大阪府みどりの基金
設
立：昭和 58 年
基本方針：基金及びその収益金で、緑化の推進及び良好な自然環境の保全
を図ることを目的としています
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今年も大阪府みどりの基金の事業報告書が完成しました。みどりの基金にご寄附いただいた皆様に改めてお礼申
し上げます。
平成 24 年度も、いただいたご寄附を活用してさまざまな事業を実施いたしました。本報告書では、基金事業を活
用して緑化に取り組んだ団体の声や写真を中心にまとめました。皆様の事業所やご自宅の近くで緑化の取り組みが
進んでいることを実感していただければと思います。
今後とも、大阪府みどりの基金への応援をよろしくお願いいたします。

平成 26 年 2 月
みどり・都市環境室長 西山 潤二
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みどりづくり活動助成
地域の緑化を推進するため、地域住民や NPO 等の方々が協働で実施す
る樹木の植栽、幼稚園等の園庭の芝生化や花壇づくり等の地域の緑化活
動を公募により選定し、必要な経費の１／２（上限 300 万円）を助成し
ています。
【平成 24 年度実績】 3 団体に対して、計 191 万円を助成
詳しくは P.4～5 をご覧ください

みどりづくり施設助成
市街地の緑化を推進するため、波及効果が高い緑化モデルとなるような
公開性のある民間施設の緑化事業を公募により選定し、必要な経費の
１／２（上限 300 万円）を助成しています。
【平成 24 年度実績】 4 施設に対して、計 733 万円を助成
詳しくは P.6～8 をご覧ください

樹木の配付事業
身近な“みどり”を増やし、潤いのある街にするために、地域住民の方々
が協働して行う地域緑化活動に対して、無償で樹木を配付し、地域と連
携した市街地の緑化を推進しています。
【平成 24 年度実績】 2,200 本の樹木を配付
詳しくは P.8～9 をご覧ください

芝生化アシスト事業
大規模な芝生化を実施した団体を対象に、効率的な芝生の管理に必要な
乗用式芝刈機等の無償貸与や資材の一部支給の他、補植用芝生の配付等
の回復作業支援により、地域活動の取組みを支援しています。
【平成 24 年度実績】 乗用式芝刈機の貸与：1 団体
資材支給：9 団体
回復作業の支援：３０団体
詳しくは P.10 をご覧ください
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5 年前に民営化された保育園ですが、当時は園内にみどりが少なかっ
たため、もっとみどりやいきものとふれあえる環境づくりをめざし、2
年前に子どもたちとも相談し、園に通う親子の協力のもと園庭にメダカ
の泳ぐビオトープを自前でつくられました。そして、今回はさらにみど
りを増やしたいとの思いから、この助成事業を活用し、みどりを育てる
会のみんなの手で芝生化することになりました。

芝生化にあたっては、箕面市にある保育園の視察など、情
報収集されました。
園内には、ビオトープや芝生のみどりだけでなく、イチョ
ウやイチジク、ウメ、フウ、フジなどの樹木も育っていて、
ちょうどいい緑陰もあり、地域のみなさんにも好評です。

大きな木陰でひとやすみできます

ビオトープ周辺や芝生も手入れが行き届き、気持ちのいいみ
どりが広がっています。

地域への園庭開放時には、地元の 1～2 歳児のお子さんとその親御さ
んが公園のように利用されることが多いようです。
みどりが増えたことでアゲハなどの昆虫が見られる機会が多くなり、
子どもたちも虫やみどりや花に興味をもち、図鑑をもちだして調べて楽
しんでいるようです。
園長先生いわく、「子どもたちにとっては自然が一番の教材」とのこ
と。

このビオトープにはメダカがたくさん

園長先生からは、「自然を育てていくことは子どもを育て
ることと同じ」「地域の中の子育て環境づくりのため、地域
のみなさんにも利用してもらえる保育園にしたい」と、とて
も前向きな思いが伝わってきました。これからは森のような
もっとみどり豊かな保育園にされたいそうです。

