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東日本大震災の被災者の皆様に、心よりお見舞いを申し上げますとともに、犠牲となられた皆様に対し、心から
哀悼の意を表します。
さて、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。
2010 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。
また、大阪府では、基金を活用した事業以外にも、緑化に力を入れて取り組んでいます。今回はその緑化事業に
ついても、掲載しておりますので、ぜひ、ご一読ください。
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 23 年 9 月
みどり・都市環境室長 西山 潤二
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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
泉⼤津市⽴浜⼩学校の教頭先⽣と
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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、地域住⺠や NPO 等の方々が協働で実施する幼稚園等の園庭の芝生化や、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 22 年度実績】 8 団体に対して、527 万円を助成
詳しくは P.5〜8 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、公開性のある⺠間施設の緑化事業
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 22 年度実績】 3 施設に対して、577 万 8 千円を助成
詳しくは P.9〜10 をご覧ください
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みどりの基⾦を活⽤した事業

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、地域住⺠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 22 年度実績】190 箇所、2,581 本の樹木を配付
詳しくは P.11〜14 をご覧ください

大規模芝生化推進事業
地域住⺠や PTA 等様々な主体が一体となり 3,000 ㎡以上または運動場全面を芝生化する活動に対し、上限
1,500 万円の範囲で助成しています。
【平成 22 年度実績】 3 団体に対して、3，830 万 8 千円を助成
詳しくは P.15〜16 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
一部を支給し、地域活動の取組みを支援しています。
【平成 22 年度実績】 乗用式芝刈機の貸与：6 団体
資材支給：3 団体

乗用式芝刈機の使い方の講習会の様子
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⼤阪府⽴平野高等学校は高校では珍しいビオトープがある学校です。今回、そのビオトープ横を芝生化されました。
教頭先生に芝生化のきっかけを伺いました。
「今まで、ビオトープは学校内だけで活用していました。でも、せっかくのビオトープ、地域の方たちにもっと関わってもらい
たい、これをきっかけに学校を訪れてほしいと思い、ビオトープ横の空地を芝生化しました。この芝生スペースを使って、ビオ
トープで活動した後、集まったり、イベントを開催したいと思っています。ビオトープと芝生スペースを一体的に活用して、い
つかここをビオパークにしたいなと思っています」と、熱い思いをお聞かせいただきました。夢がかなうといいですね。

ビオトープ
看板も生徒さんの手作りです

平野高校ビオパーク事業推進委員会

芝生スペースに置かれた机とベンチは美術部の生徒さんの手作りだそうです。スゴイ！

施設名：大阪府立平野高等学校（大阪市平野区）
芝生化面積：420 ㎡

23 年 3 月に、園庭の周辺部を芝生化したみよし保育園の園⻑先⽣に伺いました。
―とてもきれいな芝生に仕上がりましたね。まもなく、オープンだとか。
「子どもたちは、今か今かと楽しみにしていますよ。また、もうすぐ、3 月に一緒に芝生を張った卒園児さんが来てくれるイベ
ントがあるんです。この芝⽣を⾒て、どんな顔をするかなと思うと、本当に楽しみです」
オープン前にこっそり⼊って遊んでいる⼦もいるそうですが、それもご愛嬌。⼦どもたちがはだしで⾛り回る姿を早く⾒たいも
のですね。

頼もしい助っ人のみなさん

お祭りも芝生の上で

芝生のお手伝いだけでなく、お祭りのときなど、ちょっと声をかけると来てくださる
とか。頼もしいですね。

社会福祉法人竜華福祉会後援会
施設名：みよし保育園（八尾市）
芝生化面積：250 ㎡
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⼤阪狭⼭市⽴⻄幼稚園の園庭には⼤きな⽊が植えられています。その木が大きく育ち根上りして危険だったため、
地面を上げて整地するのをきっかけに園庭を芝生化されました。
「芝生化したことで⽬にもやさしく、温度も下がったように感じます。
子どもたちもクツを脱いで芝生の園庭に入りたがったり、
スプリンクラーで水遊びをしたりして楽しんでいます。
これから虫もたくさん来るようになって、
子どもたちも喜んでくれるんじゃないかと楽しみにしています」

