平成 22 年度

通常総会・講演会
6 月 23 日（水）午後 2 時 30 分から大阪国際交流セ
ンターの小ホールにおいて、通常総会とそれに引き続
いて講演会が行われました。
冒頭に、南会長と大阪市環境局の玉井局長よりご挨
拶を頂いたあと、出席会員８３名、書面表決会員
１５４名、委任状提出会員４１名、計２７８名の出席
により、総会の有効成立が宣言されました。
会議は提出された議案書に基づき進められ、1 号議
案において、欠員が生じた住吉区の新理事に財団法人
海外技術者研修協会の吉原秀男氏の新理事就任が承
認されました。

平成 21 年度の事業報告（2 号議案）、収支決算書及び監査報
告（3 号議案）、平成 22 年度事業計画案（4 号議案）及び収支
予算（5 号議案）と審議され、いずれも承認されて閉会となり
ました。
ひきつづいて講演会に移り、「３S（整理・整頓・清潔）の
カリスマが語る究極の改善活動」と題して、㈱山田製作所代
表取締役の山田茂氏から、自社の活動事例と苦労話を中心に、
「経営者（リーダー）の経営姿勢の確立が真の労使の信頼関
係を築く出発点である」とのメッセージを熱く語っていただ
きました。
大阪市環境局地球温暖化対策担当課長代理の泉氏からは、
「お得な情報」と題して、大阪市の環境関連の補助金制度の
説明がありました。
ドライ型ミスト装置、太陽光発電、屋上緑化などの地球温
暖化防止活動へ大阪市として積極的に助成する姿勢を強調さ
れました。
また、なにわエコライフ認定事業（環境家計簿）の積極的
な取り組みをお願いしました。
総会と講演会の後、場所を地下 1 階のフロンティアクラブに移して会員相互の情報交換と親睦会
をかねて、交流会を催しました。約４１名の参加者が集まり、名刺の交換や情報交換に和やかなひ
と時をすごしました。
最後に余興として、大阪環境カウンセラー協会員の飯田哲也氏に「環境配慮型屋台」と題する自
作環境落語をしていただき、たこ焼き屋と客の愉快で楽しいやり取りの中に、環境に配慮すること
の重要性を考えさせられるテーマで、拍手喝采のうちに閉会を迎えることができました。
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第1回

理事会

本年度の第 1 回理事会が４月 21 日（水） 午後３時から阿倍野区
のあべのルシアス 12 階 第２会議室で行われ、下記の議案が承認さ
れました。
第１号議案

平成２１年度事業報告

第２号議案

平成２１年度決算報告及び監査報告

第３号議案

平成２２年度事業計画（案）

第４号議案

平成２２年度事業予算（案）

また、理事会終了後に、通常総会参加者にも配布した DVD「地球の
ためはわたしたちのため」（平成 21 年 3 月大阪市制作）を上映し、 鑑賞していただきました。

第1回

企画委員会

7 月 13 日（火）14 時から、港区の piaNPO 会議室において、平成 22 年度の第 1 回の企画委員会
が行われました。南会長のご出席を得て、下記の議事が討議されました。
議事
（１） 新企画委員指名及び自己紹介
（２） 大阪市環境経営推進協議会委員長の互選につ
いて
（３） アンケート結果について
（４） 視察研修会について
（５） セミナーについて
（６） その他

新任の企画委員として、関西電力㈱ 南港発電所の大河内係長と㈱中山製鋼所の山本室長が紹介
され、互選の結果、山本氏の企画委員長就任が決められました。
本年度予定の 2 回にわたる視察研修会の研修先や、10 月に行うセミナーのテーマについて、ご意
見を頂戴しました。今後事務局で具体的な行事にまとめて、詳細決定次第ご案内をさせていただき
ます。

第 1 回セミナー
エコアクション２１
大阪市自治体イニシアティブ説明会
平成 22 年度第 1 回セミナーとして、中小企業向けの環境マネ
ジメントシステムとして環境省が進めているエコアクション２
１の認証取得を集合研修方式で取り組む、大阪市自治体イニシア
ティブの説明会が、7 月 7 日（水）に行われました。
7 事業者様に参加をしていただき、エコアクション 21 の概要
説明や、イニシアティブ・プログラムの方法を説明いたしました。
本年度は、9 月 22 日（水）、10 月 20 日（水）、11 月 17 日（水）
と平成 23 年 2 月９日（水）の 4 回のスクールの予定で研修が行
われます。
専門家による指導を無料で受けながら、認証取得に必要なノウハウを教えていただけます。参加
企業を募集中ですので、是非ご参加下さい。
（お問い合わせは事務局業務委託先：NPO 法人大阪環
境カウンセラー協会まで）
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＜会員の環境への取り組み＞

