平成 20 年度通常総会・講演会・映画鑑賞
６月１７日（火）午後１時よりクレオ大阪西において開催され、冒頭の会長挨拶後、檜垣大阪市
環境局長から、協議会の実りある活動の実施に向けた協力などについて、ご挨拶をいただきました。
議事については次のとおり審議、承認されました。
（出席会員７１名、書面表決会員１５２名、委任状提出会員３９名、計２６２名）
第１号議案 理事の選出（中央区）
第２〜５号議案 理事会「第３〜６号議案」と同様
（総会後には、講演会や映画上映が行われ、好評をいただきました。
）
なお、今後のセミナーや視察研修会等で要望するテーマのアンケートを実施いたしました。この
結果をもとに、今後の具体的な取組みについて企画委員会で議論してまいります。
※ 会長挨拶（要旨）
この４月より京都議定書の第１約束期間を迎え、また、
この７月には北海道洞爺湖サミットが開催され、世界経済
に大きな影響を与えるエネルギーや気候変動などの地球環
境問題をはじめとした幅広い分野の議論がなされるものと
思われる。わが国がイニシアティブをとるサミットの趣旨
を踏まえ、当会も取り組んでいかねばならない。環境問題
に対する市民意識が、かつてないほどに高揚している中で、
事業者の取組みは近年にもまして、非常に重要となってい
る。従前の取組みに加えて、多様化した新たな課題につい
ても積極的に取り組まれ、会員各位が社会的責任を果たし、
企業価値の向上につなげていただきたい。

第１回理事会開催
４月２２日（火）午後１時よりクレオ大阪西において、開催されました。昨年度からの大阪市都
市環境協議会連合会の解散、大阪市環境経営推進協議会の設立に関連した諸議案について審議、承
認されました。
また、議案可決後、大阪市環境局より、「大阪市環境基本計画」について講演を受けました。
（議事）第１号議案 大阪市都市環境協議会連合会
・平成 18 年度事業報告、決算報告及び監査報告
・解散記念講演会及び記念誌の発行にかかる報告
第２号議案 大阪市環境経営推進協議会設立準備委員会
活動報告、決算報告及び監査報告
第３号議案 大阪市環境経営推進協議会平成 19 年度事業報告
第４号議案 平成１９年度決算報告及び監査報告
第５号議案 平成２０年度事業計画（案）
第６号議案 平成２０年度事業予算（案）
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第 3 回セミナー（知って得する廃棄物管理の実際）
「この廃棄物、捨てるのもったいない、何かにつか
えませんか？」の副題で「知って得する廃棄物管理
の実際」のセミナーを行いました。廃棄物管理に実
績をお持ちの 2 社の実例を詳しくお聞きしました。
・「廃棄物管理強化とコストダウン手法」
㈱リサイクルワン
取締役 本田大作氏
（廃棄物種別のコストダウン事例や CSR 経営について
の御話を聞けました。
）

平成 20 年 4 月 16 日（水）
午後 2 時から 5 時まで
場所： 大阪府立女性総合センター
（ドーンセンター）
参加： 54 名
日時：

・「ゼロエミッションへの取り組み」
（リサイクルからリヂュースへ）
ダイキン工業㈱ 滋賀製作所

村治英幸氏

（環境にやさしくしかも儲かる工場作りのノウハウをお
聞きしました。）

会員から集めた希望テーマでも上位を占める廃棄
物処理のセミナーであり、当日は 50 名を越える出席
者が有り、質疑応答を含めて、熱気のある講演で終
えることが出来ました。

H20 年度第 1 回企画委員会
7 月 22 日（火）港区の piaNPO 会議室において
第 1 回の企画委員会が行われました。当日の主な議題
は次のとおりです。
（１） 企画委員会委員の交代について
住友化学㈱大阪工場の阿久津様の転勤に伴
い、同社の池田様に新たに企画委員にご就任い
ただきました。
（２） ９月開催予定のセミナーについて
9 月中旬に予定されているセミナーのテーマ
を討議いたしました。総会時のアンケートで
要望が多かった「雨水利用と屋上や壁面の緑
化」をテーマに開催することが決まりました。
（３）「環境保全行動に関する事業者アンケート調査
（大阪市）」への協力について
（仮称）新大阪市環境基本計画の策定に当た
って、大阪市が実施する事業者向けのアンケー
ト調査に協力することが了解されました。
（P４参照）
（４） 啓発パネルの作成について
大阪市環境経営推進協議会の啓発パネルの作
成が了解されました。９月 18 日からインテック
ス大阪で開催される環境展でＰＲしていきます。
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◎ 企画委員を募集しています！
企画委員会において、協議会の事業
活動の企画及び運営に関する事項を
具体的に協議しています。
年度内に３回ほど開催しています。
企画委員になっていただける会員さ
まは、事務局まで連絡ください。
事務局：大阪市環境局環境活動担当
電話 06-6615-7636

