みんな仲良く 地球温暖化防止！
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「新年度のスタートに当たり」

理事長

高井

茂

何時もながら新年度を迎えることは心の昂ぶりを感じます。ＯＥＣＡ創立後１４年が経過し
１５年目にはいります。羽陽曲折は有りましたが存亡の危機というようなことはなく、皆様の
温かいご支援のお蔭で継続し、昨年度は大阪の中心の本町に事務所を構えることが出来まし
た。紙面をお借りして会員各位に御礼を申し上げます。自民党政権が誕生し経済的に明るさを
取り戻しつつあります。企業の業績の上方修正や株価の上昇など、久しぶりの明るさを感じる
ようになりました。この状況がしばらく継続することを願うものです。しかし、ＣＯ２削減目
標を見直すことを決めたり、公共事業を増やしたりで、何やら元の鞘に戻るのではとの不安も
あります。我々ＮＰＯの活動は景気の動向に非常に影響を受けやすく、いい時はまあまあ良く
悪いときは極端に悪くなる傾向にあります。
このことを考えますと、なお一層の体質改善・低コスト体質への転換、新しい事業の開発が必
要です。会員の力でこれらの達成にご支援くださいますようお願い申し上げます。会員各位の
ご健康をお祈りいたします。

平成２５年５月１８日（土曜日） １３時
場所：大阪ＡＴＣグリーンエコプラザ１１階
第１部
A：総会内容
Ⅰ：平成２４年度活動結果報告
Ⅱ：平成２４年度決算報告
Ⅲ：会計監査報告
Ⅳ：平成２５年度事業計画
Ⅴ：平成２５年度事業予算
Ⅵ：役員の再任の件
B：１０年表彰

第２部
地球環境問題対策ＯＥＣＡセミナー２０１３
−新しい生活や社会への意識と価値観を探る−
① 講演 「環境容量からみた日本の未来可能性」
大西文秀氏(大阪環境カウンセラー協会)
② 講演 「矢倉干潟保全活動報告」(仮題)
村瀬りい子氏（西淀自然文化協会）
③ 環境落語：
飯田哲也氏（大阪環境カウンセラー協会）

「出欠票」は、お手数ですが ５月７日（火） までにご提出下さい
欠席される場合は 委任状 のご提出もお忘れなく！！
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地域事務局大阪の２４年度報告
エコアクション２１地域事務局大阪

北

濶明

平成24年2月末までの件数は登録審査56件、更
「地域事務局大阪の登録審査事業者件数」

新審査200件で、計256件の審議実績となりま
す。
前年度の実績では計215件で19%のアップと成
り、当初の計画を達成することが出来まし
た。
また、更新審査件数が昨年度と比べ大幅に増
加したものの、新規登録件数は減少となりま
した。それに、中間審査を含めた全件数は452
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た。
増加要因として、昨年の中間審査件数が今
年の更新審査として計上されたこと。及び、

「産業廃棄物処理事業者向けガイドライン
2009年版改定概要説明会」

23年度の自治体イニシアティブプログラムと
関係企業グリーン化プログラムを合わせて12
箇所で実施。また、24年度関係企業グリーン
化プログラムを6箇所で実施したことで実績を
上げることが出来ました。
尚、各地で実施したエコアクション２１の
普及説明会では、省エネルギーと環境経営を
主題として無料説明会を実施すると共に、事
務所内に於いても事業者対象に相談会を設け
て、普及支援を行いました。
その他、事業者を対象に地域事務局大阪主催

「審査人力量向上研修会」

で近畿７地域事務局合同の“産業廃棄物処理
事業者向けガイドライン2009年版改定概要説
明会”を行い。また、審査人対象に中央事務
局認定の“審査人力量向上研修会”を実施い
たしました。さらに、3月にエコアクション２
１認証取得事業様向けフォローアップセミ
ナーを行います。
最後に、地域事務局大阪は設立当初より８
年目を経過して、審査受付トータル件数は
2500件の実績に成る予定です。

-2-

【 第35号 】

みんな仲良く 地球温暖化防止！

事業者の環境経営支援活動について
事業部門長

宇田 吉明

平成24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。
主な活動をご紹介します。
■ エコアクション21普及・支援活動
① 地域事務局大阪と連携して、各地で説明会
を行い、関経連を初めとして団体や企業のグ
リーン化プログラムを企画・実施しました。
② １社の個別支援を実施しました。
③ 普及戦略会議を原則毎月第3土曜日2時半か
ら実施し、普及、法令研究、環境最新情報の
【関経連グリーン化プログラム】

