みんな仲良く 地球温暖化防止！
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「去る時,来る時」

理事長

高井

茂

平成２３年度も終わり２４年度を迎えました。２３年度は環境教育部門が目立たないながら頑
張って、新しい事業を始めました。また事業部門のエコアクション２１はかなりの苦戦で、新
規認証登録数は１００件に至りませんでした。中小企業には相当の厳しい風が当たっているこ
とが予想されます。本部事務局は会計担当に大槻さんに手伝っていただき、３ヶ月毎の決算が
報告されるようになり、以前に比べて安定したと思っています。また最大の事業は事務所移転
です。皆様の懸命な助力により、西本町の高砂堂ビルに移転することが出来ました。有難うご
ざいました。経費は増加するでしょうが、経費の節減に心がけてください。２４年度はいまだ
光が見えるに至らないでしょうが、会員各位は昨年度より少しでも向上し増加するように鋭意
努力を惜しまないで下さい。また、高齢者も多くなりますので、健康に十分ご留意下さいま
せ。

**【 事務所 移転しました 】**
大阪環境カウンセラー協会ならびにエコアクション２１地域事務局
大阪は、1月２２日より下記に移転しました。新事務所は四つ橋線
本町駅にほど近く、よりアクティブな活動の拠点となり、会員の
皆さんにも足を運んでいただきやすい場所だと思います。
これを機に、皆様の信頼にお応えできるよう、事務局一同、倍旧の
努力をしていきたいと思っています。今後とも、ご協力賜りますよ
うお願いいたします。
【 新所在地 】

特定非営利活動法人

大阪環境カウンセラー協会

〒550-0005
大阪市西区西本町１−７−７ 高砂堂ビル８Ｆ
電話：06-4391-0600
FAX：06-6543-0607

こちら

エコアクション２１地域事務局大阪
住所・ＦＡＸは上記に同じ
電話：06-6543-1521
アクセス
地下鉄四つ橋線 本町駅 ２７番出口より徒歩１分
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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

平成23年度は皆さまのご支援、ご協力により概ね計画通りに実施することができました。
平成24年度も今年度も引き続き、エコアクション２１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ので、皆さまの積極的な参加を期待し
ています。また、新規プロジェクトの提案もお願いします。

■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普及活動

自治体や企業団体との連携によるEA21セミナーの開催

EA21導入支援

自治体イニシャティブプログラム及び関係企業グリーン化
プログラムの提案・企画・実施、個別支援

EA21認証取得事業者
向けセミナー

内部監査人養成講座、環境事務局スキルアップ研修

EA21審査人との交流

普及戦略会議の開催（その中でスキルアップ研修）

ISO内部監査員養成研修 定例講座、出張研修

ISO導入支援

ISO14001・ISO14005の個別コンサルティング

節電・省エネ支援

節電・省エネチームによる相談会、講師派遣

※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
の事務局の運営やなにわエコ会議環境に配慮した
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
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地域事務局大阪の２３年度報告
エコアクション２１地域事務局大阪

北

濶明

平成２３年度の実績件数は登録審査68件、更
「地域事務局大阪の登録審査事業者件数」

新審査147件で、計215件の審議件数となりま
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ものの、登録の審査件数が昨年度と比べ減少と
なりました。そして、中間審査を含めた審査件
数は439件で、昨年度と比べ５%の増加の実績を
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が出来ました。

収めました。
実績要因として、昨年に続きエコアクション２

「関係企業ＧＰグリーン化プログラム」

１普及プログラムの実施と、２２年度の自治体
ＩＰ（イニシアティブプログラム）と関係企業
ＧＰ（グリーン化プログラム）を合わせて15箇
所で実施。そして、２３年度の自治体ＩＰと関
係企業ＧＰは12箇所で実施したことが効果を奏
して、実績を上げることができました。
エコアクション２１の説明会では、各地で無料
説明会を実施すると共に、事務所内に於いても
毎月/１回の実施で事業者対象に認証登録を目

「ＥＡ２１無料普及セミナー」

指す無料相談会を実施いたしました。
その他、近畿地区の建設業及び食品関連事業者
を対象に業種別ガイドライン2011年版の改定概
要説明会を行いました。
尚、地域事務局大阪は設立当初より７年目を経
過して、審査受付トータル件数は2000件以上の
実績結果と成っています。
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大阪市環境経営推進協議会

