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「新たなる春を迎えて」

理事長

高井

茂

楽しみ多い春です。毎年この春を迎える時期が私は最も好きです。
笑顔が増え、食べ物がおいしくなり、体が良く動き、緑が溢れてき、太陽が暖かくなってきま
す。何でもないことのように思っていますが、尊い季節の到来です。
この暖かさは太陽から約５００秒かかって飛来しています。約１億５０
００万キロの彼方からです。この貴重な太陽からのエネルギーをもっと
もっと効率よく利用したいものですね。水素時代の到来が言われてきて
います。時代は加速度がついて進化しています。これらに乗り遅れない
よう、新しい知識を付けてＮＰＯの第一線に立って進みましょう。

平成２７年５月３０日（土曜日） １３時～
場所：大阪府立環境農林水産総合研究所 環境情報プラザ
大阪府大阪市東成区中道1-3-62 (環境科学センター内)
森ノ宮駅出口A(JR)出口から徒歩約4分
第１部
A：総会内容
Ⅰ：平成２６年度活動結果報告
Ⅱ：平成２６年度決算報告
Ⅲ：会計監査報告
Ⅳ：平成２７年度事業計画
Ⅴ：平成２７年度事業予算
Ⅵ：役員の再任の件
B：１０年表彰

昨年と開催場所が
違いますので、
ご注意ください。
m(_ _)m

第２部
地球環境問題対策ＯＥＣＡセミナー２０１５
－「年内のCOP21を見据えて、
もう先送りできない地球温暖化対策」－
① 講演 「地球環境問題 ～最近の動向～」(仮題)
(近畿地方環境事務所)
② 講演 「地球環境問題～今後の日本の方向性～」(仮題)
ＹＳエネルギー・リサーチ 代表 山藤 泰氏
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４月３０日（木） 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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本 部 事 務 局

事務局長

水藻

地球温暖化防止！

英子

今年度は、とにかく「協働」を意識しました。名古屋で開催されたＥＣＵ主催の「全国交流
会」にＯＥＣＡから５名参加し、谷美也子さんに事例報告をしていただきました。また、毎年開
催されている環境カウンセラー研修においては、宮村隆喜さんに「枚方市における環境教育の実
践」について、枚方市と密接な関係を保ちながら、ＥＳＤ普及に努めておられるご報告をいただ
きました。(９頁の“「平成２６年度 環境カウンセラー研修 近畿地区」事例発表Ｄを終え
て・・・”に詳細があります。)
例年の活動と異なる点として、細分化された各部門のご活躍により、煩雑な事務局業務が重な
りましたが、皆様のご協力により、なんとか消化することができました。今年度は、多方面に視
野を広げた活動ができたのではないかと思います。
さらに“なにわエコ会議”の事務局がＯＥＣＡの事務所に同居されたことに付随して、出前授
業も回数が多くなりましたが、この活動は交通費のみの入金しかないのが、つらいところです。
従来の活動として、“かけはし”との連携も深まり、幅の広い活動報告をさせていただくこと
ができました。また、新しくエコネット近畿様との連携により、助成金申請用紙の書き方のアド
バイスをいただくことができました。
今、次年度の活動に向けた動きが、各部門始まっています。皆様のご協力をお願いいたしま
す。

国連ユネスコ名古屋ＥＳＤ国際会議参加

ＯＥＣＡ理事 国際担当 竹本秀人

昨年１１月１０日～１２日まで 名古屋で開催された国連ユネスコ主催のＥＳＤ国際会議に参
加しました。ＥＳＤとはご高承のように、国連が提唱している理念で、我々が暮らす地域社会で
は、自然の荒廃・地域活力の低下・少子高齢化・貧困・格差の拡大など様々な問題が起きている
現在、このような問題の解決には、自ら課題を見つけ、学び、考え、客観的に判断し、他者と協
力しながら課題解決に向けて行動する力が必要でＥＳＤ
（Education for Sustainable Development持続可能な
開発のための教育）はそう言った力を身に着けるため
の学びであります。
２００２年に日本政府が国連総会で提案し採択された
「国連持続可能な開発のための教育の１０年」の今年は、
その最終年に当たり その最終年世界会議が名古屋で
開催されました。
今回、１００か国以上の国の閣僚を含め２、０００名以上の人が参加して開催され、国連ＥＳ
Ｄの１０年の成果の確認が行われ、今後のグローバル・アクション・プログラムの開始が宣言と
して採択された。会議期間中、私は、この機会を利用しまして、米国より参加された、ＮＡＳＡ
の人などとの宇宙ごみの話などの意見交換も行いました。２０１０年ＣＯＰ１０以来での名古屋
での国際会議参加でありましたが、大変有意義なる時を過ごすことが出来ました。
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地球温暖化防止！

