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基金活用事業等の審査結果等について 

（平成 28年度大阪府環境審議会環境・みどり活動促進部会の概要） 

 

平成 28年 6月 17日、7月 29日、8月 18日、9月 15日、10月 26日に、環境・みどり活

動促進部会を開催したので、「大阪府環境審議会環境・みどり活動促進部会運営要領」第４

（５）の規定に基づき報告する。 

 なお、本事項については、「大阪府環境審議会条例」第６条第７項及び「大阪府環境審議

会環境・みどり活動促進部会運営要領」第４（４）の規定の基づき、環境・みどり活動促

進部会の決議を大阪府環境審議会の決議とした。 

 

１．開催状況 

 平成 28年 6月 17日（金） 第 1回部会 

議題１  環境保全活動補助金事業について 

議題２  実感できるみどりづくり事業の募集について 

 平成 28年 7月 29日（金） 第 2回部会 

   議題１  おおさか環境賞の選考について 

 平成 28年 8月 18日（木） 第 3回部会 

   議題１  クールスポットモデル拠点推進事業の審査について 

   議題２  地域環境活動を広げる府民共同発電補助事業の審査について 

 平成 28年 9月 15日（木） 第 4回部会 

   議題１  実感できるみどりづくり事業の審査について 

 平成 28年 10月 26日（水） 第 5回部会 

   議題１  グリーンストリート支援事業の審査について 

   議題２  地域環境活動を広げる府民共同発電補助事業の審査について 

   議題３  部会運営方法の見直しについて 

   議題４  基金活用事業について 

 

 

２．環境保全活動補助金事業の審査結果について 

・環境保全活動補助金事業は、「大阪府環境保全基金」を活用し、民間団体の豊かな環境の

保全や創造に資する自主的な活動を支援するため、民間の団体が実施する環境保全など

の事業に補助を行う事業で、平成 28年 3月 25日～5月 6日に募集が行われた。 

・募集で申請のあった 10件について、審査基準に基づき審査を行った。 

・審査については、各委員の評価点の合計点数の平均点により事業の順位付けを行った。

なお、評価点の下限値を定め、その点数に満たないものは採択しないこととしている。 

・審査の結果、全て評価点の下限値以上であり、補助することが適当と認めた。 
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No 団体名 事業名 活動区分 

1 日本野鳥の会大阪支部 ｢大阪府鳥類目録 2016」の作成 調査研究 

2 特定非営利活動法人 大阪湾沿岸域

環境創造研究センター 

継続的な沿岸環境保全のための市民参

加型アオサ処理技術の開発 

調査研究 

3 特定非営利活動法人 自然環境会議

八尾 

地域資源循環型社会の構築をめざす活

動と低炭素・省エネ推進の活動 

実践 

教育啓発 

4 特定非営利活動法人 大阪環境カウ

ンセラー協会 

みんなで考えよう！環境のこと 障が

い者環境出前講座「私たちの暮らしと地

球温暖化」 

教育啓発 

5 一般社団法人 関西まちづくり協議

会 

夏休み木工作コンテスト＆環境学習ワ

ークショップ～エコサイクルを学ぶ～ 

実践 

教育啓発 

6 木育情報ネット 子どものための楽しい環境、木工教室 教育啓発 

7 一般社団法人 ガールスカウト大阪

府連盟 

木とともだちになろう 実践 

8 特定非営利活動法人 環境教育技術

振興会 

南泉州地域の藻場を活用した環境・人・

文化の調和 

教育啓発 

9 特定非営利活動法人 もくの会 山の元気・人の元気・地球の元気 応援

プロジェクト 

実践 

教育啓発 

調査研究 

10 特定非営利活動法人 すいた環境学

習協会 

都市に残された自然（里山）の再生・保

全活動事業 

実践 

 

