平成 25 年度 通常総会・
通常総会・講演会・
講演会・交流会

南会長あいさつ

6 月 20 日（木）午後 3 時から大阪リバーサイドホテルにお
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。
【通常総会】
冒頭に南会長と大阪市環境局の山本局長よりご挨拶を頂い
たあと、出席会員 61 名、書面表決会員 129 名、委任状提出
会員 42 名、計 232 名の出席により、総会の有効成立が宣言
されました。
総会は提出された議案書に基づき進められ、5 つの議案が
審議されました。まず、1 号議案「平成 24 年度事業報告」及
び 2 号議案「平成 24 年度収支決算書及び監査報告」につい
ては、事務局が説明し、会計監事の古川ケミカル株式会社の

川島様より監査報告が行われたあと、満場拍手で承認されました。3 号議案
「役員の改選について」は事務局が理事 24 名と会計監事 2 名を名簿提案し
たあと、満場拍手で役員が承認されました。続いて会長及び副会長を選任
するための理事会が別室にて開催され、会長には西成区の大和中央病院理
事長の南様（再任）、副会長には東成区の有光工業株式会社常務取締役の金
子様（再任）、旭区の株式会社太洋工作所代表取締役会長の辻様（再任）、
淀川区の田岡化学工業株式会社レスポンシブル・ケア室長の稲村様（再任）、
都島区の千林建物株式会社大阪リバーサイドホテル代表取締役の樋口様
（新任）が選任されました。新役員の交代と再選された南会長挨拶のあと 4
号議案「平成 25 年度事業計画（案）
」及び 5 号議案「平成 25 年度収支予算」
についても事務局説明のあと、いずれも承認されて閉会になりました。

山本局長あいさつ

選任された会長、副会長
左から南会長、金子副会長、
辻副会長、新任の挨拶をされ
る樋口副会長、稲村副会長
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【講演会】
総会講演は、「本音で語る環境経営」と題して、KPMG あずさサステナ
ビリティの取締役の魚住隆太様にご講演いただきました。講演内容は環
境経営、地球温暖化と懐疑論、低炭素社会、原発問題、放射能、統合報
告の方向など幅広い様々な事例を題材に本音で語っていただきました。
地球温暖化は本当に人為的な原因だけか、先進国と途上国との温暖化
対策をめぐる利害関係、原子力発電のコストは本当に安いのか、原子力
ビジネスの方向、環境経営で実施される環境保全活動は実施すればコス
ト削減あるいは収益増につながるかなど、環境経営の意義について本音
で語っていただき、会員各位におかれましても興味深く、参考になった
ことと思います。
続いて、大阪府と大阪市からの報告としまして、「おおさかスマート
魚住 隆太氏
エネルギーセンター」について大阪府環境農林水産部からエネルギー政
策課の仲秋主査から説明がありました。おおさかスマートエネルギーセ
ンターは府民、市民、事業者の創エネ、畜エネ、省エネに関する質問・
相談にワンストップで応え、マッチング事業などを積極的に展開するた
めに平成 25 年 4 月 1 日に大阪府市が共同で設置されました。支援や事
業のメニューの中には事業者が環境経営を展開するうえでのサービス
が多く紹介されました。
お問い合わせ
（大阪府環境農林水産部エネルギー政策課事業グループ内）
住所：大阪市住之江区南港北 1-14-16 大阪府咲洲庁舎 22 階
仲秋主査
メール：eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
電話 06 62 0 925
【交流会】
総会と講演会の後、場所を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。辻副会長の挨拶、乾杯
の音頭で始まり、名刺の交換や情報交換に和やかなひととき
を過ごしました。近年は中小企業の一社単独での経営は投資
や技術、人材に限りがあることから協働や連携が不可欠な時
代となっています。会員各位の相互連携によって、様々な技
術やアイデアが交換され、連携によって市内事業者が元気に
交流会風景
なることを期待しています。
最後に余興として、大阪環境カウンセラー協会の飯田哲也
氏に「汚染の恵み」と題する創作落語をしていただき、土壌
汚染をテーマに環境リスクや環境経営など環境問題の重要性
飯田哲也氏
を考えさせるテーマで、拍手喝采のうちに閉会を迎えること
が出来ました。

平成２５
平成２５年度第
２５年度第 1 回 理事会
本年度の第 1 回理事会が 5 月 17 日（金）午後 3 時 30
分時から阿倍野区の「あべのルシアス」で行われまし
た。南会長と大阪市環境施策部環境施策課の加藤課長
代理の挨拶の後、6 月開催予定の総会案内と、そのとき
に提出される予定の議案として 1 号議案「平成 24 年度
事業報告」及び 2 号議案「平成 24 年度収支決算書及び
監査報告」、3 号議案「役員の改選について」、4 号議
案「平成 25 年度事業計画（案）」及び 5 号議案「平成
25 年度収支予算」の説明があり、質疑応答の後、承認
されました。
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＜会員の環境への取り組み＞