＜会員の環境への取り組み＞

おおさか ATC グリーンエコプラザ
環境に関する問題は年々深刻化し、市民や企業、自治体にとって早急に解決すべき課題です。このよ
うに環境問題への対応が重要となっている状況の中で構想されたのが、おおさか ATC グリーンエコプ
ラザです。
大阪市、にっけい日本経済新聞社、ＡＴＣ（アジア太平洋トレードセンター株式会社）が一体となり
最新の環境ビジネスを広く紹介することで環境ビジネスの活性化をはかり、循環型社会づくりに貢献す
ることを目的として 2000 年６月に設立いたしました。
総面積は、4,500 ㎡の日本初の環境ビジネスに関する常設環境展示場で、セミナールーム、多目的スペ
ース、社会起業家を応援するインキュベーションオフィスなどの施設面も充実しており環境ビジネスマ
ッチングはもとより、環境ビジネスの育成にも力を注いでいます。
今年７月に開催された北海道洞爺湖サミットでは、最重要テーマとして地球温暖化問題が取り上げら
れました。そこで当プラザでは、企画展示ゾーンで現在開催している「地球温暖化危機とエコアクショ
ン展」や、地球温暖化問題関連ビジネスをとりあげたセミナーの開催を通じて、地球温暖化問題に関す
るビジネス情報の発信に努めてまいります。
■館内の紹介
■環境・ＣＳＲ報告書ゾーン・情報センター
企業が発行する環境、社会、CSR 等の報告書を数多く取り揃え
自由に閲覧できます。頒布コーナーもあり報告書を無料でお渡ししています。
■エコマークゾーン
(財)日本環境協会の協力によりエコマーク認定商品を幅広く展示。
商品累計や認定基準などを紹介。
■環境・ＣＳＲ経営ゾーン
先進的な環境ビジネスの実際や企業化の実際をトータルで紹介。
■産学官連携ビジネスゾーン
大学や企業・行政が交流、連携、協働を図れるように
環境問題に取り組む各大学・企業・団体を紹介。
■循環型社会形成ビジネスゾーン
ごみ減量をテーマに、そのノウハウを紹介。循環型社会づくりを実証。
■エコビジネス支援ゾーン
中堅、ベンチャー企業中心に環境ビジネスの取り組みや実際例などを展示。
■海外エコビジネスゾーン
外国の環境ビジネスへの取り組みや、企業の具体的な商品を紹介。
■企画・展示ゾーン
「地球温暖化危機とエコアクション展」開催中
最新の環境ビジネスを紹介する情報発信基地として、また企業間の
ビジネスマッチングの場や、小学生から一般の方々の環境啓発の
場としてご活用ください。
■開館時 10：30〜17：30

■休館日

月曜日. 年末年始

■http://www.ecoplaza.gr.jp/
■大阪市住之江区南港北 2 丁目 1-10 ATC ビル ITM 棟 11F 西側

3

大阪市からのお知らせ
｢環境保全行動に関する事業者アンケート調査｣へのご協力のお願い
皆様には、日頃から、大阪市環境基本計画の推進にご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
大阪市では、平成 15 年 2 月に策定した｢第Ⅱ期大阪市環境基本計画｣に基づき、市民・事業者の皆様
との連携、協力のもと、都市環境や地球環境の保全、廃棄物対策など様々な環境施策を推進しています。
この計画の期間が平成 22 年度までであることから、今後のより効果的な環境施策の推進に向けて、
平成 22 年度中に｢(仮称)新大阪市環境基本計画｣の策定を予定しています。
そこで、｢(仮称)新大阪市環境基本計画｣の策定にあたって、大阪市環境経営推進協議会会員の皆様か
らご意見をいただき、今後、事業者の皆様との一層の連携強化を図ってまいりたいと考えております。
つきましては、下記のとおり、アンケート調査を実施しますので、調査票が皆様のお手許に届きまし
たら、調査の趣旨をご理解の上、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
１ 調 査 名：環境保全行動に関する事業者アンケート調査
２ 目
的：｢(仮称)新大阪市環境基本計画｣の策定をはじめ、今後の環境施策の推進にあたっての
基礎資料とする
３ 対
象：大阪市環境経営推進協議会会員
４ 実施時期：平成 20 年 9 月頃に送付
５ 設 問 数：20 問程度

事務局だより
◎ 第 1 回セミナー「環境経営システム」

◎ 第 2 回セミナー「壁面/屋上緑化」

テーマ；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 20 年 8 月 22 日（金）PM２時より
場所；piaNPO302 会議室
（地下鉄中央線大阪港下車）

テーマ；事業所や工場を快適にする壁面屋上緑化
「こらええわ。省エネになるし、環境問題にも貢献できるでぇ」

平成 20 年 9 月 24 日（水）PM２時より
場所；大阪府立女性総合センター
（ドーンセンター）
事業所や工場の緑化により、省エネや CO2 削減に
無料でエコアクション２１の構築支援を受けら
も貢献できることを学んでみませんか。
れる絶好の機会です。
（詳細はチラシなどで確認下さい。）

（詳細はチラシなどで確認下さい。）

【編集後記】
洞爺湖サミットもなんとなく終わりました。世界主要国が環境も大事だという共通認識をもった結果
で満足致しましょう。後は、個々の企業や個人の意識を高めて、努力を続けていきましょう。（T）
第4号

平成 20 年 8 月

発行者：大阪市環境経営推進協議会
住

所：〒559-0034

大阪市住之江区南港北 1 丁目 14-16 WTC36 階
大阪市環境局環境保全部環境活動担当
TEL:06-6615-7636
FAX:06-6615-7949

業務委託先：NPO 法人
住

所：〒552-0021

大阪環境カウンセラー協会

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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