お弁当会

大阪狭山市立西幼稚園園庭芝生化推進委員会
スプリンクラーで水まきをすると、みんな大喜び

施設名：大阪狭山市立西幼稚園（大阪狭山市）
芝生化面積：230 ㎡

地域の⽅々の協⼒を得て園庭の芝⽣化を実施した南第三幼稚園。
「地域の⽅々の協⼒のおかげで園庭を芝生化できました。
維持管理に協⼒していただいているおかげで、地域の⽅々との会話が増えてうれしいです。
⼦どもたちも芝⽣が気持ち良くて、はだしになって遊びたがるようになりました。
寝転がって空を⾒る⼦もいます。本当に気持ち良さそうです」
いろんな意味で、⼦どもや地域、先⽣⽅も芝⽣の気持ち良さを実感されているようですね。

大阪狭山市立南第三幼稚園園庭芝生化推進委員会
施設名：大阪狭山市立南第三幼稚園（大阪狭山市）
芝生化面積：157 ㎡
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3 ⽉の終わりに、地域の⽅々と⼦どもたちで園庭に⽊を植えた⻘桐保育園を訪ねました。
園⻑先⽣は「⼦どもたちには、⾃然に関わりながら育ってほしいと思っています。この園の周りには⽥んぼや
自然が残っていますが、大人の制約をうけず、もっと自由に触れられるみどりを作りたいと思い、みんなで園
庭に木を植えました」とお話しくださいました。
―子どもたちの様子は変わりましたか。
「木が生きていることを知りました。自分たちで植えたことも大きいんでしょうね。トチの木など、実がなる
木も植えています。食べることも含め、楽しんでほしいですね」

緑化を機に、クラス名を木
の名前にされたそうです。
「もみじ」組なんて、かわ
いいですね！

―まだまだ、この園庭は発展していきそうですね。将来、どんな園庭になればいいなと考えておられますか。
「園庭をジャングルにしたいと思っているんですよ。そして、この木が大きくなり、いつか園庭にツリーハウスを作りたいですね」
20 年後（？）
、ツリーハウスで遊ぶ⼦どもたちが⽬に浮かぶようです。早く、⼤きく育つといいですね。

地域の方と子どもたちで木を植えました

青桐保育園園庭緑化推進事業実行委員会
施設名：青桐保育園（枚方市）
緑化面積：153 ㎡

「保育を考える中で、⼦どもの⾃由な発想と豊かな想像⼒を存分に発揮して、
あそび⼒、⽣きる⼒を培うための⽴体的で五感を育む園庭へと⼤改造しました。
築山や畑、丸太の組み木といったわくわくスペースを芝生がやさしく包み込む緑豊かな園庭に生まれ変わりました。
園庭をリニューアルしたことで、⼦どもたちが⾃ら遊びを⾒つけるようになりました。
乳児スペースも芝生化したことで、ふかふかのじゅうたんの芝生を素足で感じながら、
安心して思い切り遊ぶことができるようになりました。
園庭にみどりが増えたことで、虫取りも楽しめるようになり、自然が子どもたちを育ててくれていると感じています」

社会福祉法人
もともと平坦なグランド園庭がこんなに素敵な園庭に生まれ変わりました
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照治福祉会阿武山たつの子保育園

施設名：阿武山たつの子保育園（高槻市）
芝生化面積：230 ㎡

みどりづくり活動助成

夏場の暑さ対策がきっかけで芝生化に取組みたい、と考えられたさつき保育園さんを訪ねました。
―その効果は？
「夏の暑い日でも、芝生の上は土ぼこりが少なく、さわやかです。保護者からも、照り返しが少ない、風が違うような気がする、
といった声が聞かれます。子どもたちは芝生の上で寝転んで遊んでいますよ。乳幼児も芝生のおかげで外遊びができるようにな
ったこともうれしいですね」
―もうすぐ夏祭りとか。
「昨年に引き続き、今年もやります。盆踊りは、みんなはだしになって踊るんですよ。昨年は、有志でコンサートも開きました。
今、芝⽣の状態があまりよくないので、夏祭りまでには回復させたいんです」先生、がんばってください！

昨年のコンサートの様⼦

さつきグリーンプロジェクト
施設名：財団法人 さつき保育園（大阪市北区）
芝生化面積：200 ㎡

園庭を芝生化した桜ヶ丘保育所。
園庭を芝生化してからの子どもたちの様子を所⻑さんに伺いました。
「芝生は養生期間が必要なため、園庭を一部使用できない期間がありました。
でも、その時に子どもたちが芝生の成⻑を気にして、
芝生も生き物だから大事にしないといけないと分かってくれていたみたいです。
できあがった芝生の園庭では、子どもたちは寝転んで遊んだりしてとても喜んでいます」
⼦どもたちにも“みどり”を⼤切にする気持ちが広がっているようですね。