水谷ペイント
水谷ペイント株式会社
ペイント株式会社
当社は、社員一人ひとりから、製品一つひとつにまで、「人にやさしく・地球にやさしく」をコン
セプトに、下記環境方針を掲げ、操業に伴う環境負荷の減少や地域住民の安全確保を図るとともに環
境負荷低減に貢献できる次世代型製品の開発・普及活動に努めております。
○

環境方針
事業活動が及ぼす環境負荷の低減に取り組むために平成 17 年に環境・品質・安全方針を定め
ました。環境に対しては、下記の様に定めております。
・事業活動が周辺地域及び地球環境に与える影響を評価し、資源の節減・有効活用及び廃棄物の
削減・再利用、有害物の管理・削減を行なう。
・高い技術力を維持し、たゆまぬ新技術の導入により、地球環境に対して負荷の少ない安全に配
慮した製品を開発・生産し、販売促進する。

○

環境配慮型製品開発の
環境配慮型製品開発の一例
① ナノコンポジット W
産学官の連携により、最先端のナノテクノロジーを駆使して開発した有機・無機ハイブリ
ッドの環境配慮型塗料です。それまでの溶剤系塗料に比べ、石油系原料を 1／5 に減らし、平
成 19 年に日本三大技術賞の一つ「井上春成賞」を受賞しました。

ナノコンポジット W 電子顕微鏡写真
②バイオマスＲ＆R－Ｓｉ
平成 22 年度に再び産学官連携により、樹脂の重合時に植物油を使用し、CO2 の発生を減少
させる画期的製品「バイオマス R」を開発・発売しました。
③快適サーモ シリーズ（屋根用高日射反射率塗料）
高日射反射率塗料は、太陽光に含まれている赤外線を効率良く、反射させることにより、
屋根の温度上昇を軽減させます。 これにより、省エネ、ヒートアイランド対策に貢献し
ます。
○

環境に
環境に関する主
する主な取り組み
１．省エネによるＣＯ2 の削減
・省エネ機器（照明・空調関係）の導入
・事務室の室温の管理
２．廃棄物の削減・省資源
・生産工程での原材料ロスの削減、収率の向上
・紙類の分別徹底により、回収率を向上させる
３．地域コミュニケーション
・事業所周辺の清掃活動
・地域住民団体の工場視察の受け入れ

近隣清掃作業

水谷ペイント株式会社
〒532－0006 大阪市淀川区西三国４－３－９０
ＴＥＬ06－6391－3151
ＵＲＬ：http：//www.polyma.co.jp
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＜大阪市＞

「緑のカーテン＆
カーテン＆カーペット」
カーペット」
写真や
写真や料理レシピ
料理レシピを
レシピを募集します
募集します！！
します！！
大阪市では、ヒートアイランド対策の一環として、「緑のカーテン＆カーぺット」づくりを推進して
います。現在、「緑のカーテン＆カーペット」を育てておられる事業者様で、自社のみどりのカーテン
又はカーペットは‘独特で大変すばらしい’、
‘ぜひ自慢したい’と思われる方は、大阪市環境局に送っ
てください。送っていただいた作品は、本市ホームページに掲載するなど、本誌広報等で紹介させてい
ただきます。ふるって、ご応募ください。
参加資格…大阪市内で栽培されている方
応募方法…栽培された「緑のカーテン＆カーペット」の写真、又は収穫された食物を使った料理レシピ
と写真を、住所、氏名（または事業者名）、電話番号、メールアドレス（ある場合）を明記
の上、送付、送信または持参にてご応募ください。
応募締切…平成 25 年 9 月 30 日（月）
宛
先…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課
TEL：06-6630-3216
提出専用メール：enjoygreen@city.osaka.lg.jp
詳しくは環境局 HP をご覧ください。
大阪市 緑のカーテン 検索

事務局だより
事務局だより
社員教育向けに講師無料派遣を行う「出前講座」、
通常総会･講演会へのご参加ありがとうござ
いました。盛況のうちに終わることが出来まし 騒音計の無料貸し出しや ISO14001 の内部監査員養
成講座の会員割引など、会員様向けサービスをご利
た。
用下さい。
【編集後記】事務局が大阪市から NPO 大阪環境カウンセラー協会へ委嘱され 1 年が経過しました。総
会の議案書などの作成や会場段取りなど不慣れではありましたが会員皆様のご協力により無事、総会
を終えることができました。今後とも NPO の社会的責任を果たすべく、皆様とともに有意義な活動が
できるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
（E）
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