築山にもみどりのじゅうたん

水尾保育園みどりを育てる会
施設名：水尾保育園（茨木市）
芝生化面積：212 ㎡
芝生の手入れも行き届いてますね
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みどりづくり活動助成

戎幼稚園では、夏休みを利用し、園児、保護者、地域住民約 200 名で園庭の芝張
りをされました。用意された張り芝は、1,800 枚。
「えい！えい！おー！」の掛け声
とともに、あっという間に、200 平方メートルの緑のじゅうたんが広がりました。
園長先生によると「園児たちも怪我をする心配がないからか、思い切り遊べるよう
です。お迎えにきた保護者の方も、芝生の上に自然と集まってこられます。みんな、
みんなで芝張り

芝生の上が気持ちよくて、大好きなようです。
」とのことです。

泉大津市のマスコットキャラクター「おづみん」も
芝張りの応援にきてくれました
裸足！最高！

泉大津市立戎幼稚園 PTA
施設名：戎幼稚園（泉大津市）
芝生化面積：207 ㎡

芝生パワー全開！

上條幼稚園でも、園児、保護者、地域住民約 200 名が一斉に園庭 200 平
方メートルを芝張り。夏休みには、保護者が当番を決めて水やりをし、今で
は、寝転がりたくなるほどのフカフカの芝生が一面に広がっています。
「幼稚園と隣接する上条保育所の施設間には壁がなく、園庭を一体化して
います。芝生ができたことで、幼稚園児と保育園児が一緒に遊ぶようになり、
さらなる一体感が生まれたように思います。芝生の上を、みんな裸足で元気
よく駆け回っています。
」
芝生の上で食べると、おいしいね

泉大津市立上條幼稚園 PTA
みんなで力をあわせてがんばりました！
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施設名：上條幼稚園（泉大津市）
芝生化面積：208 ㎡

これまで園内に畑づくりをして食育に取り組んでいましたが、子
どもたちも遊べる空間づくりをしようと考えたのがきっかけ。
屋上には、周りにハーブの植栽やヒメリンゴ、キンカン、イチジ
ク、ブラックベリーなどの果樹が配され、真ん中が小高い丘のよう
になり花壇と丸太の小段があり、屋上全体がもこもこした芝生で覆
われています。

先生たちによってていねいに手入れがされていて、鑑賞しや
すいみどりの空間がつくられています。
屋上の芝生化により、真下にある教室の室内温度が下がった
ように感じると先生がたも話しておられました。

ハーブと花壇のやさしい空間

屋上なのですが、バッタなどの虫も寄ってくるようで、子どもた
ちは、虫探しをしたりして楽しんでいる、とのこと。
芝生の上では裸足で遊べるようになったり、お弁当を食べたりで
ふんわりな芝生が

きて、子どもたちに好評のようです。

気持ちよすぎ

また、屋上からは園庭が眺望でき、昔からの大きな樹木や藤
棚が目立ちます。

ブラックベリーも

今は園庭開放だけ行っているのですが、地域の方にももっと

たくさんできました

利用していただけるようお月見会なども計画中、とのこと。
これからはもっと花やハーブも増やし、よりはなやかにされる
ようです。

屋上から見た園庭の様子

社会福祉法人成光苑
施設名：第二愛育園（吹田市）
芝生化面積：65 ㎡（屋上緑化）
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みどりづくり施設助成

南海電鉄では、本社機能移転に伴いオフィスビルを新築され、その中庭部分に
20 種類の高木等を植栽されました。コンセプトは関西の雑木林。「オフィスから
木々のゆらぎを見るとほっとします。オフィスには、大阪府立大学が入居され、公
開講座や講演会に多くの方がいらっしゃいます。また、隣接するライブホール Zepp
Namba には、イベントごとに観客が集まり、中庭は公演待ちの人でいっぱいにな
ります。夏は日差しを遮り、冬は風をやわらげ、ひだまりをつくり、多くの人々の
やすらぎの空間となっています。
」