３．おおさか環境賞の選考結果について 

・おおさか環境賞は、環境への負荷の低減や自然との共生、快適環境の創造等、自主的か

つ積極的に他の模範となる環境の保全または創造に資する活動に取組んでいる団体等の

活動を表彰する制度で、平成 28年 4月 6日～5月 27日に、府内市町村や「豊かな環境づ

くり大阪府民会議」構成団体等からの推薦の受付が行われた。 

・推薦のあった府民活動 4 件及び事業者活動 3 件の計 7 件について、各委員の評価点の平

均点による順位付けを踏まえ、選考基準に基づき選考を行った結果、2件は選外とし、表

のとおり準大賞 2 件、奨励賞 2 件、審査員特別賞 1 件がそれぞれの賞にふさわしい活動

であるとした。なお、今年度は大賞の該当はなかった。 
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賞 部門 受賞者／活動名 

大 賞 

（０件） 

府民活動部門 該当なし 

事業者活動部門 該当なし 

準大賞 

（２件） 

府民活動部門 

（１件） 

命の輝き共生の森計画推進協議会 

活動名：中環の森緑化推進及び維持管理と環境教育の場づくり 

事業者活動部門 

（１件） 

河内長野ガス株式会社 

活動名：小学校環境教育出前授業（環境教育次世代育成活動） 

奨励賞 

（２件） 

府民活動部門 

（２件） 

追手門学院大学 経営学部 水野ゼミ 

活動名：スポーツを通じてごみ分別の意識を啓蒙する活動 

ガールスカウト大阪府第２１団 

 活動名：糸田川に触れる・糸田川を調べる・ 

糸田川のために活動し呼びかける 

事業者活動部門  該当なし 

審査員 

特別賞 

（１件） 

府民活動部門 

（１件） 

大阪府立大学 環境部エコロ助 

活動名：広がる環境部エコロ助の取り組み 

～学園祭から日常へ、大学から地域へ～ 

事業者活動部門 該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

４．大阪府クールスポットモデル拠点推進事業の審査について 

・大阪府クールスポットモデル拠点推進事業は、「大阪府環境保全基金」を活用し、民間事

業者等が保有又は管理する土地において、屋外空間における夏の昼間の暑熱環境を改善

するための先進的なクールスポットをモデル的に整備するために必要な経費の一部を補

助するもの。 

・平成 28年 4月 1日～7月 15日に募集が行われ、申請のあった２件について、暑熱環境の

改善効果や、事業の波及・ＰＲ効果などの６つの項目につき、審査基準に基づき審査を

行った。なお、審査については、評価点の下限値を定め、その点数に満たないものは採

択しないこととしている。 

・審査の結果、表の申請について、評価点の下限値以上であり、補助することが適当と認

めた。 

  

 

 

 

 

命の輝き共生の森計画推進協議会 河内長野ガス株式会社 
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No 事業名（実施場所） 申請者 事業概要（暑熱環境改善設備） 

１ 

 

SENRITO よみうりク

ールスポット事業

（豊中市） 

株式会社読売新聞大

阪本社 

讀賣テレビ放送株式

会社 

「SENRITOよみうり」Ⅱ期施設に隣接

する24時間通行可能な歩行者用の北

側デッキについて、クールスポット

を整備する。 

・地上部緑化 

・壁面緑化 

・日除け 

２ あべのキューズモー

ルクールスポット整

備事業（大阪市） 

東急不動産株式会社 「あべのキューズモール」2階の天王

寺駅から繋がるエントランス部分に

おいて、クールスポットを整備する。 

・ミスト発生器 

・遮熱性塗料 

・日除け（既設） 

 

 

５．地域環境活動を広げる府民共同発電補助事業の審査結果について 

・本事業は、「大阪府環境保全基金」を活用し、環境 NPO 等が地域の公益的施設において、

府民等から寄付や出資を集めて太陽光発電を設置し、施設との連携で環境活動を行う取

組に補助を行う事業で、下記期間で募集を行なった。 

  募集期間：平成 28年 4月 1日～7月 15日（１次募集） 

       平成 28年 8月 30日～9月 30日（２次募集） 

・1次募集で申請のあった 1件、２次募集で申請のあった１件について、それぞれ団体の活

動状況や、地域への波及効果等５項目の審査基準に基づき審査を行った。なお、審査に

あたっては、評価点の下限値を定め、その点数に満たないものは採択しないこととして

いる。 

・審査の結果、表の申請について、事業計画の内容がいずれも評価点の下限値以上であり、

補助することが適当と認めた。 

 