ＥＡ２１地域事務局大阪の２６年度報告
エコアクション２１地域事務局大阪
平成２７年２月末での審査件数は登録審査

北

濶明

26年度「審査人力量向上研修会」

３１件、更新審査１９５件、中間審査２０４件
で計４３０件の実績となります。登録審査と更
新審査の合計は２２６件で前年度２１７件と比
べると４．１％の増加となりました。
要因として、更新審査申込み増加により実績
を上げることが出来ました。また、今年度事業
者の新規登録申込みに際しては、２５年度に関
係企業グリーン化プログラムを７ヶ所で実施し
たことと、２６年度は自治体イニシャティブプ
ログラムを１ヶ所及び関係企業グリーン化プロ

26年度
「エコアクション21認証取得事業者向け考学会」

グラムを６ヶ所で実施していることが、成果に
繋がっています。それに環境省事業のEco‐CRIP
へ参加したことで、多数の事業者参加があり、
今後全体的な認証登録件数の増加が見込まれま
す。尚、地域事務局大阪は設立当初より１０年
目を経過して、審査受付トータル件数は３,４０
０件以上の実績となっています。
主な説明会の実施は審査人対象に中央事務局
認定の２６年度「審査人力量向上研修会」を実施(12/5)。そして、認証取得事業者を対象とした
「エコアクション２１認証取得事業者向け考学会」を実施いたしました(2/5)。
最後に、今年度環境省事業であるエコアクション２１ ＣＯ2削減プログラム（Eco‐CRIP）に
参加して、地域事務局大阪は事業者参加数が８９社と成り、全国で１番の成績を収めました。
「地域事務局大阪の登録審査事業者件数」
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大阪市環境経営推進協議会の活動

地球温暖化防止！

部門長

塚本

勝

平成１９年から始まりました「大阪市環境経営推進協議会」の事務局業務も、はや９年目に入
ります。当初の事務局本部は、大阪市環境局内にあり、ＯＥＣＡでは、事務局作業の一部を受託
しておりましたが、５年経過時に、「民でやれることは民に！」という大阪市の方針変更の故
か、すべての事務局業務を担当することになり、大阪市はアドバイザーという立場でのフォロー
をいただくにとどまっております。
主な年間作業として、大阪市２４区の代表から構成される理事会に始まり、年間行事の具体的
テーマを検討する企画委員会、一流ホテルで行う総会と基調講演会・交流会や淀川区・東成区・
西区にある３地域部会の総会行事と続きます。
現在約３８０社の全会員向けには、会員メンバーの変更管理、年会費の請求・会計処理、年４
回のセミナー、２回の視察研修、４回の情報誌発行などの企画・立案・運営とそれぞれの案内な
どの送付作業がはいります。
また、合間には、会員事業所の社員教育向けに出前講座の講師派遣、騒音計の無料貸し出し、
ホームページでの情報公開など多様にわたる作業で日夜（夜はしてませんが）頑張っておりま
す。
平成２６年度は、セミナーとして「照明・空調の節電・省エネ」「ＰＣＢ廃棄物処理基本計
画」「水俣条約と水銀廃棄物」「資源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁止から１年」「熱・水
資源の省エネ」などを行い、また、視察研修としては、先進的な都市機能を集積した立体都市
「あべのハルカス」で、 自然エネルギーである光と風をビル全体に活用した環境先進技術を
バックヤードまで丁寧な説明を受けながら見学し、その後、地上３００ｍの展望台で日本一の眺
望を堪能しました。３月には、大阪市中央卸売市場の見学を行い、野菜や果物のセリの現場を体
験することが出来ました。
また今後のセミナーでは「東南海地震に対する事業継続計画（ＢＣＰ）」を予定しておりま
す。
セミナーは一般公開形式ながら、会員参加のメリットを少しでも感じていただけるように推進
協議会会員は無料、一般参加者には資料代として１千円を頂戴するシステムになりましたが、Ｏ
ＥＣＡ会員やＥＡ２１審査人にも非常に参考になる内容が多く含まれておりますので、メール等
でご案内時には、是非とも参加ご協力くださるようにお願い致します。
【平成26年9月
あべのハルカス・バックヤード視察】