公演待ちのひとにやさしい木陰

南海電気鉄道株式会社
関西の雑木林にある樹種を植栽

施設名：南海なんば第 1 ビル（大阪市浪速区）
緑化面積：210 ㎡（接道部緑化）

若宮保育園では、植物に親しみ、身近に四季を感じ、気持ちの良い時間が過ごせる
ように、屋上を芝生化されるとともに、ブルーベリーの木を植栽されています。
「芝生の上でお弁当を食べたり、夏にはビニールプールを置いて水遊びを楽しみたい
と思っています。ブルーベリーの実がたくさんなりました。植物の成長をとおして、
～初めての収穫祭～
ブルーベリーの実がたくさんなりました

命の大切さ、ありがたさを経験して、思いやりのある子どもになってほしいと願って
います。
」

みんなで収穫

屋上園庭のまわりにはブルーベリーの木がいっぱい

ブルーベリーの実がたくさんなりました
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社会福祉法人玄清会
施設名：若宮保育園（東大阪市）
緑化面積：69 ㎡（屋上緑化）

みどりづくり施設助成

貝塚中央保育園では、園庭及び２階ベランダ部分を芝生化され、周囲にはさくらん
ぼやザクロなど 10 数種類の果樹や日除けのためのつる性植物を植栽されています。
「園に木が一本もなかったので、みどりの良さを実感しています。２階ベランダ部分は
当初、コンクリートだったのですが、芝生化することで、乳児が遊ぶ絶好の場所とな
りました。みんな気持ちよさそうに、芝生の上をハイハイしたり、寝転がったりして
います。保護者の方にも、夏の暑さがやわらぎ、涼しくなったねと好評です。果樹の
一部も収穫して、みんなで食べて楽しみました。クスノキは、シンボルツリーとして
植栽しました。大きく育って、みんなで木登りするのを楽しみにしています。
」

大きくなったら、みんなで木登りしようね
そろそろ食べごろ？

社会福祉法人貝塚中央福祉会

芝生の上は、気持ちいいね！

施設名：貝塚中央保育園（貝塚市）
緑化面積：183 ㎡（屋上緑化・接道部緑化）

高木を 146 箇所、2,120 本配付しました
カイヅカイブキ

160 本

コブシ

８0 本

キンモクセイ

220 本

ソメイヨシノ

450 本

サザンカ

480 本

ハクモクレン

110 本

ヤマモモ

70 本

ハナミズキ

360 本

ウメ

190 本

植栽済みプランターを 25 箇所、80 個配付しました。
キンモクセイ
ヤマモモ
ハナミズキ

24 本
6本

サザンカ
コブシ

20 本
8本

22 本
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樹木の配付事業

羽曳が丘 9 丁目公園（羽曳野市）/羽曳が丘町会連合会・NPO 法人羽曳が丘 E＆L
羽曳が丘地域では、地域交流拠点としてビオトープ公園整備が行政
に提案され、平成 24 年 3 月に公園が完成しました。新しくできた公
園に地域住民らがソメイヨシノやコブシなど 13 本を植樹されました。

ビオトープ池

「植樹当日は、ビオトープ池の観察、昼食会や活動展示などを行い
楽しい植樹交流会となりました。樹名札もみんなで手作り。ソメイヨ
シノやコブシ等の花が咲き、池にはメダカ・ヤゴ・エビ類が生き生き
と泳ぎ一年通して自然とふれあえる公園をつくっていきたいです。
」

植樹交流会

東條ホタルの里（富田林市）/東條ホタルを守る会
ゲンジボタルが育つ環境の復活を目指す、東條ホタルを守る会。地
元の川で捕獲したゲンジボタルから幼虫を孵化させ、農業公園内に作
ったビオトープ等に放流されています。今回、ビオトープの自然環境
をより充実させるために緑化樹 10 本を植樹されました。
「今年度で 3