塚本

勝

昭和30年代の煤煙の防止研究会として大阪市内の各区で発足した地域都市環境協議団体を、
その後の時代の要求が公害から環境へと変わってきた対策として発展的解消させ、24区をまと
めて、ひとつの環境経営推進協議会として設立されたのが、平成19年6月でした。
この協議会は、多様化した環境問題の解決に積極的な役割を果たすとともに、企業の自主的
な環境配慮活動や環境経営の推進を目的としており、OECAでは、当初からこの協議会の事務局
業務の受託を行い、行政と企業の橋渡し役として活動できるNPO組織として企画・運営業務に
従事しております。
年度毎の通常総会、理事会、企画委員会の開催に始まり、会費の徴収管理、ニュースレター
の年4回の発行、年2回の視察研修会、年4回のセミナー開催とそれぞれの立案、チラシ作成か
ら会員向け送付作業、ホームページの更新管理、騒音計の貸し出し、社員教育向けの出前講座
の斡旋、東成・淀川・西区に設立された各地域部会の事務局作業、などなどテーマの企画から
実行、後始末まで多忙な作業に追われる日が続いております。
現在、宇田吉明さん、飯田哲也さん、池嶋紀子さんと私の4名でこれらの業務をこなしてお
ります。現在の会員企業数は約450社で、年々微少ながら減少傾向にあり、会員向けのメリッ
トのある行事の企画立案と会員募集の営業努力が今後は特に求められています。
来年度は、平成24年6月に設立5周年記念行事も予定され、記念誌の発行、活動DVDの製作な
ど今までにない業務も入り込み、いかにこなしていけるか不安もありますが、OECAの事務所移
転に伴い、今まで別室での作業がひとつの部屋内での事務となり、効率的にこなしていけるか
と思っております。皆様の協力をお願いいたします。

【総会風景】

【堺太陽光発電所

[平成23年6月]

研修会】

[平成23年9月]
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環境教育部門

水藻

英子

“No ｍｏｎｅｙ”からの脱却
は、難しい・・・
昨年度の環境教育部門の取組みは、
東日本大震災の余波を受けて、事務所に直接「津波」や「省エネ」に関する問合せが多く寄せ
られ、雑誌「Lei

wedding」にも「夏の暑さ対策」として寄稿させていただきました。

夏以降震災余波は落ち着きを取り戻し、後半は「環境問題に関する知識の習得だけでなく、
環境保全活動への取組みにつなげるためのも
の」という位置付けで、「環境教育インストラ
クター応募資格取得セミナー」「寝屋川市民大
学」「小学校の環境教育出前授業」を中心に展
開させていただきました。従来どおり、イベン
ト参加もさせていただきましたが、交通費援助
もない他のＮＰＯ法人が主催するイベントは、
お断りさせていただきましたので5箇所にとど
エコフェスタ in Expo Park(５月)

まっています。

環境インストラクター
応募資格取得セミナー(９月)

大阪府内小学校出前授業(１月)

新規にチャレンジしたｅｃｏ検定準備講座と夏休み宿題やっつけちゃおうかいは受講者が集ま
らず、計画倒れとなりました。営業の難しさを痛感させられた１年でした。
さらに、依頼者ニーズによる現役世代講師の派遣に苦慮しました。
“一般財団法人関西環境管理技術センター”様にご協力を戴いてなんとかセーフ。
小学校出前授業にご参加いただいた方々。お仕事を休んでいただき申し訳ございませんでした
が、今後ともよろしくお願いいたします。
今年度は、昨年、採用されなかった環境カウンセラー研修や自治体が企画する環境学習塾にも
積極的に参加していきたいと思っています。
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高井

健康優先

茂

昨年の１１月半ばから現在まで私は理事長の立場でありながら、理事会にも出席せずに皆様に
大変ご迷惑をお掛けしたことを、紙面をお借りして心から謝ります。実は昨年の１１月妻と二
人で長野県柏原の一茶記念館に行き、ついでに野尻湖に行きました。一茶の終焉の地で、俳句
会があったのです。野尻湖のホテルで妻は脳出血を起こして、長野市内の病院で緊急手術を受
け、命は取り留めましたが、現在まだ大きな障害を残してリハビリ中です。今まで病気らしい
病気もしなかった妻がこのようなことになるのを体験し思うことは、猛烈社員を卒業されてＮ
ＰＯ活動をされている方々は、仕事が好きな方ばかりで、健康への配慮が怠りがちではないか
と思います。どうか皆様、今後も続く永い人生を健康で過ごす為に、健康を優先した生活をお
願いいたします。
近畿ブロックの動き
水藻 英子
環境カウンセラー会集合！！
近畿地方に在する“環境カウンセラーズ京都”“滋賀環境カウンセラー協会”“奈良環境カウ
ンセラー協会”“環境カウンセラー会ひょうご”そして大阪環境カウンセラー協会の代表が近
畿地方環境事務所の環境対策課の担当者と昨年末より、“環境カウンセラーの役割”について
ディスカッションを重ねています。これまで、常に受身だったことを反省し、さらに一つの協
会だけが抜駆けするのでなく、近畿ブロックとしての活動強化を図っています。
次回の集合は、５月１４日です。各カウンセラー会の皆さんに置いていかれないように頑張り
ます。

今年度の通常総会は、
日時：平成２４年度５月２６日(土)

１３時〜１４時

場所：大阪ＡＴＣグリーンエコプラザ１１階
ひきつづき、“地球環境問題対策ＯＥＣＡセミナー２００１２”“交流会”を
予定しています。
皆様の参加をお待ちしています。
不参加の場合は、必ず委任状をご提出下さい。
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