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平成２５年度大阪府環境審議会環境・みどり活動促進部会の概要 

 

 

１．開催状況 

 平成 25年 6月  6日（木） 第 1回部会 

議題１ みどりづくり推進事業の審査について 

議題２ 環境保全活動補助金事業の審査について 

 平成 25年 7月 19日（金） 第 2回部会 

   議題１ 一園一室木のぬくもり推進モデル事業の審査について 

   議題２ おおさか環境賞の選考について 

 平成 25年 9月  6日（金） 第 3回部会 

   議題１ みどりづくり推進事業（２次募集分）の審査について 

   議題２ 基金を活用した事業について 

 

 

２．みどりづくり推進事業の審査結果について 

・みどりづくり推進事業は、「大阪府みどりの基金」を活用し、地域住民等の協働による樹

木の植栽や園庭の芝生化等の緑化活動に補助を行う事業で、下記期間で募集を実施した。 

  1次募集：平成 25年 4月 15日～5月 15日 

  2次募集：平成 25年 6月 10日～8月 2日 

・1次募集で申請のあった 2件については、第 1回部会において、また、2次募集で申請の

あった 2件については第 3回部会において、それぞれ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ものとした。 

・審査の結果 1次募集分、2次募集分とも申請のあった事業計画の内容は、評価点の下限値

以上であり、下表の 4件について、補助することが適当と認められた。  

 

No  申請者名 施設概要 緑化面積 緑化概要 

1 一
次
募
集
分 

春日丘幼稚園育友会 学校法人徳風学園春日

丘幼稚園（枚方市） 
176㎡ 

ティフトン芝による

園庭の芝生化 

2 
泉大津市立 

穴師幼稚園ＰＴＡ 

泉大津市立穴師幼稚園 

（泉大津市） 
504㎡ 

ティフトン芝による

園庭の芝生化 

3 二
次
募
集
分 

開成幼稚園 

幼児教育学園ＰＴＡ 

学校法人開成幼稚園幼

児教育学園（大阪市） 
360㎡ 

ティフトン芝による

園庭の芝生化 

4 
サンフラワー・ 

ガーデンクラブ 

南港はなのまち住宅 

（大阪市） 
640㎡ 

共同住宅の緑化 

資料６-２ 
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３．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 25年 4月 15日～5月 10日に募集を実施した。 

・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ものとした。 

・審査の結果、10 件のうち 1 件は評価点の下限値に満たなかった。その他の 9 件について

は、評価点の下限値以上であり、下表の 9 件について、補助することが適当と認められ

た。  

 

No 団体名 事業名 活動区分 

1 特定非営利活動法人 

NPOクワガタ探検隊 

北大阪の山麓に根付け！カブト・クワガ

タ虫里親活動 

実践 

教育啓発 

2 NPO法人中小企業サポート隊 マイクロ水力発電の実証実験・共同研究

会発足から用途開発への啓発事業 

教育啓発 

調査研究 

3 特定非営利活動法人 

環境教育技術振興会 

泉州のアマモ場再生と地域コミュニテ

ィーの活性化 

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 

福祉作業所における環境教育の普及 教育啓発 

5 木育情報ネット 街の中で、国産材を見て、触って、山の

こと・環境のことを考えよう 

教育啓発 

6 NPO法人地球環境再生機構 児童・幼児とその家族、ボランティアに

よる「菜園教室と環境学習と食育」 

実践 

教育啓発 

7 太陽光発電所ネットワーク大阪 省エネと創エネをめざす市民共同発電

所推進のための啓発事業 

教育啓発 

8 特定非営利活動法人 

近畿環境市民活動相互支援センター 

「近畿の河川クリーンアップ活動」事業 実践 

教育啓発 

9 番川を守る会 地域流域「番川」の環境保全活動 実践 
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４．一園一室木のぬくもり推進モデル事業の審査結果について 