カワニナを
生育している水槽

回目を迎えるホタルの鑑賞会も大盛況でした。住民の意識が高まり
たくさんのホタルが舞う美しい自然になってほしいと願っています。
」
ビオトープ

美加の台第 10 緑地（河内長野市）/美加の台 10 号緑地他植樹実行委員会
天気がよい日には大阪湾や六甲の山並みまで見渡せるほどの眺望絶
佳の美加の台第 10 緑地。以前は松が植栽されていましたが、松くい
虫の被害に遭い枯死。地域住民から緑地を再生しようと声があがり

眺望が最高です

平成 23 年度より地域住民、行政、ボランティア団体との協働による
緑地再生プロジェクトが開始。今回は、約 50 名が参加し、ソメイヨ
シノの苗木 112 本を植樹されました。
「斜面地なので水遣りや草刈が
大変ですが、住民同士、協力して頑張っています。未来にみどり豊か
な住環境を残していきたいです。
」

フレンド幼稚園（熊取町）/フレンド幼稚園緑の会
フレンド幼稚園では、園児らが園庭などにソメイヨシノ、ウメ、キ
ンモクセイなど約 20 本を植栽されました。
「大きくな～れ。
」とみん
なで仲良く水やり。
「自然とふれあうなど様々な体験を通して、心身
ともに成長していってほしいです。今はまだ小さい苗木ですが、子ど
もたちの成長とともに大きく育って、たくさんの花をつけてほしいで
す。
」
みんなで仲良く水やり
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茨木市立郡山小学校

芝生面積：1,659 ㎡

（乗用式芝刈機の貸与）

郡山小学校では、平成 22 年に「甲子園の芝生」の提供が決まったことをきっ
かけに、校庭に芝生（650 ㎡）を植えることになりました。芝張り作業には子ど
もたちと一緒に多くの地域の方が参加しました。その後の芝刈りなどの維持管理
も地域の方が子どもたちのためにと汗を流しています。さらに地元の一般社団法
人茨木カンツリー倶楽部からゴルフ場の芝生もいただき、面積も 1,659 ㎡にまで
広がっていきました。自走式の芝刈りだけでは作業が追いつかないので、乗用芝
刈り機を活用して維持管理の効率化を図ることができました。みどりの環境づく

芝生教室にて

りを通して、夢を持ち、チャレンジし、学びあう子どもにという願いを共有し、
元気で豊かな子どもたちにと、学校と地域との連携が芝生を通して進んでいます。

甲子園の芝生から、芝生も地域の輪も広がっています

大阪市立森之宮小学校

芝生面積：3,150 ㎡

（資材支給：補植芝等）

森之宮小学校では、地域の協力によりポット苗を養成し、平成 21 年度にグラン
ドの運動場を全面芝生化しました。運動会では裸足で組体操をしても痛くないし、
校庭キャンプでは芝生の上にテントを張るので、とってもふかふかです。
全面の「みどり」は目にも心にも優しく、転んでも痛くなく運動場でのケガも
減り、砂埃も少なくなりました。地域の方も芝生でグランドゴルフやサッカー、
野球を楽しんでいます。芝生は使うと傷みますが、教職員だけでなく地域の方も
「芝生教室」で維持管理を勉強し、子どもたちも補植作業に参加するなど、みん

芝生教室にて

なで力を合わせて芝生が良い状態を保てるよう取組んでいます。

力を合わせて芝生を大事に使っています

大阪府みどりの基金 事業報告書 2013
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平成 21 年度にみどりの基金を活用して整備した施設。4 年たったいま、どんな風に成長しているのかたずねてみました。

大阪樟蔭女子大学附属幼稚園園庭緑化推進委員会「グリーングラス」（東大阪市菱屋西）
【事業名】平成 21 年度

みどりづくり推進事業（活動助成）

【緑化の概要】
近鉄河内小阪駅からほど近くにある幼稚園。課長さんによると、芝生整備をされた施設の方の講演を聴いたり、実際に芝生
化した神戸や大阪の幼稚園などを視察し、子どもたちの教育環境の向上をめざし芝生化されたようです。
（緑化面積

