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大阪府では、府民会議と共催で、地球温暖化防止、自然との共生、豊かな自然の保全など、環境の保全又は

創造に資する活動に取り組んでおられる個人・団体・事業者の中から、他の模範となるような顕著な功績を上

げられた方々に対して、「おおさか環境賞」を授与し、顕彰しています。 

平成２６年度の受賞者については下記のとおり決定し、去る９月１日に、大阪府公館において表彰式を行い

ました。表彰式では、受賞された活動内容について府民会議の竹柴清二事務局長（大阪府環境政策監）から紹

介があり、大阪府の小河保之副知事から受賞者の皆様に賞状が手渡されました。 

 

   

【府民活動部門受賞者の皆様】         【事業活動部門受賞者の皆様】 

 

 

 

平成２６年度 おおさか環境賞を受賞された皆様（敬称略） 

 

【大賞】摂南大学 文化会 エコシビル部（府民活動部門） 

【活動名】淀川水系を中心とした流域連携活動 

    淀川流域を中心として、地域の市民団体と一緒に親水活動や環境保全活動を行っておられます。具体

的には、淀川の点野地区を拠点として外来生物の駆除、清掃活動に取り組むとともに、ボートの乗船体

験による親水活動を実施されています。また、「寝屋川クリーン作戦」や近畿「子どもの水辺」発表会

スタッフとして各イベントの企画・実施に携わるなど、流域内の広い範囲で地域に貢献されています。 

 学生自身が主体的に活動に参画し、各種団体との連携を深めながら、年間40回を超える活動に取り

組まれることにより、地域社会に活動が広く普及している点が高く評価されました。また、ボートの乗

船体験等の河川での活動を通じ、地域住民や子どもたちを対象とした、社会に貢献できる人材育成にも

寄与されています。 

 

       

豊かな環境づくり大阪府民会議 広報誌 

■ 発行：平成26 年９月 

平成２６年度「おおさか環境賞」の受賞者決定！！ 
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【大賞】新関西国際空港株式会社（事業活動部門） 

   【活動名】『雑草一転、空港肥やせ！』～大阪国際(伊丹)空港～ 

    従来、焼却処分としていた伊丹空港の刈草を、独自の工夫により飼料化・肥料化し、動物愛護団体へ

の提供、地域ボランティア団体・地元の学校・農家等への無償提供、空港緑地への利用等を行うことで

再利用されています。国内空港としては初めて農林水産大臣に肥料生産者登録するとともに、肥料生産

のノウハウを広く技術提供する等、間接的にゴミの減量化にも貢献されています。 

    飼料化・肥料化により、空港内における刈草の焼却処分量ゼロを達成された点が高く評価されました。

また、各種プロジェクトを地元の高校生やボランティアと連携しながら進めることで活動の幅をひろげ

ると同時に、府民に対する３Ｒ活動の普及啓発に貢献されています。 

 

  【準大賞】大東環境みどり会（府民活動部門） 

【活動名】大東環境みどり会による環境保全活動 

    大東市が実施する「だいとうシニア環境大学」の修了生有志によって構成され、市内の環境保全を目的

として、「竹の活用」「公園」「ごみ減量」「紙芝居」等の各グループに分かれ、多様な活動を行っておられ

ます。また、地域の大学からアドバイスを受けながら、「菜の花プロジェクト」での種まきなど、学生と連

携した活動も積極的に行われています。 

地域の環境リーダーとなるべく、自発的で多彩な活動を展開し、市民目線で継続的に活動に取り組まれ

ている点が高く評価されました。また、シニア層の活躍の場を自ら創出するとともに、地元の大学と連携

することで、活動の幅をさらに広げ、柔軟な活動を展開されています。 

 

【奨励賞】檜
ひ

垣
がき

 勝
かつ

美
よし

（府民活動部門） 

   【活動名】環境ボランティア 

    平成４年から地域の子供達との町内清掃や美化活動、水生生物調査等の環境ボランティア活動に取り

組むとともに、市の環境問題対策にも貢献されています。 

 環境ボランティアがまだ世間に定着していない20年以上前から町内清掃や美化活動等、地域に根ざ

した活動に取り組み、リーダー的な役割を果たされた点が評価されました。また、市の環境保全審議会

の会長を務める等、行政との連携にも尽力されています。 

 