箕面市立桜ケ丘保育所園庭緑化委員会
芝生の上で寝転がると気持ちいい！

施設名：箕面市立桜ヶ丘保育所（箕面市）
芝生化面積：518 ㎡
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コーポラティブハウスの屋上を緑化された
「おほちの杜管理組合」のみなさん。広くは
ありませんが、屋上ということもあり、空の
広さも手伝って、とてもゆったりとした屋上
庭園です。
「実は、屋上庭園はもともとの計画には入っ
ていなかったんです。ところが、メンバーか
ら”みどり”がほしい、という声があがって、
設計を変更して実現しました。せっかくの屋
上庭園ですから、みなさんが楽に上がれるよ
うに、エレベーターで直接屋上にあがれるよ
うにしています」
―なるほどですね。エレベーターがあれば、
肥料や道具など、重たいものの運搬も楽にな
りますね。ほかにも工夫されていることはあ
りますか。
「⾬⽔を利⽤するようにしています。⼯夫で
はありませんが、みなが楽しめるように、実
のなる木を植えています。野菜も植えている
ので、今度、初めての収穫祭をする予定です」
―管理は⼤変ではないですか。
「やりたい人が自然とお手入れしてくれま
す。好きでやってくださるんですよ」と笑顔
で答えてくださいました。

地域の方を招いて、屋上でのコンサートも企画されているとか
〜初めての収穫祭〜

緑化面積：129 ㎡
屋上緑化、接道部緑化

エントランスの植栽
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みどりづくり施設助成

北摂総合病院では 4 階部分に引き続き、３階部分でも屋上緑化を実施されました。
「”みどり”を育て守ることで、街の失われた”みどり”を少しでも回復するお⼿伝いができないかと思い、屋上を緑化しました。
この屋上緑化はレディースフロアに隣接しているため、新しい命の誕⽣へ向けての癒しの効果も期待しています。
また、癒しの効果だけではなく、病室では照り返しが軽減されたことや、この屋上は１階エントランスの上にあたるため、
１階でも温度が下がったことを実感しています。患者様や地域住⺠の⽅々にやさしい施設運営を⼼がけていきます」
“みどり”の持つ様々な効果を実感されているようですね。

医療法人
みどりを⾒ながらだと会話もはずみます

仙養会

北摂総合病院（高槻市）

緑化面積：252.2 ㎡
屋上緑化

日澱化學株式会社では、社屋の新築にともなって屋上を緑化されました。
「もともと“みどり”があった場所に社屋を新築したので、”みどり”の量を減らさないために屋上を緑化す
ることにしました。今回の補助対象以外にも倉庫棟の屋上（630 ㎡）や駐⾞場を緑化するなど、緑化に
⼒を⼊れています。みどりの基⾦の補助をいただくにあたって、屋上緑化を近隣地域の⽅や関係企業の
方に積極的に公開することにしましたので、単にヒートアイランド対策としての緑化ではなく、たくさ
んの⽅に⾒てもらうということを意識して緑化しました。なにわ淀川花⽕⼤会の⽇に、社員や地域の⽅々と⼀緒に芝⽣のうえ
で花火を楽しみたいと思っています」