535 ㎡）

【近況報告（平成 25 年夏）
】
4 年前に緑化整備した芝生の園庭は、園児たちが思い切りはしゃげる絶好の活動場所になっています。この芝生を４年間維
持するには、踏圧で傷んだ箇所を子ども達と一緒に育てたポット苗で補修したり、保護者にも冬芝の種まきをしてもらったり、
職員全員でメンテナンスを行うなど、ご苦労があったようです。課長さん曰く「芝生を維持するには、踏圧負担軽減のための
ある程度の面積確保や、土壌改良、自動散水装置の設置、冬芝の種まきなど初期投資が重要！」とのこと。園の先生も、
「芝生
も子育てと同じで、じっくり愛情を注ぐことが大切」と話されていました。
園内には、芝生のほか、園の設立当初（昭和 62 年）整備された築山もあり、樹木も大きく育っていました。
ハーブガーデンや野菜の栽培もされておられ、食育にも活用されているとのこと。非常に意欲的にみどりづくりをされていて、
これからも楽しみですね。

子どもたちもポット苗を
育てています

大事に維持されてきた芝生で
元気よく走り回っています
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ハーブガーデン

設立当初からある築山

あのときのみどり

社会福祉法人肇國舎 高等森友学園（大阪市淀川区）
【事業名】平成 21 年度

みどりづくり推進事業（施設助成）

【緑化の概要】
園を新設されるのにあわせて、屋上に芝生の園庭を整備されました。敷地が狭く、地上に十分な運動場が取れないため屋上に
設置されました。
屋上部の芝生化、サクラ・クロガネモチ・モミジ・タケ等を植栽。壁面はキリンソウによる緑化。
（緑化面積 132 ㎡：中高木 3 本、芝生 107 ㎡、タケ 16 組、ササ 60 株、キリンソウ 17 ㎡）

【近況報告（平成 25 年夏）
】
子供たちは芝生の上が大好きで、裸足で元気に走り回っているそうです。夏になると、芝生の上にビニールプールを置いて、
水遊び。プールからでても、足が汚れません。子どもたちが保育室で過ごすのと同じように過ごせる「みどりの部屋」ができた
ようです。
屋上にスイカを植えて、収穫。食べてみると、とても甘く「こんなにおいしいスイカははじめて！」と子どもたちも大喜び。
他にも七夕には笹に短冊を飾ったり、ゴーヤやなすを収穫したりと、みどりと触れ合い楽しんでおられます。
「維持管理は大変ではないですか？」と質問すると、
「保育士が草引きをしていると、子どもたちも一緒にお手入れしてくれる
ので大変でないです。
」と笑顔で答えてくださいました。
また、園が街中のみどりが少ない地域にあるので、ご近所さんにも「マンションから緑の芝生が見えて、癒される。
」と好評の
ようです。

芝生の上で元気にあいさつ
スイカがなりました
みどりの部屋はみんなのお気に入り

大阪府みどりの基金 事業報告書 2013
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みどりの基金にご寄附いただき、ありがとうございます。改めてお礼申し上げます。
平成 24 年度にご寄附いただいた方々のお名前をご紹介いたします。（※公表承諾者のみ、五十音順）