共有等を行いました。
■ ISO内部監査員養成研修

大手企業への出張研修を２社、定期研修会を３回実施しました。
■ 自治体との協働
① 大阪市のなにわエコ会議「環境に配慮した企業部会」に参画して、「節電・省エネコン
ペ」の企画・実施に協力しました。また、「環境ふれあいひろばｉｎ都島」において「節電・
省エネコンペ」の表彰式や省エネ無料相談会に協力しました。
② 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所主催の「中小事業者のための省エネ・
省ＣＯ2セミナー」を企画提案するとともに、テーマ「節電・省エネはエコアクション２１か
ら」の講師を派遣しました。
③ 大阪府環境マネジメントシステム第三者アドバイザーを派遣し、府のＥＭＳの適切性、妥
当性、有効性についてアドバイスを実施しました。

【節電・省エネコンペ表彰式】

【節電・省エネ無料相談コーナー】
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大阪市環境経営推進協議会

事務局業務

塚本

勝

平成２４年度は、大阪市環境経営推進協議会の設立５周年の記念の年に当たり、記念講演や
盛大な交流会、５周年記念誌の発行、PR用のDVD作成など特別な業務が入る中、今までの５年
間は大阪市環境局に事務局をおき、われわれはそこから業務委託を受けているという体制か
ら、事務局そのものをＯＥＣＡで受け、大阪市はアドバイザーになるという大きな変化があり
ました。こういった動きも今までいろいろとＯＥＣＡの皆さんのご協力のもと、大過なく受託
業務をこなし、また意義のある企画運営を続けてこられた結果であり、ここに皆様に感謝申し
上げます。
本年度は、セミナーとして、「省エネ・節電セミナー」「節電・計画停電対策とそのふり返
り」「事業系一般廃棄物、紙・木くずリサイクル」を企画し、時を得た内容として毎回有意義
な知識普及の場を設けることが出来ました。また、「大河内揚水発電所」（兵庫県神崎郡）と
「パナソニックエコテクノロジーセンター㈱（兵庫県加東市）・パナソニック㈱

ITプロダク

トBu(神戸市)」にバスをチャーターした視察研修を実施いたしました。いずれも文字や写真を
通じて得る知識とは違って、生で現場に接することで新たな感動や実感を得られる視察研修の
成果として今後も続けて生きたいと思っております。

【大河内揚水発電所】

【５周年記念講演会】

今後の活動として、設立時に７００社ほどあった会員が現在４５０社にと、かなりのペース
で目減りしていく会員数を、いかに食い止めるか、それには会員になる大きなメリットを見出
すような企画立案と、新規会員獲得への営業努力を必要としております。
騒音計の無料貸し出し、社員環境教育への無料出前講座、情報誌「なにわの環境かわら版」
での会員事業者の紹介記事掲載、省エネ無料相談、ISO14001内部監査員養成研修への割引特典
の付与などを行ってはおりますが、まだまだ智恵の絞りどころがあるはずです。
皆さんのお知恵も頂戴しながら大阪市の事業者への環境経営の普及に取り組んでいきますの
で、よろしくご協力をお願いいたします。
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環境教育部門

吉村 孝史

今年度は、２年前に巻いた種が芽吹き、花が咲いた年でした。そんなに大きな活動は出来て
いませんが、２年前の営業活動が、形になってよかったです。来年度は、堅実にコツコツとま
た、さらに種を撒いてみたいと思います。ご協力いただきました講師のみなさん有難うござい
ました。また、２５年度もよろしくお願いいたします。

24年度環境教育部門活動結果
４月

５月

６月

７月

８月

イベント

講

演

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

9/15 京都技術士会
理科実験講座
1/6 都島区民
環境ふれあいフェアー
3/13 兵庫県
環境落語

5/29
7/5, 6
中央高等学校
小学校出前授業
6/12
老人福祉センター
6/28
小学校出前授業
5/26
ＯＥＣＡ

10/9
小学校出前授業
11/1
小学校出前授業
11/15 環境カウンセラー
研修(滋賀)
11/23, 24 インストラクター
受験資格取得
12/15
ＯＥＣＡ