【奨励賞】ガールスカウト大阪府第１３４団（府民活動部門） 

   【活動名】東日本大震災復興支援活動『みんなの心がつながりますように…』 １３４団の取り組み 

    東日本大震災により緑が少なくなった被災地へ花の種を送り、緑を増やす活動を続けられています。

府内にとどまらず活動範囲を広げることにより、小さいころから自然、緑に対する意識を育て、豊かな

環境の保全につながるよう活動されています。 

被災地とのつながりを重視した活動を地道に展開されている点が評価されました。また、花の種を送

る活動を通して、子どもたちに思いやりの心を育てることにも寄与されています。 

 
【協働賞※】 ・ガールスカウト大阪府第１３４団 

・一般社団法人ＯＶＡＬ ＨＥＡＲＴ ＪＡＰＡＮ（府民活動部門） 
被災地に花の種を添えたお便りを送るガールスカウトの活動に対し、協働者であるＯＶＡＬ ＨＥＡ

ＲＴ ＪＡＰＡＮが、その種とお便りを受け取ってもらえるよう、現地にてプレゼンテーションを行っ
たり、実際に仮設住宅に住む方とコンタクトを取られました。 
被災地で地道な活動を展開しているＯＶＡＬ ＨＥＡＲＴ ＪＡＰＡＮと協働することで、仮設住宅

での生活を余儀なくされている被災者との直接的な関わり合いを持つことができました。それにより、
遠く離れた大阪の地からでも花の種やお便りを確実に送り届けることを可能にし、継続的な活動展開に
寄与している点が協働取組として高く評価されました。  

※大賞・準大賞・奨励賞に選定された活動のうち、個人と団体、団体と事業者、事業者と事業者等、連携・協
力して取り組む優れた協働活動に対して、特別賞として授与。今回より新たに設置。 
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【奨励賞】大阪エネルギーサービス株式会社（事業活動部門） 

   【活動名】大阪エネルギーサービス第２プラントの高効率運転(省エネルギー化)に向けた事業活動 

    大阪駅北ビル開発プロジェクトにおいて、地域冷暖房を採用し、各専門分野を交えた性能検証・運用

改善に取組むことで、全国でも高水準のエネルギー効率目標を達成されています。 

    地域冷暖房プラントにおいて、国内トップレベルの省エネルギー・省ＣＯ２の取組みを進められてい

る点が評価されました。また、汎用性の高い機器による構成としたことにより、他プラントへの水平展

開が可能であることも魅力的であり、今後、この技術がさらに発展し、広く社会に普及していくことが

期待されます。 

 

【奨励賞】京セラ株式会社 大阪大東事業所（事業活動部門） 

   【活動名】環境出前事業「地球にやさしい太陽電池についての学習」 

学校教育の中で環境問題やエネルギーに対して理解を深め地球を思う心を育てることを目的に、社員が

講師となって、大東市内の全小学校及び府内小学校の４年生を主な対象として、太陽光電池を題材にした

環境出前授業を行っておられます。 

楽しく学べる参加体験型の環境出前授業を、これまで延べ 104 回、5,291 名の児童に対して実施し、

次代を担う子どもたちへの環境教育に寄与されている点が評価されました。今後、更に授業の題材や活動

の範囲を広げることで、より幅広く、府民に対する環境啓発活動を展開されることが期待されます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
環境省では、２００３年から地球温暖化防止の推進のため、ライトアップ施設や家庭の照明を消していただく

