美 氏　今西 朋子 氏　長谷川 喜代子 氏
北川 ちえこ 氏　堀田 サダ 氏　桝元 慶子 氏

昨年度の表彰式の様子



■ 大阪信用金庫の取り組み

■「持続可能な開発目標（SDGｓ）への企業の取組み」セミナー

平成30年度の大阪市環境経営推進協議会(会員
340社)の通常総会が6月28日に天王寺区のホテル
アウィーナ大阪において行われ、総会に引き続い
て、経済産業省近畿経済産業局通商部国際課長の
橋本俊次氏を迎えて、「関西SDGs貢献チャレンジ」
と題するご講演をしていただきました。
持続可能な開発目標（SDGｓ）は、
〇社会の問題を解決しより良い未来を迎えるた
めに世界が合意した17の目標と169のター
ゲットがある
〇日本政府が内閣に推進本部を立ち上げ、本腰
を入れて国家戦略として取組んでいる
〇実施の指針である「SDGsアクションプラン
2018」による主要な取り組み

であることが説明されました。
また、CSRにSDGsを組み込もうとされている企業
の先行事例やSDGsビジネスにどうやって取組み始
めるかについてのヒントを紹介していただきました。

会員の皆様は、企業におけるSDGsの役割や、ビ
ジネス戦略をSDGsに適合させることによる恩恵と
ビジネス機会の創設に寄与する事例を熱心に聴講
されました。
また、自治体・市民団体・大学・政府機関など関西
のビジネスや国際貢献を加速していくことを目的と
した「関西SDGsプラットフォーム」を設立して、ネッ
トワークによる活動の広がりを求めて、キックオフ
会議が3月に行われており、会員企業様の参加など
もお願いされました。

大阪市環境経営推進協議会事務局

大阪信用金庫は平成22年に本部・本店でエコア
クション21の認証・登録を受け、平成24年には全店
で認証を受けました。
主な取組みとして、太陽光発電機やLED、電動自
転車など環境に配慮した設備導入を推進していま
す。

平成18年度から環境緑化・店舗美化を目的とし
た「花咲かしんきん運動」を実施。
平成26年度からは岸和田市の竹林の再生と保全

を目的としたアドプトフォレスト「大阪信用金庫の
森」活動を毎年５～６回実施しています。

一方で、取引先に対してもエコアクション21を普
及するため、「だいしんグリーン化プログラム『エコ
アクション21スクール』」を平成23年より開催し、30
年３月末時点で27社の認証取得にいたりました。

平成28年５月には、「環境人材」の育成推進を目
的とした「環境人づくり企業大賞2015」（環境省主

催）において優秀賞を受賞、平成29年11月大阪府
主催「第７回みどりのまちづくり賞」において「みど
りのまちづくり活動賞」を受賞。

平成28年「笑顔咲くみどりの街定期預金」、平成
29年「笑顔咲くみどりの街定期預金２」を発売し、募
集預金の0.01%を「大阪府みどりの基金」に寄付し
ました。（H28・48万円、H29・62万円）
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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

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。一緒に活
動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

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）

■ なにわエコ会議 LINEスタンプ
なにわエコ会議のLINEスタンプ「それってエコやん

【大阪弁、関西弁】」ができました！
「ほれきた！」「まかせとき！」「どーもおおきに」…毎日
使える大阪弁、関西弁のスタンプです。
大阪府立咲洲高等学校３年生の生徒さんが、キャラ

クターやメッセージの原案を作成してくれました。
2017年11/23（木・祝）「環境ふれあいひろばin東住
吉区」にてお披露目しました。

スタンプは
全部で24種類！！

ご購入いただいた金額の半額が、なにわエコ会議の活動に役立て
られます。

LINEのスタンプショップで、絶賛販売中！（￥120）
LINE STORE それってエコやん【大阪弁、関西弁】 検索

■ なにわエコ会議オリジナルグッズ
「おおさか環境科」なぞなぞ帳
ができました！！！

環境教育・啓発部会で
は、大阪市環境局が製作
しています環境副読本
「おおさか環境科」をモ
チーフとした“夏休みの自
由研究「おおさか環境科」”
の取組を2013年より、２日間にわたって、毎年開催し
ています。

今夏の“夏休みの自由研究「おおさか環境科」”にお
いて、「なぞなぞ帳」が、グッズレビューいたしました。
折角、おおさか環境科の副読本を使わせていただ
いているのですからということで、構想から３年の時
を経て完成しました。
なにわエコ会議のイベントに参加される方が、年少
児からお年寄りまで、年齢差をカバーできるものとし
て検討が繰り返され、環境教育・啓発部会メンバーの
総力を挙げて取組みました。
８月の評判は、保護者の方からは「懐かしい～」、お
子様からは「おもしろい～」と好評価でした。
今度は、「環境ふれあいひろばin西淀川」で、お目に
かかりましょう！！！