【平成26年11月 セミナー
(名倉偀男氏による紙芝居「廃棄物パトロール」)】
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環境教育部門

地球温暖化防止！

部門長

吉村 孝史

今年度の活動は、収益に結び付くものは、あまりありませんでしたが、なにわエコ会議の活動
を通じて、いろんなジャンルの活動を幅広く行うことができたことが大きな収穫となりました。
高校の委員会活動の発表会に呼んでもらって、基調講演をさせていただいたり、中学校の文化祭
では、校庭の一角にブースを作っていただいて、学校近隣の市民にもペーパークロマトと手回し
発電機による電気充電で何周プラレールが走るかの実験を体験していただきました。
また生物多様性フォーラムや夏休み自由研究支援講座などこれまで、少し、しり込みしていた
分野にも参加することができて、部門自体の活性化が図られた年度となりました。
来年度は、これらの経験を実のあるものに実現させるため、助成金の獲得や委託の受注に向け
て強化を図っていきたいと思います。

2014年度の活動状況
７大阪南港エコフェスタ
24 ＯＥＣＡセミナー

24 下水道展
25「環境白書を読む会」

2 大阪市内公立高校出前授業

14.15 おおさか環境科
夏休み自由研究支援講座
27 障がい者施設環境教室
27 かけはしセミナー

1.2.3 エコフェスタin Expo
6 大阪市内中学校出前授業
環境ふれあい広場in東淀川
7 大阪府内小学校出前授業
12 ECU環境カウンセラー全国交流会
26 環境カウンセラー研修会

14.15
環境教育インストラクター
応募資格取得セミナー

6「環境活動連続講座」
かけはし
20 ＯＥＣＡセミナー
23 生物多様性フォーラム

2015
9 大阪府内小学校出前授業
26 かけはしセミナー
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地球温暖化防止！

エコアクション２１普及戦略会議部門
部門長

宇田 吉明

８月を除いて、毎月開催し、毎回３０名程度の審査人が参加しました。
内容は、
・地域事務局からの連絡とお願い
（登録状況、Eco-CRIP関連、研修会情報、判定委員会での指摘等）
・自治体イニシャティブ・プログラム、関係企業グリーン化プログラムの普及活動
・環境関連法規研究
・環境負荷低減対策事例研究
・その他審査で困ったことなど意見交換
原則毎月第三土曜日に開催しています。

ＩＳＯ支援部門

内藤

正巳

２０１３年５月の総会で事業者部門が分割され、環境ＩＳＯの支援を中心に担当する部門とし
て独立しました。今年度は、従来から実施されてきました環境マネジメントシステムISO14001の
運用に必須の内部監査員養成のための「ＩＳＯ内部監査員養成講座」（２日間コース）及び要望
のあった事業者へ出向いての出前研修を中心に事業者様の支援を行いました。昨年度実施しまし
た、ISO14001の規格改訂についての解説セミナーは、今年は開催を見送りました。理由は国際会
議での審議が進む中、内容が２転３転し、２０１５年２月に東京で開催された会合で決定される
予定の最終案（FDIS)も継続審議になり、内容が確定してからの方が混乱を招かないと判断した
からです。新規格ISO14001発行は、今年９月頃と見込まれています。（JISはその約2か月後）
２０１４年度の実績としては、内部監査員研修を４回開催（述べ受講生３５名）、出前研修は
１社２サイトで、ほぼ例年のレベルです。
来年度は、いよいよＩＳＯ規格改定の本番の年になります。今回の改定は考え方も抜本的な変
更を伴います。規格改訂内容の解説及び内部監査員研修テキストの内容の改定も必要で、できる
限りの支援を図りたいと考えています。事業者様にとっては、移行期間３年という猶予はありま
すが、浸透を図る必要があります。また、今年開催ができなかった「環境関連法規制最新情報セ
ミナー」も検討したいと考えています。
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省エネ支援部門－平成２６年度の活動