よう呼び掛ける「ＣＯ２削減／ライトダウンキャンペーン」を実施しています。 

このキャンペーンは、ライトアップに馴れた一般の国民一人一人に対して、日頃いかに、照明を使用している

かを実感していただき、日常生活の中で温暖化対策を実践するきっかけとしていただくことを目的としています。 

 今年も、6月21日（土）から7月7日（月）までの間、「ライトダウンキャンペーン」が実施され、不必要

な照明を消灯するよう広く呼びかけが行なわれました。 

また、そのうち特別実施日である６月２１日（土）〔夏至の日〕の夏至ライトダウン（ブラックイルミネーショ

ン）及び７月７日（月）の七夕ライトダウン（クールアースデー）の両日の夜８時から１０時までの２時間程度、

ライトアップ施設や職場・家庭での一斉消灯の呼びかけが行なわれました。 

 

⇒  全 国 の 参 加 状 況 は 、 環 境 省 の 「 ラ イ ト ダ ウ ン キ ャ ン ペ ー ン 」 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://funtoshare.env.go.jp/coolearthday/）をご参照ください。 

 

 

「ＣＯ２削減 ／ ライトダウンキャンペーン」に参加しました！！ 

http://coolearthday.jp/
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府民会議では、このキャンペーンの開始当初から、その趣旨に賛同し、府民会議の構成団体を通じて、その会

員である企業や個人等に向けて、キャンペーンへの参加とライトダウンの実施を呼びかけてきました。 

今年の府民会議構成団体及び府内市町村のキャンペーンへの参加状況と実績を取りまとめたところ、下記のと

おりとなりました。府民会議事務局に参加報告があったもの等をまとめたものですが、6月2１日、7月7日と

もに、多数の施設に参加していただくことができました。（参加状況は、“かんきょう交流Ｒｏｏｍ”の「ライト

ダウンキャンペーン」ＨＰ（http://www.pref.osaka.jp/chikyukankyo/room/lightdown.html）でも公表中。） 

府民会議では、今後とも「ＣＯ２削減／ライトダウンキャンペーン」をはじめとする地球温暖化対策の実践に

取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

   参加施設数・・・２１５施設 

   削減できた消費電力量・・・３，０６４．３３４kWh（※） 

   削減できたＣＯ２排出量・・・１，５７５．０６８kg-ＣＯ２（※）  

    （※）削減できた消費電力量は、報告があった施設における合計 
削減できたＣＯ２排出量は、削減できた消費電力量を基に排出係数０．５１４を乗じて算出 

 

近畿百貨店協会 

     近鉄百貨店          ３店舗 

     ＪＲ大阪三越伊勢丹      １店舗 

  そごう西武          ２店舗 

 

  大阪いずみ市民生活協同組合  ８店舗 

     

大阪府            １１施設 

    大阪市           １１０施設 

堺市             ４４施設 

岸和田市            ４施設 

池田市              ２施設 

吹田市             ６施設 

貝塚市             ２施設 

枚方市            １１施設 

箕面市             １施設 

大阪狭山市           ２施設 

阪南市             ８施設 

・・・・・  府民会議構成団体のキャンペーンへの参加状況  ・・・・・  

６６月月２２１１日日（（夏夏至至のの日日））  夏夏至至ラライイトトダダウウンン（（ブブララッッククイイルルミミネネーーシショョンン））  

http://www.pref.osaka.jp/chikyukankyo/room/lightdown.html
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   参加施設数・・・２３３施設 

   削減できた消費電力量・・・５，６９６．９２０kWh（※） 

   削減できたＣＯ２排出量・・・２，９２８．２１７kg-ＣＯ２（※） 

    （※）削減できた消費電力量は、報告があった施設における合計 
削減できたＣＯ２排出量は、削減できた消費電力量を基に排出係数０．５１４を乗じて算出 

 

近畿百貨店協会 

     近鉄百貨店          ３店舗 

     ＪＲ大阪三越伊勢丹      １店舗 

  そごう西武          ２店舗 

 

  大阪いずみ市民生活協同組合  ８店舗 

     

     大阪府            ９施設 

     大阪市          １３１施設 

     堺市            ４１施設 

     岸和田市           ４施設 

     吹田市             ６施設 

     貝塚市             ２施設 

     守口市            １施設 

     枚方市            １２施設 

     八尾市             ２施設 

     箕面市             １施設 

     大阪狭山市           １施設 

     阪南市             ８施設 

     河南市             １施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

大阪城  

 