セミナー

大阪府内 小学校 出前授業
環境教育インストラクター
応募資格取得セミナー グループ討議より
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ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）って、知ってる？
水藻 英子
２月２日、平成２４年度「環境教育などに関する教職員・環境保全活動を担う者に向けた研
修」関西会場・小学校の部という長〜いタイトルの研修を受講させていただきました。
昨年末に行った第２回ＯＥＣＡセミナーに於いて近畿地方環境事務所の田中雅国課長にご講演
いただいた「第四次環境基本計画について」の中で、「環境教育促進法」のご説明を頂いたと
きに少し触れていただいています。私は、「今後の環境教育部門活動の指針となるではない
か」と思い受講しました。ＯＥＣＡから、小学校の部に私、中学校の部に大畑さんが参加して
くださいました。
ＥＳＤとは、持続可能な開発のための教育 （Education for Sustainable Development）の
頭文字を取ったものです。社会の課題と身近な暮らしを結びつけ、新たな価値観や行動を生み
出すことを目指す学習や活動のことです。今回の研修の成果物は、ＥＳＤカレンダーの作成で
した。受講生を１グループ７人程度にグループ分けして、グループごとにＥＳＤの学習指導過
程を構想し、展開する為の年間計画を作っていくのです。私が所属されたグループは、教員が
２名しかいなく、それもまだ大学を卒業したばかりの２３歳のイケメンでした。年間計画作成
の対象学年が、６年生であったのに対し、小１と支援学級(一昔前の障害児学級)の担任と言う
事で、私のようなＮＰＯ出身者を束ねるのは、大変だったと思います。
午前中に行われた研修の中で、ＥＳＤの総論やＥＳＤの取組みに歴史を持つ気仙沼市での活動
状況や開催された西宮市が行っている新任教員研修でのＥＳＤの取組みや環境サポートガイド
ブックなどのセミナーを受講した後の演習でした。どの参加者もヤル気満々なので持論が飛び
交い、意見がなかなかまとまらないグループでしたが、核になったイケメン先生を支えなけれ
ば・・・と言う思いが、イケメンファンの私だけでなく全員にあったのと社会人一年生と言え
ど、さすがに先生です。すごくしっかりしていて、うまくまとめられていました。「今の若い
もんは・・・」としかめっ面していないで、このような場所にどんどん参加して、エネルギー
を補填しなければ・・・と思って帰ってきました。
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環境落語講座苦労あれこれ

理事

飯田 哲也

ＯＥＣＡの出前講座として「環境落語講座」を担当してまいりました。もう、かれこれ３年
以上はメニューに載っていると思います。いろいろ依頼もありましたけど、環境問題や環境の
話題は日々変化して新しい要素がどんどん入ってくるんです。これが、環境落語シナリオライ
ター兼演者の辛いところでございます。３年前に創作したネタは今では旬のネタやないんで
す。ここが古典落語と大きな違いで、古典落語は何十年も前の話が現在もまかり通る庶民の生
活に密着した話題が主なネタですからな。たとえば、酒飲みのはなし、夫婦のはなし、こんな
んは今も昔も変わりないですがな。それと、落語のネタは今も昔も「ありそうで、ない話。な
さそうで、ある話」が基本です。これは、環境落語とマッチしてるんです。近未来の環境に貢
献する設備や商品、また、考え方は「ありそうで、ない話。なさそうで、ある話」なんです。
たとえば、電気を無線で送信する。これ、今は「なさそうで、ある話」です。電気自動車の非
接触充電技術なんです。また、たこ焼き屋の屋台が物凄い環境経営をしている。これ「ありそ
うで、ない話」なんです。環境落語講座のネタはこんなことを話題にして、これからの環境問
題を考えて頂く「わかりやすい、おもいしろい」講座です。現在の環境落語のネタは環境経
営、廃棄物リサイクル、電気自動車、地球温暖化、生物多様性など１２題あります。今、構想
中は「リフォームスマートハウス」なんかを考えてます。
これからも、旬のネタで面白い講座を創作してまいりますので出前講座のご贔屓よろしくお
願いいたします。
なにを言うとんねん。
環境落語、

おもろいやないか。

環境カウンセラーのＨＰでも紹介されています
http://www.env.go.jp/policy/counsel/
kirakira/09-1.html

専門家が使う用語を先に説明して、一般の人にも専門的・技術的なこ
とを理解してもらうようにしています。環境落語を始めたのも、面白
くして伝えてみればええんやないかと思ったからです。
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第12回環境情報科学センター賞
特別賞を受賞
環境情報科学センター賞は､近年において環境情報科学に関する学問および技術の進歩
発展に貢献したと認められる学術論文､計画・設計､技術開発、事業、出版、国際貢献
活動を対象に授与されるもので、「学術論文賞」「学術論文奨励賞」「計画・設計
賞」「技術開発賞」「特別賞」の計５部門があります。

「ヒトと自然の関係の可視化を目指し、
日本の環境容量をマップ化した書籍の出版」 (大西

文秀氏)

参照：http://www.omup.jp/modules/tinyd1/index.php?id=92
ジャック デンジャモンド Ｅｓｒｉ社長

推薦

< 書籍帯より抜粋 >
私たちにいま必要なのは、ひとりひとりが、過去・現在・
未来における人間及び自然に対して責任を持つことです。
こうした中、大西氏の成果は、私たちをその方向に導いて
くれることでしょう。私は、本書がより多くの人に読まれ
ることを願ってやみません。

ＯＥＣＡでは、謝恩割引価格

２２００円 にて販売。

（通常価格：２８００円）
ご希望の方は、事務所まで、ご連絡下さい。
なお、総会後のＯＥＣＡセミナーにおいてご講演いただきます。
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