日澱化學株式会社（大阪市淀川区）
緑化面積：151 ㎡
屋上緑化

地域の方も一緒に屋上から花火大会を楽しみました
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北 部

高木を 185 箇所、2143 本配付しました
カイヅカイブキ

11

84 本

コブシ

95 本

キンモクセイ

344 本

ソメイヨシノ

415 本

サザンカ

444 本

ハクモクレン

64 本

ヤマモモ

110 本

ハナミズキ

391 本

ウメ

196 本
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樹木の配付事業

中 部

植栽の様子を伝えるニュースペーパー

泉 州

植栽済みプランターを 39 箇所、80 個配付しました。
キンモクセイ

16 本

サザンカ

16 本

ヤマモモ

16 本

コブシ

16 本

ハナミズキ

16 本

ドングリ苗木を 358 本配付しました。
クヌギ

79 本

コナラ

60 本

アラカシ

73 本

ウバメガシ

146 本
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日立造船株式会社

築港工場

昭和 50 年代から、この樹⽊の配付事業を活⽤し、植樹に取組まれている⽇⽴造船築港⼯場を訪ねました。
―場内を拝⾒したところ、”みどり”が多いですね
「そうですね。環境・安全部のみんなで植栽しています。最近では、食堂の横に植樹して、みんなに”みどり”を感じてもらいた
いと思っています。そのぶん⼿⼊れも⼤変ですが、毎年 6 月には、150 人以上参加して、みんなで昼休みに草引きをするんです。
普段から、地域のクリーン活動にも参加していますし、みんなでやろうという雰囲気があります」
―ご苦労はありませんか。
「土の状態も把握しないといけないので、どこに植えるのか選定が大変ですが、アドバイスしてくれる植栽に詳しい方が場内に
いらっしゃるので、助かっています」
―やりがいを感じるのはどんな時でしょうか。
「場内を歩くと、植樹した樹木が育っていく様子がわかります。ありきたりですが、それがうれしいですよね。場内のみんなも
⽣⻑を⾒守ってくれていると感じています」
もう、次に植えるところも決まっているとか。”みどり”いっぱいの築港工場になるといいですね。

食堂横の植栽。みどりたっぷりです

今年植栽したウメ。早く花をつけるといいですね

来年は、この奥を植栽予定とか

大阪府営高槻深沢住宅
府営⾼槻深沢住宅２棟の周辺道路沿いの空地に樹⽊の配付事業を活⽤して植栽が⾏われました。
植樹を⾏われた親和⾃治会の⽅にお話しを伺いました。
「配付されたキンモクセイとヤマモモを地域で集まって植え込みを⾏いました。
配付されてから少し成⻑したと思います。もっと⼤きくなってくれることを願って世話をしています」
道路にはバス停もあり、たくさんの⽅々が往来します。
秋にはキンモクセイの⾹りが往来を⾏きかう⽅々を楽しませてくれるのではないでしょうか。
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樹木の配付事業

河南町さくら坂
河南町さくら坂では、町や住⺠ボランティア、⼦どもたちも参加して、植樹に取組
んでいます。この植樹の一部に樹木の配付事業を活用していただいています。その
植樹指導にあたっている、
「⾥⼭倶楽部」のみなさんにお話を伺いました。
―さくら坂で植樹に取組まれたきっかけはなんでしょうか。
「さくら坂の斜面の町有地を緑化して、もとの⽩⽊⼭の姿・炭焼きに利⽤していた
ころの山の風景に近づけたい、
「さくらとリスの森」として、現代の⾥⼭に復活させ
たいという思いから、活動がスタートしました」

春のさくら坂の様子

―植樹指導はお手のものかと思いますが、ご苦労はありますか。
「植樹には、毎回、たくさんの方が来てくださいます。新しい方に来ていただくこ

とが課題でしょうか。⼀⽅で、⼩学校の学校林にも関わっているので、それが縁で地域の方とのつながりができてきました」
―さくら坂の名前のとおり、たくさんの桜が植えられていますが、一方で、ドングリ苗木や珍しいタラの木などもありますね。
「もともとのクヌギやコナラの薪炭林に戻したいという思いと、勝⼿に⽣えてきたものはできるだけ残したい、と思っていたら
こうなりました」と笑顔でお話くださいました。

子どもたちへの植樹指導の様子

夏のみどりの濃い斜面。草刈が大変だとか

貝塚市民文化会館

沿道のさくらが美しいですね

コスモスシアター

平成 21 年度、22 年度と続けて、緑化樹配付を活⽤して、緑化に取組まれました。
⾙塚市⽂化振興事業団の専務理事さんに緑化への思いなどを伺いしました。
「平成 13 年に着任したとき、無機質だなと思ったんです。もっと”みどり”を増やしたいってね。
そんな思いで、少しずつですが、樹木を植えています。外周は市の木であるカイヅカイブキを、
人通りのあるところは、季節感のある植栽を心がけています」
―ロビーからの眺めは”みどり”が濃く素晴らしいですね。
「ホールの外の”みどり”を借景にして、レコードを持ち寄り楽しむ「懐音再生」というコンサー

「懐音再生」のコンサートの様子

トを⾏っています。ロビーの活性化にも役⽴っています」
―素敵ですね。ところで、たくさんの”みどり”の管理はどうされているのですか
「植栽から⽔遣りまで全部みんなでやっています。頂いた苗⽊を全部枯らさず、⼤きく育てられるか、腕の⾒せどころです」
ホールの中だけでなく、外周の”みどり”も含めて、ホールの演出をされていると感じました。素敵な演出ですね。