寄附金の推移

個

（平成 25 年 3 月 31 日現在基金残高

４億 5801 万 6585 円）

年度

件数

平成 24 年度

56 件

15,842,754 円

平成 23 年度

54 件

9,329,080 円

平成 22 年度

66 件

86,937,536 円

平成 21 年度

71 件

82,471,612 円

平成 20 年度

62 件

4,151,705 円

人

大塚 順子 様
坂田 恒吾 様
西村 孝治 様
ほか、6 名の方

法

人

株式会社青木松風庵 様
株式会社池田泉州銀行 様
エコバシ株式会社 様
大阪厚生信用金庫 様
大阪厚生信用金庫チャリティコンサート 様
学校法人大阪電気通信大学 様
大阪府立大学生活協同組合 様
兼松エレクトロニクス株式会社 様
関西エクステリアフェア 2012 様
GINZA TANAKA 心斎橋店（田中貴金属ジュエリー株式会社） 様
株式会社グッドヒル 様
セブン-イレブン吹田竹見台 3 丁目店 様
株式会社ディアローラ 様
トヨタクラブ新大阪 様
南海電気鉄道株式会社 様
株式会社日成アドバンス 様
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 様
報知社会福祉事業団（報知新聞社） 様
株式会社ライフコーポレーション 様 ／ サントリービア＆スピリッツ株式会社 様
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寄付金

広報・販売促進活動の中で社会貢献活動を行う「コーズ・リレイティッド・マーケティング」と呼ばれるご協力が
増えています。
平成 24 年度にご協力いただいた法人・団体様の名称と協力内容をご紹介します（敬称略、五十音順）
。

対象商品販売額の一部をみどりの基金
に寄附いただいております。
協力期間：平成 21 年 1 月から
寄附概要：対象商品販売額の一部を寄附
・「朝焼みかさ」
（平成 21 年 1 月～平成 24 年 1 月）
・みるく饅頭「月化粧」
（平成 24 年 2 月～）

定期預金の預入残高に応じて、みどり
の基金に寄附いただいております。
また、平成 21 年度から開催されている
チャリティコンサートにおいても、ご
協力いただいております。
協力期間：平成 20 年８月から
商
品：こうせいエコ定期わかば
寄附概要：毎年、3 月末日の預入残高
の 0.02％相当額を寄附

みどりを増やす地域の街づくりを応援
する取組みとして、定期預金の預入額に
応じてみどりの基金に寄附いただいて
おります。
協力期間：平成 24 年 3 月 19 日から
７月 27 日まで
商
品：みどりひろがる定期預金
寄附概要：預入残高の 0.005％相当額を
寄附

テイクアウト用ケース（有料）の箱代
の一部をみどりの基金に寄附いただ
いております。
協力期間：平成 20 年 10 月 1 日から
販売場所：大阪王将の全店舗
寄附概要：テイクアウト用ケース 1 つ
につき 0.1 円を寄附

大阪電気通信大学内に設置された紙コ
ップ自動販売機の売上の一部を寄附い
ただく、「＋１０(プラステン)プロジェ
クト」を実施いただいております。実施
に際しては、環境技術学科の学生を中心
とした「エコキャンパス委員会」の全面
的なご協力をいただいております。

大阪府立大学内に設置された紙コッ
プ自動販売機の売上の一部を寄附い
ただく、
「＋１０(プラステン)プロジェ
クト」を実施いただいています。学内
広報に際しては、学生クラブ「環境部
エコロ助」の全面的なご協力をいただ
いております。

販売期間：平成 22 年 12 月１日から
販売場所：寝屋川キャンパスＣ号館とグ
ランドの間に設置された自動販売機(１
台)
寄附概要：紙コップ飲料１杯につき
１０円を、大阪府みどりの基金(５円)と
大阪ミュージアム基金(５円)に寄附

販売期間：平成 22 年９月 21 日から
販売場所：大阪府立大学中百舌鳥キャ
ンパス 文化部室前自動販売機(１台)
寄附概要：紙コップ飲料１杯につき
１０円を、大阪府みどりの基金(５円)
と大阪ミュージアム基金(５円)に寄附

大阪府みどりの基金 事業報告書 2013
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タイアップ事業のご紹介