 

 

 

 

                                                                

                通天閣ネオン                               道頓堀グリコネオン 
 

※ 各写真とも、左が点灯時、右が消灯時 ライトダウンのようす 

７７月月７７日日（（夏夏至至のの日日））  七七夕夕ラライイトトダダウウンン（（ククーールルアアーーススデデーー））  
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今年度は、『みんなで実践！楽しい省エネ生活～衣食住を考える～』をテーマに、パソコン・ディスプレイの壁

紙を募集しましたところ、多数のご応募をいただきました。 

 現在、ご応募いただいた７６作品すべてを、「環境壁紙コレクション」と題して、府民会議のホームページで公

開中です。 

是非ともご覧いただき、好みのデザインのものをダウンロードし、ご自分のパソコン・ディスプレイの壁紙と

してお使いください。 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
大阪府内において、積極的な創意工夫により行われている省エネ、省資源及び自然環境保全の取組み事例を募

集し、取りまとめて『おおさかエコ事典レポート』として、府民会議ホームページで広く府民に紹介（情報発信）

し、行動を広げていきます。 

まずは大学編として、大阪府内の「大学」におけるゼミ又はサークルの取組みを対象とし、学生の環境活動を

発信して、課題や解決策などを共有することにより、多くの同世代の若者への環境啓発につなげ、さらに社会に

広げていきます。 

構成団体の皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

「発掘！おおさかエコ事典（大学編）」募集中！！ 

「環境壁紙コレクション」作品公開中！！ 

府民会議のホームページ“かんきょう交流Ｒｏｏｍ”「環境壁紙コレクション」のページ 

（http://www.pref.osaka.lg.jp/chikyukankyo/room/collection_gallery26.html） 

環境壁紙コレクション 検索 
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１ 募集する取組み 

  応募時点で実施している、省エネ、省資源及び自然環境保全に該当する環境活動の取組みを募集します。 

  ＜取組みの例＞ 

    ・地域住民とともに実践活動を実施 

    ・地域の子どもたち向けに環境教室を実施 

・企業とともに環境活動を実施 

    ・エコイベントの開催、出展 

    ・エコ学園祭の実施  など 

 

２ 応募方法 

   応募シートに記入の上、メールにて、豊かな環境づくり大阪府民会議の事務局（大阪府みどり・都市環  

境室地球環境課）までご応募ください。 

  

 

３ 募集期間 

    随時募集しています。 

 

４ 「おおさかエコ事典レポート」の府民会議ホームページへの掲載 

応募のあった取組みについては、応募シートの内容をもとに取りまとめ、「おおさかエコ事典レポート」 

  として府民会議ホームページ等に順次掲載し、広く府民に紹介します。 

なお、掲載にあたっては、必要に応じて確認を行う場合があります。 

また、応募のあった取組みは「豊かな環境づくり大阪府民会議」の総会等において事例発表をお願いする 

こともあります。 

 

５ 実施要領は、府民会議のホームページ“かんきょう交流Ｒｏｏｍ”に、掲載しています。 

必ずお読みいただき、ふるってご応募ください！！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  「かんきょう夢ひろば」では、豊かな環境づくり大阪府民会議構成団体をはじめとする民間団体等が実施さ

れている活動について、誌上で紹介していきます。 

自薦・他薦を問いませんので、民間団体等が実施されている活動について、下記の府民会議事務局までお寄

せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間団体等が実施している活動をご紹介します 

豊かな環境づくり大阪府民会議 

（事務局：大阪府 環境農林水産部 みどり・都市環境室 地球環境課） 

Tel    0６－６２１０－９５４９  

Ｅ-mail   midorikankyo-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp 

  

府民会議のホームページ“かんきょう交流Ｒｏｏｍ”「発掘！おおさかエコ事典」のページ 

（ http://www.pref.osaka.jp/chikyukankyo/room/ecojiten-univ.html ） 

 おおさかエコ事典 検索 

http://www.pref.osaka.jp/chikyukankyo/room/ecojiten-univ.html