関西グリコ株式会社
・グリコグループの環境取組み
グリコグループは「おいしさと健康」の企業理念のもと、2002 年に制定した「グリコグループ行動
規範」に沿ってすべての企業活動を進めています。環境保全活動については、「グリコグループ行動規
範」に「私たちは、環境にやさしい企業活動を推進します」と定め、環境関連の法順守、地球環境の汚
染防止、省エネ、省資源、廃棄物の削減、容器包装の環境への負荷を考慮した製品設計などに取り組ん
でいます。
＜沿革＞
2000 年 江崎グリコ本社および全生産子会社で ISO14001 認証取得
2001 年 営業拠点を含む江崎グリコ全社で ISO14001 認証取得
2009 年 3 月 ECO-GG プロジェクトを開始。
＜プロジェクトの目的＞
・グリコグループ各社（江崎グリコ、グリコ乳業、グリコ栄養食品、
アイクレオ）の CO2 排出削減取組みを推進し、グリコグループ全体で
CO2 排出量を削減する
・グリコグループ各社のプロジェクトを通して総合力を発揮し、下記
目標を達成する
＜プロジェクトの目標＞
・直接排出部門（生産部門･本社営業部門）は 2011 年度末までに
07 年度比排出総量を 7.5％削減する
・間接排出部門（物流部門）は、毎年排出原単位を 1％以上削減する

・関西グリコの環境取組み
＜沿革＞
1999 年 江崎グリコ㈱大阪工場として、全社に先駆け ISO14001 認証取得
2000 年 生産子会社として独立
2001 年 新工場棟 竣工
2004 年 新工場棟にコージェネ設備導入
2009 年 ECO-GG プロジェクトを受け、ISO14001 の活動とともに
各種活動を開始
＜活動内容＞
①空調委員会、温調委員会の設立
⇒空調設備の設定温度運転時間の見直しを推進
★2009 年度 CO2 排出量実績 対 2007 年度比 10％削減
②環境保護と経営改善の両立を目指した活動取組
⇒コストダウンに結びつく活動として、原材料ロス削減など直接経営改善につながる指標として、
目標を設定し、進捗管理を実施
③環境教育の実施
⇒階層別の内容で、個人の役割・責任や、個々の活動の環境影響についての教育を定期的に実施
④ゼロエミッション（＊）の継続
⇒廃棄物のリサイクルを推進し、有効利用できる処理方法を随時導入
＊焼却時に廃熱回収あるいは、焼却灰が有効利用された場合は再資源化に含みます。グリコグル
ープでは、95％以上をもってゼロエミッション達成としています。
『おいしさと健康』の理念の下、お客様においしい製品を提供していくだけでなく、
低炭素社会実現に貢献できる生産会社をめざし、今後も取組みを進めていきます。

関西グリコ株式会社

〒555-8502 大阪市西淀川区歌島 4-6-5
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TEL：06-6477-8487

〈大阪市便り〉

ライトダウンキャンペーンへのご参加ありがとうございました
大阪市では、ライトダウンキャンペーンとして、ビルや広告塔などのライトアップ施設や屋内照明
の消灯を呼び掛けました！
当協議会会員で 6 月 21 日及び 7 月 7 日にキャンペーンにご参加いただいた事業者の皆様、ありがと
うございました。
ライトダウン参加ご協力事業者
北区

株式会社朝日新聞社大阪本社

天王寺区

大阪信用金庫

中央区
中央区

㈱近畿大阪銀行

浪速区

株式会社クボタ

銀 泉 ㈱

淀川区

日澱化學株式会社

中央区

住江織物㈱

旭区

株式会社太洋工作所

中央区

㈱ 髙 島 屋 大阪店

住之江区

関西電力株式会社南港発電所

中央区

クロスホテルズ(㈱

東住吉区

サラヤ株式会社

中央区

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

西成区

イズミヤ株式会社

西区

長瀬産業㈱
大阪市電子申請システムを利用した登録事業者

事務局だより
◎ 第 2 回セミナー

(予定)

◎

視察研修先（予定）

第 1 回：9 月 15 日（水）大阪湾クルーズ「夢咲号」
乗船及び EV 試乗会
第 2 回：11 月 18 日（木）「サラヤ㈱大阪工場」

10 月 21 日(木)午後
中央公会堂、地下１階大会議室にて
テーマは、
「電気自動車の現状と将来の発展を考える」

詳細決定次第、ご案内いたします。
決定次第、ご案内いたします。
【編集後記】
・ 梅雨明けへの最後のお土産でしょうか、各地で豪雨が続きます。地球温暖化の影響のひとつに、
豪雨の頻度が激しくなるとも言われますが、果たしてこの豪雨はどこにあるのでしょうか。
（T）
・夏本番も間近か、猛暑を乗り切り冷風を求めて 9 月の大阪湾への視察研修にご期待下さい。(I)
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発行者：大阪市環境経営推進協議会
住 所：〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-5-1 あべのルシアス 13 階
大阪市 環境局 環境施策部 地球温暖化対策担当
TEL 06-6630-3467
FAX 06-6630-3580
業務委託先：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 piaNPO411 号室
大阪市環境経営推進協議会事務局業務担当
TEL:06-6599-0600 FAX:06-6599-0607
E-mail: info@osaka-e-keiei.org
http://www.osaka-e-keiei.org/
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