新たに開発した製法により商品化した
「大阪みかんフリーズドライジャム」の
販売を機に、販売代金の一部をみどりの
基金に寄附いただくことになりました。

協力期間：平成 24 年 10 月 17 日から
寄附概要：おおさかみかんフリーズドラ
イジャムの販売代金の一部を寄附

南海電鉄では、お客さまのＩＣカードで
の鉄道利用に応じてポイントを累計し、
そのポイントを金額換算して環境保全
活動を行っている団体などへ寄付する
「ミナピタエコポイント」制度を導入さ
れています。平成 24 年に蓄積されたエ
コポイント（約 617 万ポイント）のう
ち一部をみどりの基金に寄附いただき
ました。
また、大阪府と南海電鉄は、平成 21 年
6 月に「グリーンパートナー協定」を締
結し、南海沿線における豊かなみどりづ
くりや自然環境保全を推進しています。
岬町の多奈川ビオトープのほか、堺第７
－３区共生の森づくりなどで協同して
保全活動を行っています。
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トヨタクラブ新大阪関連３社で、各店舗への募金箱の設置やポイント制度などを活
用して、みどりの基金に寄附いただいております。
協力期間：平成 21 年 9 月 3 日から
寄附概要：
（１）トヨタクラブ新大阪のポイント制度から、お客様の善意による同意の上、
還元ポイントのうち３％をご提供いただき、３社からも同額を拠出し、
合計６％の還元相当額を寄附
（２）
「トヨタクラブ新大阪環境基金」を設置。社員から募金を募り、その一部を寄
附
（３）３社の各店舗での募金箱の設置

自社ブランドマンション「アドバンス
シリーズ」の販売実績にあわせて、み
どりの基金に寄附いただいておりま
す。
協力期間：平成 22 年 3 月 1 日から
寄附概要
（1）社内に「環境保全推進室」を設置
し、社員から募金を募り、寄附。
（2）自社ブランドマンション「アドバ
ンスシリーズ」の販売実績に対
し、規定額を毎月末に寄附。

大阪府みどりの基金 事業報告書 2013

ライフとサントリーの環境問題への取
り組みの一環として、ライフにおいて
「金麦みどりの基金パック」を販売し、
その売り上げの一部をライフとサント
リーの２社から寄附していただきまし
た。
協力期間：平成 24 年 5 月 25 日から
6 月末日まで
寄附概要：ライフで販売した「金麦みど
りの基金パック」の売り上げの一部

タイアップ事業のご紹介

平成 24 年 10 月 27 日に開催された第 4
回 CO－SEI チャリティコンサートで
は、平成 21 年の第 1 回からと同様、コ
ンサートのチケット販売代金のすべて
を寄附いただきました。また会場内募金
箱にもたくさんの寄附を頂戴しました。
当日は約 1000 人の方々が、歌とピアノ
の演奏を楽しみました。
開催日時：平成 24 年 10 月 27 日
会場：大阪市中央公会堂
来場者数：約 1,000 人
協力内容：
・チケット販売代金のすべて
・会場での募金箱の設置
主催：大阪厚生信用金庫

「関西エクステリアフェア 2012」に
おいて、主催者と出展企業のご協力を
て出展料の一部を寄附いただきまし
た。
開催日時:平成 24 年 6 月 7・8 日
会場：インテックス大阪 1・2 号館
協力内容：主催者及び出展企業約 60
社の協力のもと出展料の一部を寄附
主催：関西エクステリアフェア 2012
実行委員会

報知新聞創刊 140 周年を記念して、平
成 24 年 11 月 18 日に開催された「大
健康チャリティーウオーク」では、参
加費の一部（ウオーキングマイレージ）
と当日開催されるチャリティーオーク
ションの売り上げのすべてを寄附いた
だきました。
開催日時：平成 24 年 11 月 18 日
参加人数：約 1,300 人
協力内容：参加費の一部（ウオーキン
グマイレージ）とチャリティーオーク
ションの売り上げのすべて
主催：報知新聞社