〜 外周はぐるりとみどりで囲まれています 〜
⼤阪府みどりの基⾦ 2011

事業報告書

14

泉⼤津市⽴浜⼩学校

河内⻑野市⽴⽯仏⼩学校

⼤阪市⽴⻑吉⼩学校

河内長野市立石仏小学校

運動場の 3,100 ㎡を芝生化

3,100 ㎡の⼤規模な芝⽣化に取組まれた河内⻑野市⽴⽯仏⼩学校の校⻑先⽣にお話を伺いました。
―なぜ運動場を芝生化しようと思われたのでしょうか。
「芝生化した場所は、もともと水はけが悪くてワカメのようなもの（イシクラゲ）が
繁殖して子どもたちが入れない運動場になっていました。
そこで、運動場を子どもたちが使えるようにするとともに、地域とのつながりを再生するツール
でもある運動場の芝生化を実施することにしました」
―子どもたちに変化はありましたか。
「芝生化したことで子どもたちがクツを脱いではだしで遊ぶようになりました。
また、サーキットトレーニングを⾏うなど、体⼒向上の場にもなっています。
また、体⼒向上⾯だけではなく、これまで保健室にこもりがちだった⼦が、芝生化したことで
運動場に出るようになりました。運動場に芝生があることが誇りですし、他校にもすすめたいと思います」

地域の少年サッカークラブの練習

みんなで芝張り頑張りました

15
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芝張り作業の後、
子どもたちから
お礼の短冊が
贈られました♪

大規模芝生化推進事業

泉大津市立浜小学校

運動場の 3,028 ㎡を芝生化

前任校でも、芝生化に取組まれた経験を持つ教頭先生にお話を伺いました。
―子どもたちの様子はいかがですか。
「外でたくさん遊ぶせいか、子どもたちのケガがぐっと減りますよね。うちの子どもたちは、
芝生の運動場が大好きで、休み時間、教室は空っぽですよ」
―どの学年もですか。
「全学年です」

たくさんの方が参加して、芝張りしました！

―すごいですね。一方で約 650 人の子どもたちが使う運動場。芝生の傷みはありませんか。
「ほかの学校と比べて、少し子どもが多いので、確かに傷みはあります。7 月末に、補修作業をする予定です」
―どなたが作業をされるんですか。
「大阪府のアシスト事業の補植用の芝生を活用して、地域の方たちと一緒に作業予定です。普段から、
「芝生、どう？」と声をか
けていただいたりと芝生化をきっかけに、地域との関係が深まったように思いますね。芝生の運動場のおかげで、地域の方たち
が学校に関わってくださるようになりました。せっかくですから、地域の⽅たちと⼦どもたちが⼀緒にできるような⾏事ができ
ればいいなと思いますね」秋には、芝生の上で 2 回目の運動会が待っています。楽しみですね。

次の授業に遅れちゃう！急いで！

大阪市立長吉小学校

補修作業も地域のみなさんで

第 2 グランドの 1,922 ㎡を芝生化

第２グランド（北グランド）の全⾯芝⽣化に取組まれた⼤阪市⽴⻑吉⼩学校の校⻑先⽣にお話を伺いました。
―全面芝生化への思いをお聞かせいただけますか。
「十分整備ができていなかった北グランドを芝生化して、学校も地域もみんなが活用できるグランドにしたいと思ったんです。
普段は体育の授業で活用していますし、⼟曜、⽇曜は、地域の少年サッカークラブやグランドゴルフクラブの方たちが使ってい
ます。ほかにも、盆踊り大会やお祭りにも使われています」
―学校の近辺は、いわゆる住宅密集地だと思いますが、その中にあって、この芝⽣のスペースは貴重ですよね。
「地域の⽅たちからも、雰囲気がよくなったと⾔われます。⼦どもたちも北グランドで運動すると気分がいい、と言ってくれま
す。うれしいですよね。この”みどり”の芝⽣を眺めているだけで、さわやかな気持ちになりますよ。ぜひ、たくさんの⽅に⾒て
いただきたいですね」と笑顔で話してくださいました。

芝張りの様子

芝生開きの日のサッカー教室の様子

体育の授業の様子

校庭の芝⽣『⼤交流会』でのバケツリレー

⼤阪府みどりの基⾦ 2011
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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。
ご承諾いただいた⽅々のお名前をご紹介いたします。
※五十音順