 

 

 

 

 

No 申請者名 設置場所 出力 

1 
特定非営利活動法人 

すいた市民環境会議 

ドリーマーぷくぷく（障がい者作業所） 

（所在地：吹田市南高浜町） 
9.40kW 

2 
豊中市民エネルギー

の会 

あっぷるこども園（こども園） 

（所在地：豊中市蛍池中町） 
8.16kW 
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６．実感できるみどりづくり事業の審査結果について 

・実感できるみどりづくり推進事業は、「大阪府みどりの基金」を活用し、市街地中心部や 

駅前等の多くの府民や来阪者の目に触れる場所で、府民が憩える緑陰空間の整備ととも 

に、街区単位等での緑化促進を呼びかける民間事業者を「実感・みどり事業者」として

認定し、緑化施設の整備、緑化プランの策定等にかかる経費の一部を補助するもの。 

・平成 28年 7月 19日～8月 31日の期間で募集を行い、４件の申請があった。 

・審査については、各委員の評価点を基に、採択の適否について協議を行い、表の申請に 

ついて、評価点が採択の下限値以上であり、事業者の認定及び補助することが適当と 

認めた。 

 

No 申請者名 施設名 施設場所 

1 株式会社三栄建設 心斎橋ビッグステップ 大阪市中央区西心斎橋 

2 大阪ガス都市開発 

株式会社 

北浜中央ビル 大阪市中央区北浜 

3 学校法人谷岡学園 大阪商業大学新キャンパス校舎 東大阪市御厨栄町 

4 学校法人森友学園 豊中市野田１０新設小学校 豊中市野田 

 

     
      心斎橋ビッグステップ           北浜中央ビル 

        

      大阪商業大学新キャンパス         豊中市野田１０新設小学校 

 

ドリーマーぷくぷく あっぷるこども園（姉妹園の子どもたちと） 
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７．グリーンストリート支援事業の審査について 

・グリーンストリート支援事業は、「大阪府みどりの基金」を活用し、みどりの風促進区域

内の民有地で緑化に取り組む企業や地域住民に緑化資材を提供するもの。 

・平成 28年 6月 27日～9月 30日に募集を行い、申請のあった２件について、審査を行な

った。 

・審査については、各委員の評価点の合計により、採択の適否について協議し、下表の 

申請について、評価点の下限値以上であり、補助することが適当と認めた。 

 

No 申請者名 申請場所 整備概要 

１ 

 

コーナン商事株式会社 寝屋川市仁和寺町 コーナン仁和寺店で、人々が集まり

緑を感じる緑化空間を創出 

緑化面積：２２２㎡ 

緑化延長：６５．４ｍ 

２ 大阪高速鉄道株式会社 吹田市千里万博公園 万博記念公園駅周辺に、縦に見える

庭としてシンボル花壇を整備 

緑化面積：３０㎡ 

緑化延長：３０ｍ 

 

       

      コーナン商事（株）                大阪高速鉄道（株） 

       コーナン仁和寺店                 万博記念公園駅周辺 

 

８．みどりの基金の活用について 

 ・平成 29年度のみどりの基金の活用について審議し、既存の事業に加えて、民間主体の

都市緑化推進の枠組みを構築するため、実感できるみどりづくり事業について拡充する

施策、屋上緑化の普及のため自律的な緑化活動の展開に向けた環境を整備するための施

策に活用していくこととした。 

 

９．環境保全基金の活用について 

・平成 29 年度における環境保全基金の活用について審議し、「府民の参加・行動」、「環

境教育・学習の推進」及び「低炭素・省エネルギー」の各分野において、活用してい

くこととした。 