部門長

中田

地球温暖化防止！

進久

平成２６年度に次の事業『平成２５年度補正予算による『温室効果ガス排出削減による中小事
業者等経営強化促進事業』(予算12.8億円、補助率2／3、上限５千万円)』に取り掛かりました。
この事業で、ＯＥＣＡは診断機関に応募し認定されました。
ＥＡ２１認証・登録事業者２社３件が、同事業による省エネ診断４月公募を経て設備更新補助
金を得るため、応募した結果、３件は不採択になりました。
そのうち、Ａ社１件は８月公募の設備更新事業に応募をしたい希望を知り、省エネチームで応
募に際し、必要な支援を５か月間にわたって行ないました。主に空調とＬＥＤ照明設備のダウン
サイジングによるＣＯ2 削減見込２９トン１８％削減率で申請をし、削減量が少なかったため
か、結果は不採択でした。
あるいは、今回の補助金事業が高補助率の一面を持ち、募集開始と同時に応募が殺到し、省エ
ネ診断および設備更新いずれの事業でも、通常とは異なる採択基準があったようにおもえます。
いずれにしても、補助金・減税・低利融資などを利用した省エネ投資に際し、補助金を活用す
るポイント、補助金の種類を学びたいものです。
新年度においても、ＥＡ２１事業者を中心に省エネ診断―設備更新補助金を希望する意向を把
握することに努めながら、取組んでまいりたいと考えます。

和歌山県下でのＥＡ２１普及活動について
和歌山地区ＥＡ２１普及担当

中田

進久

昨年、県下の経済活動は２０１５年の国体開催も控え、建設業など一部業種で活況を示したも
のの、全般的には低調な景況下で推移した。そんな中、年末には産廃業者向けの研修会に、セミ
ナー講師の要請（４回）を受け、数少ない集合した機会のＥＡ２１の普及・啓発活動に努めた
が、今のところ具体的な成果はない。またＥｃｏ-ＣＲＩＰ事業の紹介にも努めたが、現段階で
は事業者のチャレンジに至っていない。一方、昨年度に登録取下げは数件、発生している。こう
した非常に厳しい環境に変わりはないが、従前の和歌山地区でのワンパターンで手さぐり感が拭
えなかった啓発活動を反省し、今年度は地域事務局の支援と助力を仰ぎつつ、具体的な省エネへ
の取組みやＩＳＯ１４００１が要求事項とするバリューチェーンへの展開などをセールスポイン
トに、土俵際での踏ん張りを図りたい。県下審査人で協働、具体化・展開する新年度の活動指針
は以下のとおり。
・Ｅｃｏ-ＣＲＩＰ事業の紹介と参加を積極的に図る。
（和歌山県・市との協働／普及パンフの活用）
・同

上、業界団体へのアプローチを図る。

（和歌山県中小企業家同友会・和歌山県中小企業団体中央会・和歌山県産業廃棄物協会 他）
・県下大企業のバリューチェーンの取組み打診とＥＡ２１の普及・啓発活動
（ＩＳＯ１４００１認証・登録事業者）
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地球温暖化防止！

部門長

中野 政男

一昨年までのＯＥＣＡにおける化学関係の活動としては、主には平成22年度以後のＥＡ２１分
科会活動で、化学物質関連の法規制動向の調査や解説書、各種手順書作成、学習会等行ってきま
した。昨年に至り、元ＯＥＣＡ会員の鈴木一行さん（現テクノヒル株式会社代表取締役）から、
『平成26年度厚生労働省委託事業「ラベル・ＳＤＳ活用促進事業」にかかる訪問指導員事業』の
下請の話があり、ＯＥＣＡの仕事として契約することになりました。そんな経緯から、ＯＥＣＡ
化学部会として本事業を担うことになりました。
この訪問事業は、大阪の印刷工場での胆管癌問題に端を発した化学物質管理強化に関する事業
です。具体的には、労働安全衛生法の有害化学物質６４０物質にかかる「リスクアセスメント義
務化」として「コントロールバンディング」ソフトを使って、取扱い事業者での危険有害性リス
クの把握や設備・防護対策を認識していただき、疾病予防に役立てることが目的です。今年度活
動としては訪問指導員として１６名が委嘱され、中部、関西、四国、中国地方にまたがり１３４
社の訪問指導を行いました。また、本事業は、平成２７年度も更に訪問予定数を増やして継続さ
れると伺っております。
化学物質による疾病予防には、労働安全衛生法
を始めとする関連法規制の順守は勿論ですが、
曝露防止は自主管理の側面が大きく、危険有害
性と暴露の両面からリスクを低減することが大
切と考えています。化学部会としても、レベル
アップを図りながら、企業での疾病予防の一助
になればと目論んでいます。会員皆様の更なる
ご支援、ご協力をよろしくお願い致します。
労働安全衛生法／化学物質リスクアセス

