みんな仲良く 地球温暖化防止！
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「第１１回定時総会を終えて」

理事長

高井

茂

会員の皆様、去る５月２８日（土）に第１１回
定時総会を大勢の会員のご出席を得て盛大に行
うことが出来ました。会員皆様のご支援を改め
て有り難く感じているところです。近畿地域は
全国的に見て不景気な様相があり、その上に東
北大災害があり、ＯＥＣＡの事業も全般的に縮
小気味でしたが、大過なく経過することが出来
たと思っています。環境教育部門は資金不足、
事業部門はほぼ目標どおり、
ＥＡ２１地域事務局大阪は、辞退や事務局移管などもあって、やや縮小気味でした。
事務局は人数の増加で、経費も其れにつれて増加しました。収入の減少と経費の増加で、支
出が収入を上回ってしまいました。会員の皆様に心から謝ります。２３年度は、全般に２２
年度と同規模の事業は可能であろうと思っています。これに、各部門の奮起で、特に環境教
育部門の奮起を大いに期待しています。ＥＡ２１地域事務局は作業効率の向上を、本部事務
局は経費節減の努力をし、支出管理を行い、赤字体質を脱却いたします。要は各部門とも奮
起一番頑張らねばなりません。環境教育部門長の水藻さんは、これに特化して、会計の仕事
は新たな人材にお願いすることに致しました。皆様のご協力をお願いいたします。２３年度
も色々なことがあるでしょうが、楽しく健康なＮＰＯ活動をしてまいりましょう。

入会10周年を迎えられた方々の表彰風景

総会後、京都女子大学蒲生教授による
“地球環境問題対策ＯＥＣＡセミナー2011
ー再生可能エネルギーの動向と生物多様性ー”
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地域事務局大阪の２２年度の報告と２３年度事業計画について
エコアクション２１地域事務局大阪

北

濶明

２２年度の実績件数は登録審査117件、更新審
査137件で、計254件の審議件数となります。
年度計画では登録審査110件、更新審査130件を
予定しており、当初の計画を達成することが出

「地域事務局大阪の登録審査事業者件数」
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Ｐを17箇所で実施したことによる事業者の申込
みが有り、実績を上げることができました。そ
して、中間審査は174件あり、合計428件の審査
実績と成りました。

「ＥＡ２１無料普及セミナー」

尚、地域事務局大阪は設立当初より６年を経過
して、審査受付トータル件数は1560件の実績を
上げることができました。
２３年度事業計画については、２２年度の審
査実績件数が横ばいに推移すると思われます。
一方、東日本大震災の影響による経済状況、自
動車修理・整備事業者の事務局移管及び2009年
版ガイドライン改訂、業種別マニュアル改訂に
より業種別ガイドライン適用など、色々な影響

「普及活動の一環としてイベント参加
も

があると考えられます。２３年度の目標数値と
して、登録審査100件、更新審査130件、中間審
査200件で合計430件の受付審査を目標。
また、２３年度イニシャティブの普及プログラ
ム実施は自治体ＩＰ10箇所と関係企業ＧＰを10
グループの目標としています。その他、無料セ
ミナーも予定しています。
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事業者の環境経営の普及に向けて

事業部門長

宇田 吉明

今年度も引き続き、ＥＭＳの普及を初めとする事業者の環境経営の支援を中心に活発な
活動を展開してゆきます。
皆さまの積極的な参加を期待しています。
■事業者への支援活動
主な活動は次の通りです。
活 動 項 目

活

動

内

容

EA21フォローアップ研修

事業者向け研修、含む内部審査人研修

EA21導入支援
EA21審査人向け研修

個別コンサル、有料スクール
普及戦略会議、スキルアップ研修

EA21普及活動
ISO内部監査員養成研修

セミナー、資料等
定例講座、出張研修

ISO導入支援
新規事業開発

ISO14001及びISO14005の個別コンサル、集合スクール
省エネ・ＣＯ２クレジットなど

※エコアクション21普及戦略会議は
原則毎月第３土曜日２時半から実施します。
■自治体との協働
大阪市との協働として、大阪市環境経営推進協議会の事務局運営や
なにわエコ会議の“環境に配慮した企業部会”への参画にも積極的に
取り組みます。