寄附金の推移
みどりの基⾦

件数

合計

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

基金の残高
４億８，２８６万１,３０２円

個

人

⾦⼦

奈穂⼦

様

田川

静一

⻄⽥

福江 様

様

感謝状贈呈式の様子

ほか、14 名の方

法

人

株式会社

アイデン企画

株式会社

⻘⽊松⾵庵

様
様

アサヒビール株式会社

近畿圏統括本部

イートアンド株式会社

様

株式会社

池⽥銀⾏

株式会社

伊藤園

様

様
様
寄贈いただいたシンボルツリー
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寄附者のご紹介

⼤阪厚⽣信⽤⾦庫

様

⼤阪厚⽣信⽤⾦庫

チャリティーコンサート 様

学校法人

大阪電気通信大学

大阪府職員生活協同組合

様

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

関⻄エクステリアフェア 2010 実⾏委員会
株式会社

関⻄スーパーマーケット

株式会社

関⻄マツダ

株式会社

近畿⼤阪銀⾏

株式会社

埼⽟りそな銀⾏

株式会社

サカグチコーポレーション

様

セブンーイレブン吹⽥⽵⾒台 3 丁目店

様

株式会社

泉州銀⾏

様
様

様

デイリースポーツ

様

南海電気鉄道株式会社

様

日成アドバンス 様

⽇本中⾼層不動産協会

様

日本ラグビーフットボール協会

阪神造園建設業協同組合
ブラザー販売株式会社
報知新聞 大阪本社
株式会社

様

様

トヨタクラブ新大阪

財団法人

様

様

⽥中貴⾦属ジュエリー株式会社

株式会社

様

様

様
マーケティング推進部

商品企画３G 様

様

りそな銀⾏

様

⼤阪府みどりの基⾦ 2011
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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 22 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）
。

朝焼きみかさの販売⾦額の⼀部をみど
りの基⾦に寄附いただいております。
また、中之島にぎわいの森にシンボルツ
リーを寄贈していただきました。
協⼒期間：平成 21 年 2 月 1 日から
寄附概要：販売⾦額の 1％を寄附
※平成 20 年度に創業 25 周年を記念して開催され
た「お菓子フェア」においてもご協⼒いただきまし
た。

「アサヒスーパードライ」の売り上げ
の一部を寄附する「アサヒスーパード
ライ『うまい！を明日へ！』プロジェ
クト」において、みどりの基⾦（運動
場の芝生化）に寄附いただきました。
協⼒期間
平成 22 年 8 月下旬から 10 月下旬製造分まで
平成 22 年 3 月上旬から 4 月下旬製造分まで
対象商品：
「アサヒスーパードライ」缶
500ml、缶 350ml、大瓶、中瓶

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（２８７
店舗（２０１１年８⽉末現在））
寄附概要：テイクアウト用ケース一つ
につき 10 銭を寄附

※このプロジェクトは、全国 47 都道府県それぞ
れにおいて、地域毎の自然や環境、文化財などの
保護・保全活動に対して、
「アサヒスーパードライ」
の売り上げの一部が寄附されるもので、今回のご
協⼒は、第 4 回目となりました。

主⼒商品である「お〜いお茶」全飲料商
品の売上の⼀部をみどりの基⾦に寄附
いただきました。
協⼒期間：平成 22 年 6 月 14 日から平
成 22 年 8 月 31 日まで
寄附概要：「お〜いお茶」の全飲料商品
の売上の一部を寄附
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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
チャリティー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
に対して 0.02％を寄附

事業報告書

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。
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１
０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

タイアップ事業のご紹介

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

プリザーブドフラワーのオリジナルの
花材・葉材・アレンジ商品を取り扱うブ
ランドとして「Terra Orc」を新たに⽴
ち上げたことを機に、「大阪に緑豊かな
明るい未来を」との思いから、取り扱い
商品のうち葉材の売上⾦の⼀部を「⼤阪
府みどりの基⾦」に寄附いただいており
ます。
協⼒期間：平成 22 年 10 年 28 日から
寄附対象商品：Terra Orc ブランドで販
売するプリザーブド⽤葉材
寄附概要：売上⾦額の⼀部をみどりの基
⾦に寄附