・一園一室木のぬくもり推進モデル事業は、「大阪府みどりの基金」を活用し、保育所の子

どもたちの保育や教育活動に活用する一室以上において、床や壁等の内装木質化工事に

要する経費に助成を行う事業で、平成 25年 6月 3日～7月 1日に募集を実施した。 

・応募のあった 13件について、第 2回部会において、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ものとした。 

・審査の結果、申請のあった事業計画の内容は、評価点の下限値以上であり、下表の 13件

について、補助することが適当と認められた。  

 

No 事業者名 保育園名 所在地 

1 社会福祉法人 波除福祉会 波除学園 大阪市港区 

2 社会福祉法人 たつみ会 柱本保育園 高槻市 

3 社会福祉法人 簡修会 大野台保育園 大阪狭山市 

4 社会福祉法人 天野山保育園 天野山保育園 河内長野市 

5 社会福祉法人 さくらんぼ保育園 さくらんぼ保育園分園 大阪市平野区 

6 社会福祉法人 みどり会 八田荘保育園分園 堺市中区 

7 社会福祉法人 マナ会 みつばさ保育園 大阪市鶴見区 

8 社会福祉法人 イエス団 天使ベビーセンター 大阪市此花区 

9 学校法人 常磐会学園 泉が丘幼稚園・いずみがおか園 堺市南区 

10 社会福祉法人 しろきた福祉会 ありんこ保育園 大阪市旭区 

11 社会福祉法人 光聖会 蓮美幼児学園 千里丘ナーサリー 吹田市 

12 社会福祉法人 阿望仔 望之門保育園 大阪市阿倍野区 

13 社会福祉法人 高向保育園 高向保育園 河内長野市 
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５．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

活動を表彰する顕彰制度。 

・推薦のあった府民活動 4件及び事業活動 7件の計 11件について、審査基準に基づき審査

を行った。各審査委員の評価点の平均点による順位付けを踏まえ、大賞、準大賞、特別

奨励賞、奨励賞にふさわしいと思われる活動を選考した。 

・選考の結果、推薦のあった 11 件のうち、4 件は選外とし、7 件については、下表のとお

り大賞 2 件、準大賞 3 件、奨励賞 2 件がそれぞれの賞にふさわしい活動であるとした。

なお、特別奨励賞に該当する活動はなかった。 

 

賞 部門 受賞者／活動名 

大 賞 

（２件） 

府民活動部門 
飛鳥川じゃこ取りネットワーク 

活動名：流域住民による飛鳥川流域の水辺を守り育てる活動 

事業活動部門 

大阪ガス株式会社 

活動名：2012年度 Jリーグ セレッソ大阪ホーム試合から排出さ

れるＣＯ２のカーボンオフセット 

準大賞 

（３件） 

府民活動部門 

Ｅ～
え ～

きゃんぱすの会 

活動名：学生による環境マネジメントの推進と「大阪府立大学

環境報告書」の作成 

事業活動部門 

住友ゴム工業株式会社 泉大津工場 

活動名：住友ゴム工業 泉大津工場 環境保全への取組み 

住友電気工業株式会社 大阪製作所 

活動名：グローバルな省エネ診断 

特別奨励賞 

（０件） 

府民活動部門 
該当なし 

事業活動部門 

奨励賞 

（２件） 

府民活動部門 該当なし 

事業活動部門 

阪神高速技術株式会社 

活動名：シールド発生土をリサイクルする資源循環型共同プロ

ジェクト 

富士電子工業 株式会社 

活動名：熱処理加工における消費電力低減の支援 

 

 

６． 基金を活用した事業について 

・おおさか環境賞は、新たに『協働賞』を設け、パートナーシップを構築し環境活動

を促進する提案が出された。これに対し、単なる連携ではなく協働によって新たな

取組が創出された事例を把握できるような基準を設けるべきといった意見等が出

され、今後事務局が推薦の様式等を見直していくこととなった。 