関経連のグリーン化プログラム

ＥＡ21普及セミナー
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大阪市環境経営推進協議会？？？

塚本

勝

大阪市環境経営推進協議会は、大阪市環境局環境施策部環境計画課（環境活動担当）様の運営す
る大阪市内の事業所約500社の会員向け環境経営を普及する協議会です。平成１９年設立当初から
OECAでその事務局業務の委託を受け、環境経営の普及に関する企画・運営を行っております。具体
的には、年次総会の段取り、年4回のセミナー企画運営、年2回の視察研修会の立案、騒音計の貸し
出し、無料出前講座、地域部会（東成、淀川、西、港）、ニュースレターの編集、ホームページの
維持更新、郵送や同報メールによる行事案内、会員管理と会費請求業務など色々な業務を担当して
おります。
昨年度は、「大阪湾クルージング・電気自動車試乗会」と「サラヤ株式会社伊賀工場」への視察
研修を行いました。またセミナーでは「ＥＡ２１大阪市自治体イニシアティブ説明会」「電気自動
車の現状と将来」「エコドライブの実践と効果」「改正省エネ法と無料診断サービス」「中小企業
のＣＳＲレポートの作り方」「ＣＳＲレポートの効果的なＰＲ手法」といった会員様の興味を引く
テーマでの色々な行事を開催いたしました。
本年度もＯＥＣＡで業務委託を受けることが出来
（正式には、6月22日の総会後）、昨年度と同様の事
務局活動を行います。なお、この総会後に、日経エ
コロジーの編集長・中村建助氏の講演「激動する時
代に環境ビジネスは何をもたらせるのか」を行いま
す。
座席数に余裕の出た場合には、会員の皆様にもご
案内を差し上げますので是非ご参加ください。

【 電気自動車試乗会 】

総会に於ける司会役：宇田吉明氏

【 柴島浄水場見学会 】

-4-

【 第33号 】

みんな仲良く 地球温暖化防止！

昨年より、環境教育部門長を務めさせていただいています水藻
です。
昨年の環境教育部門の活動は「ＯＥＣＡが行う社会貢献」とい
う位置付けで、主に自治体などが行うイベント参加に主流をお
いてきました。ＥＣＵ主催の「環境教育インストラクター受験
資格取得セミナー」を西日本で始めて開催したり、イベントに
おいてもＣＯＰ１０を意識した取組みを行ってきました。
今年度は、昨年巻いた種が少し芽吹いてきましたので、少々忙
しくなってきました。これまでのように待ちの状態でなく、積
極的に出向いて活動の場を広げたいと思っています。

【 環境教育部門年間計画（2011年度） 】
項 目

5月

6月

7月

8月

9月

10月 11月 12月
羽曳野
古墳めぐり
(第２回)

総会
ＯＥＣＡ
セミナー (第1回)
イベント
（実験教室）

万博
(オイ 吹田
スカ)

京都
(末利
さん)

2月

3月

特記事項
事務所移転を
考慮して今年
度は、2回実施
が望ましい。

北区 取りやめ：
区民 ７月 羽曳野、
祭り １１月 万博、
１０件獲得を
めざす。

エコ検定受験対策講座(枚方市)

有料セミナー

ＥＣＵ主催
セミナー

豊中
大阪
狭山

摂津
枚方
市民大学
(谷さん)

講演依頼

補助金対象
セミナー

1月

エコ検定受験対策講座(堺市)

夏休
み
子ども
環境
調査
インスト
ラクター
養成講座

※ まだ、具体的にはなっていませんが、大きなプロジェクトになりそうな案件が２件ほど有りますので、
皆様のご協力をお願いいたします。
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環境エキスポ２０１１万博公園グリーンフェスティバルに参加しました。
開催日：５月４日（水）〜５日（木）10：00〜17：00 会場： 万博記念公園
「環境エキスポ２０１１ 〜万博公園グリーンフェスティバル〜」が2011年５月４日
〜５日の２日間、万博公園で開催されました。本イベントは「親子で地球にいいこと
体験」のテーマで
環境に関係した体験プログラムを公益財団法人オイスカが企画
し、実施されました。
今回、ＯＥＣＡは、子どもたちに生物多様性について楽しく学んでもらうことを目的
として製作されたカードゲームと地球温暖化実験より“手回し発電”と“振る振る懐
中電灯”を出展しました。
業者の手違いで１つ
のテントを３団体が
使うことになったの
で、カードゲームは
木陰を利用して行い
ました。時折、吹く風
にカードが飛ばされ
ることもしばしばあり
ましたが、自然を満
喫できた2日間でし

蛍光灯＆白熱灯の電力比較実験、ＬＥ
Ｄ＆白熱灯電力比較実験器“振る振る
懐中電灯”は子供達に人気！

3月11日に発生した東日本大震災の義援金を会員の皆様に募っておりまし
たが、5月28日に開催されました総会終了とともに締め切らせていただき
ました。純粋に皆様から寄せていただいた総額が34,000円でしたので６月
７日大阪市港区役所に義援金を持っていきました。
現状今日では、ニュースでも話題になってい
ますが、被災者の方には、一部しか届けられて
いないのが現状です。
そこのところを考慮されているのか“仮領収
書”と言う形で日本赤十字社大阪府支部港区長
名で受取票をいただいています。少しでも早い
復興が望まれるとともに小額では有りますが、
募金してくださった会員の皆様の気持ちが、被
災者の方々に届けられます事を願っています。

発行者：ＮＰＯ法人 大阪環境カウンセラー協会
住 所：〒552-0021 大阪市港区築港２-８-２４ piaNPO 411号
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