建設・廃棄物部門

部門長

西迫 一二三

大阪府で建設事業者へのエコアクション２１認証取得に対する入札参加資格ランクでの主観点
数加点がようやく実施され、大阪府下建設事業者のエコアクション２１認証取得が大いに期待さ
れましたが思ったように認証取得数が伸びませんでした。
ＯＥＣＡでは昨年の４月～５月にかけて、いち早く貝塚市、及びＥＡ２１地域事務局大阪等に
おいて建設事業者向けセミナーを開催しました。その他にも説明会開催のＰＲ活動を実施しまし
たが、残念ながらグリーン化プログラム（認証取得集合スクール）実施までこぎつけることがで
きませんでした。
今年度は是非とも建設業のグリーン化プログラムの実施を推進していきたいと思います。
また、今年度は兵庫県等との比較分析を実施して、大阪府等へ建設業、建設コンサルタント等
エコアクション２１取得事業者の入札時における評価の加点拡充についても要請を行っていきた
いと考えています。
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「平成２６年度 環境カウンセラー研修 近畿地区」
事例発表Ｄを終えて・・・
宮村 隆喜
枚方市における環境の取組みは、市民、市民団体、事業者の方々がさまざまな環境活動を実施
しています。これらの方々を結びつけ、その活動を支援したり、新しい活動を生み出したりする
場として「ひらかた環境ネットワーク会議」があります。
枚方市学習環境整備ＰＦＩ事業として、空調設備の導入に当たり、Ｓ－ＥＭＳ(School
Environmental

Management

System 学校版環境マネジメントシステムのこと)を導入。その取

り組みの対象者を環境教育担当教師だけでなく、全教職員、幼児(幼稚園)、児童(小学校)、生徒
(中学校)さらにはその保護者までを対象としています。
第２次枚方市環境基本計画(１次基本計画策定：平成13年2月)の環境基本計画の施策の推進体
制が確立され、環境施策の推進に当たっては市民・事業者・行政の三者が協働して環境施策を推
進させています。
枚方市の公立幼稚園・小学校・中学校が市の環境年度計画に沿って”計画→実践→見直し→行
動”の一連の取組みを行います。
第２次枚方市環境基本計画の基本目標で、「人づくり」を第一番として掲げているのは、全国
的にみて、非常に珍しく、画期的です。枚方市立学校園においては、教職員が率先して、学校園
事務から生じる環境負荷の低減を図り、あわせて、幼児・児童・生徒・保護者に向けては、環境
保全意識の向上を目指し、環境教育を充実させていきます。
各学校に対する支援は、枚方市に於いて、学校・園が行う環境学習会 や企画に対して、全国
の先進事例や国の環境教育指針等の情報提供を行っています。
今回の事例発表により、一番大切だと考える事は行政・議会の理解と情熱です。
まずは各市町村の環境基本条例を基に環境基
本計画を策定していただかなくてはなりませ
ん。そうする事によって、自治体が一丸となっ
て「環境教育」に予算も人員も配置できます。
先生方は教育のプロフェッショナルです。
我々は学童に直接教授するのではなく、指導
者である先生方に「気づき」を感じていただけ
るよう努めています。
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吉村 孝史
地球環境問題は、大きく分けて
① 低炭素社会を目指す温暖化対策
② 循環型社会を目指す資源循環対策
③ 自然共生社会を目指す生物多様性対策
の３つの分野があります。私はその３つの課題について環境カウンセラーとして取り組んできま
した。
その中の、温暖化対策については、対応のむずかしい原発問題を避けては通れない。資源循環
対策については、なんでもリサイクルに課題がある。たとえば、建設資材のリサイクルは、費用
がかさむため、古民家が壊されずに残り、私の田舎では、大問題になっている。そうなってくる
と、あと残りは生物多様性対策となる。企業での環境対策では、省エネやリサイクルは取り組み
経験があるのに比べ、これはあまり経験がない。
そこで、昭和天皇と親交があったといわれる植物学者「南方熊楠」が「鎮守の杜にこそその地
域の生物多様性がある。」といったのに興味を持って、神社巡りを始めた。そして、日本の神々
が登場する古事記にたどり着いた。
折しも、古事記１３００年の行事が相次ぎ、天皇・皇后両陛下が「大古事記展」を見学され
た。私の故郷・奈良県御所市には、天孫降臨の地・高天原や初代神武天皇の即位した宮などの旧
跡があり、ますます古事記へと傾倒していった。
そして、神社と古事記のかかわりをもっと知
りたいと思い、「神社検定試験」に挑戦し、無
事合格することができた。それで認識できたこ
とは、「今の自分と日本国の歴史はどうつな
がっているのか」ということでした。

シリーズ化を予定しています。
次回はどんなお話に
なるやら・・・、
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