地域密着型の店舗として、お客様にと
って身近でわかりやすい地元大阪府
へ寄付いただいております。レジ横に
みどりの基金の募金箱を 2 台常設。

大阪府内で開催するジャパンラグビー
トップリーグや日本選手権などの公式
戦において、選手らによる募金活動を
行っていただきました。

協力期間：平成 22 年 8 月 25 日から
住 所：吹田市竹見台 3 丁目 6－1
店舗名：セブン-イレブン
吹田竹見台 3 丁目店

募金活動の概要：
近鉄花園ラグビー場で開催された下記
公式戦において募金活動を実施
・平成 24 年 1 月 20 日・26 日
ジャパンラグビートップリーグ
ワイルドカードトーナメント
・平成 24 年 2 月 2 日・16 日
日本選手権 1 回戦、準決勝戦

大阪府みどりの基金 事業報告書 2013
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大阪府では、緑化の推進及び良好な自然環境の保全のため「大阪府みどりの基金」を設置しております。
みなさまからいただいたご寄附は、大阪のまちにみどりを増やす取組みなどに活用させていただいております。
街にうるおいや安らぎをもたらしてくれる“みどり”を増やすために、是非ご協力ください。

「大阪府みどりの基金」へのご寄附のお申込み方法は、下記のとおりです。

インターネットからの申込方法
インターネットで下記の大阪府ホームページ「みどりの基金への協力」ページへアクセスいただき、
（1）
「クレジットカードで申し込む」
（2）
「振込用紙の送付を申し込む」
のいずれかをお選びいただけます。

■大阪府ホームページ「みどりの基金への協力／ご寄附の申込み」ページの URL
⇒ http://www.pref.osaka.jp/midori/kikin/kifu.html

どちらかをクリック！
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（1）
「クレジットカード」でお申込みの場合のお手続き
・ホームページ上の「クレジットカードで申し込む」のバナーをクリック。
・まず、メールアドレスをご登録いただき、
「申請者 ID」を取得。
・申請者 ID が取得できましたら、この ID・パスワードで ID 認証いただいた上で、
「お名前」
「住所」
「寄附金額」
「
（希望される）連絡方法」「クレジットカード情報」などを、
画面に従い入力します。
・ご入力完了の後、事務局のほうからご希望いただいた「連絡方法」により、確認のご連絡を
させていただきます。確認ができましたら、お申込み完了とさせていただきます。
（2）
「振込用紙」でお申込みの場合のお手続き
・ホームページ上の「振込用紙の送付を申し込む」のバナーをクリック。
・「お名前」
「住所」
「連絡先」
「寄附金額」
「希望される振込用紙」などを、画面に従い入力します。
※振込用紙は、
「金融機関」または「ゆうちょ銀行」のいずれかをお選びいただけます。
・ご入力完了の後、事務局のほうから、確認のご連絡をさせていただきます。
確認ができましたら、ご希望のお振込用紙を送付いたしますので、お振込窓口にてお支払い手続きを
お願いいたします。

「大阪府みどりの基金」へご寄附いただいた場合、下記のような税の優遇措置を受けることができます。
（1）個人のご寄附の場合
個人住民税及び所得税の寄附金控除が受けられます。
※ただし、確定申告の手続きが必要です。
（2）法人のご寄附の場合
寄附金相当額が全額を損金算入できます。

「大阪府みどりの基金」の寄附に関するお問合せ窓口
大阪府環境農林水産部

みどり・都市環境室みどり推進課 緑化推進グループ

＜電話＞ 06-6210-9558
＜FAX＞ 06-6210-9551

～

タイアップ事業についても、お気軽にお問合せください ～

大阪府みどりの基金 事業報告書 2013
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平成 26 年 2 月発行

環境農林水産部みどり・都市環境室みどり推進課
TEL 06（6210）9558 / FAX 06（6210）9551
メールアドレス
midorikankyo@sbox.pref.osaka.lg.jp
ホームページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/midori/kikin/
※このパンフレットは 500 部作成し、1 部あたりの単価は 114.2 円です。

〒559-8555

大阪市住之江区南港北 1 丁目 14-16
大阪府咲洲庁舎 22 階

大阪府みどりの基金

検 索