アサヒビール株式会社の「うまい！を
明日へ！」プロジェクトとのタイアッ
プ企画として、対象期間中に販売した
「アサヒスーパードライ」の売り上げ
の一部を寄附いただきました。
協⼒期間：
・平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年
4 月 30 日まで
・平成 22 年 10 月 1 日から平成 22
年 10 月 31 日まで
対象商品：『アサヒスーパードライ』
缶 500ｍｌ、缶 350ｍｌ
寄附⾦額：大阪府内 31 店舗での対象
商品販売本数 1 本につき 1 円

マツダのエコカーの販売台数に応じて
売り上げの一部を寄附いただきまし
た。
協⼒期間：平成 22 年 5 月 1 日から平
成 22 年 5 月 5 日まで
寄附概要：マツダの新⾞乗⽤⾞の販売
1 台につき 1,000 円（平成 22 年 5 月
登録⾞に限る）を寄附
販売場所：大阪府内の 49 店舗

フランス洋菓子店「ア・キャトル」
（株
式会社サカグチコーポレーション）プ
ロ デ ュ ー ス の 新 ブ ラ ン ド ＜ e-co ・
osaka＞で販売される洋菓子の売上の
一部を寄附いただきました。
協⼒期間：平成 22 年 5 月 24 日から
平成 22 年 6 月 6 日まで
寄附対象商品：＜e-co・osaka＞で販
売する洋菓子
寄附概要：売上⾦額の 1％を寄附
販売場所：「ネクスト－1 よどやば
し」内の催事場（⼤阪市中央区北浜 3
丁目 5－29）

※プリザーブドフラワーとは・・・
最新の保存加工技
術により、生花の
色合いや形、柔ら
かさを永年保つこ
とのできる新しい
タイプの装飾用装
花で、⽔遣りは不
要です。
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トヨタクラブ新⼤阪関連３社で、各店舗への募⾦箱に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。
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ジャパンラグビートップリーグ 2010
－2011 シーズンにおいて、大阪府内
で開催する公式戦全試合会場におい
て、「⼤阪府みどりの基⾦」の募⾦箱
を設置していただきました。
募⾦箱設置の概要：
ジャパンラグビートップリーグ 2010
－2011 シーズンにおいて、大阪府内
で開催される公式戦全試合会場にて
募⾦箱を設置

事業報告書

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 22 年に蓄積
されたエコポイント（約 590 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。

タイアップ事業のご紹介

平成 22 年 11 月 13 日に開催された CO
－SEI チャリティー・コンサートでは、
平成 21 年に引き続き、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 1200 人の方たちが、フルー
トオーケストラの演奏や元タカラジェ
ンヌの歌声を楽しみました。
開催日時：平成 22 年 11 月 13 日
会場：大阪市中央公会堂（大集会室）
協⼒内容：
・チャリティコンサートのチケット代⾦
（1,000 円／一人）のすべて
・会場への募⾦箱の設置
主催：⼤阪厚⽣信⽤⾦庫

「関⻄エクステリアフェア 2010」に
おいて、主催者と出展企業のご協⼒得
て出展料の⼀部を寄附いただきました。
また、会場内にみどりの基⾦の募⾦箱
を設置し、来場者にもご協⼒を呼びか
けるなど、会場全体でみどりの基⾦を
応援していただきました。
開催日時:平成 22 年 6 月 10、11 日
会場：インテックス大阪 1・2 号館（大
阪市住之江区南港北 1－5－102）
名称：第 5 回関⻄エクステリアフェア 2010
寄附概要
・主催者及び出展企業 64 社のご協⼒
を得て、出展料の⼀部を寄附
・会場内にみどりの基⾦の募⾦箱を設置
協⼒団体名：関⻄エ
クステリアフェア
2010 実⾏委員会

平成 22 年 11 月 28 日に開催された
「大
健康チャリティーウオーク in 中之
島」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 22 年 11 月 28 日
参加人数：約 2300 人
主催：報知新聞社
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

カンプリグループの店頭にみどりの基⾦の
募⾦箱を設置いただいています。また、⼀部
店舗において実施している端紙のリサイク
ルで得られる引取り料を寄附いただきます。
協⼒期間：平成 23 年 2 月 1 日から平成 23
カンプリ

年 8 月 31 日まで
協⼒内容：
カンプリグループ
28 店舗の店頭にみ
どりの基⾦の募⾦箱
を設置

レジ横にみどりの基⾦の募⾦箱を 2 台常設し
ていただいております。
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
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⼤阪府では、みどりの基⾦事業のほかにも、さまざまな緑化活動に取組んでいます。
府有施設緑化推進事業
府有施設において、接道部の⼤規模な緑化や壁⾯緑化などを実施し、来訪者や歩⾏者にみどりを感じてい
ただくとともに、緑化意識の向上を図りました。
街なみストリート助成事業
⼈の往来が多いところに、インパクトのある“みどりの拠点”となるような公開性のある⺠間施設の接道部
等の緑化に対して助成をしました。
地域のみどりの拠点づくり事業
府域に広がる”みどり”の創出の拠点となるような、公開性があり府⺠の来場が多い⼤型商業施設等の⺠間
施設の緑化に対する助成事業を実施しました。
街かどシンボルツリー植栽事業
大阪府では、市街地の身近な”みどり”を増やし、府⺠が”みどり”を実感できる緑化を図るため、市街地の
オープンスペース等において、シンボルとなる樹木を植栽しました。

ヤマボウシ

中河内府⺠センタービル（⼋尾市）
中河内府⺠センタービル（⼋尾市）では、道沿いの正⾯エントランス部分に⼤規模な緑地を造成したほか、モデル的な駐⾞場緑
化などを図っています。
そのほか、北河内府⺠センタービル、
泉北府⺠センタービルでの壁⾯緑化や、
狭山池博物館（狭山池ダム）での
約 1,500 本のヒラドツツジの植栽など、
府有施設における緑化を推進しました。
泉北府⺠センタービル（堺市）
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狭山池博物館（狭山池ダム）（大阪狭山市）

さまざまな緑化への取り組み

梅田でもたくさんの人が歩いているエリアである⼤阪市北区
茶屋町において、既存の”みどり”を活かしつつ新たに
「NU 茶屋町プラス」の壁面、
「ちゃやまちアプローズ」での

NU 茶屋町プラス（⼤阪市北区）

緑の円柱の設置などを実施することで、エリアの回遊動線を緑
でつないで、茶屋町に連続性のある”みどり”を作っています。

⼤阪の幹線道路である四ツ橋筋と中央⼤通りの交差点に位置する
オリックス⻄本町１丁⽬ビルにおいて、街路樹である四ツ橋筋沿いのシラカシ、
中央⼤通り沿いのクスノキとあわせた植栽を⾏うことで、
高⽊による⼆列緑化を実現しています。
また、中央大通り沿いではベンチを設け、憩いの場となる緑化となっています。

オリックス⻄本町１丁⽬ビル（⼤阪市⻄区）

OSAKA 福島タワー（大阪市福島区）
国道２号線や JR 環状線からも⾒ることができる OSAKA 福島タワーにおいて、
公開空地として担保された場所を緑地とすることで、厚⽣年⾦病院、下福島公園を
経て中之島エリアへと連続するみどりの回廊を形成することを目的に緑化されまし
た。野田フジなど四季を感じる緑化となっています。
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岸和田カンカンベイサイドモール EAST 館、WEST 館、
岸和⽥市⽴浪切ホールの出⼊り⼝に近く、終⽇開放された
もっとも往来される方が多い場所に緑地が造成されました。
四季の彩りが味わえる植栽を⾏い、親しみを感じやすく、
思い出の場所となるような緑化を目指しています。

岸和田カンカンベイサイドモール（岸和田市）

中央環状と中央大通りの交差点において、
公園的要素を取り入れた緑化を実施しています。
JA・グリーン大阪農業協同組合本店では、敷地全体を
アグリパークとして位置づけ、接道沿いの緑化のほかに
水田を設けるなど、都市型 JA のシンボルとなる緑化と
なっています。

グリーン大阪農業協同組合 本店（東大阪市）

アリオ⼋尾の⼊⼝である南⻄側２階外部の
ペデストリアンデッキをシマトネリコなどで緑化されました。
そのほかにも、１階の階段下にも植栽を⾏うなど、
緑陰による憩いの空間、華やかな植栽による明るい賑わいの
空間を創出しています。

アリオ八尾（八尾市）
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③ ザ・パック株式会社 大阪工場（東大阪市）
② りそな銀⾏ 本社ビル（大阪市中央区）

① 梅⽥ロフト（⼤阪市北区）

①シマトネリコ
③センペルセコイア
②クスノキ
④ケヤキ
⑤ケヤキ

④ ⼤阪厚⽣信⽤⾦庫 生野支店（大阪市生野区）

⑥ 南海泉大津駅前（泉大津市）
⑥ドイツトウヒ

⑤ JR 柏原駅前（柏原市）
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