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 23 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。
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 24 年 12 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
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 23 年度実績】 6 団体に対して、588 万円を助成
詳しくは P.4～6 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 23 年度実績】 2 施設に対して、368 万円を助成
詳しくは P.7 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 23 年度実績】 2,250 本の樹木を配付
詳しくは P.8～9 をご覧ください

大規模芝生化推進事業
地域住民や 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 23 年度実績】2 団体に対して、2,676 万円を助成
詳しくは P.10 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 23 年度実績】 乗用式芝刈機の貸与：3 団体
資材支給：7 団体
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幼稚園の近くにある小学校で校庭が芝生化されたことがきっかけとなり、
幼稚園でも芝生を！とみどりのじゅうたんの会がたちあがりました。
夏芝がキレイな 9 月のお披露目会では、箕面市のマスコットキャラクター
「たきのみちゆずる」も駆けつけ、子どもたちと芝生の上でのサッカーで
盛り上がりました。地域の小さなおともだちも「PK 大会」に参加。
「せっかくきれいなみどりが増えたので、夏はアサガオやフウセンカズラ
も育て、みどりのカーテンで涼やかにしてみたいです」と、園長先生も意
欲的。子どもたちの笑顔を見るのが楽しそうでした。
芝生の上でおもいっきりシューート！

みんなでつくった芝生には
愛着がわきます

みどりのじゅうたんは手ざわりがやわらかいね

箕面市立ひがし幼稚園みどりのじゅうたんの会
施設名：箕面市立ひがし幼稚園（箕面市）
芝生化面積：500 ㎡

以前よりサッカー教育を取り入れておられる白菊幼稚園。海外で見た施設へのみどりの取り入れ方がとても印象的で、子どもた
ちにもみどりを体いっぱい感じてもらいたかった、と芝生化を思い立った園長先生。
「芝生の上でボールを蹴って遊んだり、芝を刈った香りを感じながら親御さん手づくりのお弁当を食べたり、子どもたちにたく
さんのみどりを感じて大きくなってもらいたいんです。子どもたちの笑顔を見ていたら、芝生の面倒みるのも楽しいもんですよ。
園内にあるさくらが、春にはとてもきれいに咲き、芝生とのコントラストが美しいので、地元の方を招いてのお花見会を復活さ
せたいですね」園長先生の夢は広がります。

芝生の香りもちょっとした調味料

芝生だって、のどがかわくよね

ちびっこなでしこジャパン！

学校法人西田学園白菊幼稚園緑化推進事業実行委員会
施設名：白菊幼稚園（大阪市生野区）
芝生化面積：90 ㎡
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みどりづくり活動助成

周辺に公園のない古市高屋の地域で、生涯の運動能力を培うと
される幼少期に、子どもたちが思い切り駆け回ることができる
よう、園庭拡張を機に芝生化することにした高屋保育園。
「今回広げた園庭を芝生化したことで、子どもたちがこけても
ケガをしなくなり、土崩れや砂ぼこりを防止できるようになり
ました。芝生は目にもやさしく、虫や鳥が集まってくれるので、
子どもたちがとても喜んでいます。今後さらに園庭を広げるよ
うになったときは、また芝生を張りたいですね」と、園長先生
も効果を実感させているようです。

みどり愛好会「桃太郎」

みんなで張った芝生の上で記念撮影
スプリンクラーで水まきをすると、みんな大喜び

施設名：高屋保育園（羽曳野市）
芝生化面積：550 ㎡

感受性豊かな時期の子どもたちに緑の大切さと育った環境の思い出を
残してあげたいと思い芝生化したアトム共同保育園。
園長先生は、「芝生がクッションになり子どもたちのケガが減ったり、
はだしで歩けるという効果のほかに、園児だけではなく地域の方々の
目にも優しいみどりを提供できたのではないかと思っています。また、
地域の方々とのふれあいの場ともなる保育園になれればと思っていま
す」とお話しいただきました。

アトム共同保育園園庭緑化委員会
施設名：アトム共同保育園（泉南郡熊取町）
芝生化面積：440 ㎡
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すべり台のまわりでも、もっと楽しく遊べるようになりました

みどりづくり活動助成

岸和田城の近くの自然環境に恵まれた五風会保育園では、子どもたちが安心して遊ぶ
ことのできる環境を整えたいと考えて園庭を芝生化されました。
「園では、一年中はだしで遊べるはだし保育ができる環境を目指して園庭を芝生化しま
した。子どもたちは虫を探したり、スプリンクラーで水遊びをしたり楽しんでいます。
また、子どもたち自身がみどりづくりに参加することで、みどりに愛着を持つようにな
っています。これからも木を増やしたり、みどりづくりを進めていきたいですね」
と園長先生の意気込みを感じました。

芝生の上だと裸足が気持ちいいよね

五風会保育園園庭緑化委員会
施設名：五風会保育園（岸和田市）
芝生化面積：280 ㎡

「幼稚園の正門を抜けると色鮮やかな芝生が広がり、登園してきた子どもたちはとんぼや
虫を追いかけて走り回っています。
夏には水遊び用のビニールプールを置いて水遊びを楽しみました。
また、芝生の感触を楽しみながらはだしで遊んだ後レジャーシートを広げてお弁当を
食べてピクニック気分を味わいました。
夏には保護者も芝生と笹飾りがマッチして素敵な雰囲気の夏まつりを楽しんでいました。
今後も芝生の園庭を幼稚園の顔としてみどりを大切に育てながら、さらにみどりづくり
を進めていきたいと考えています」
子どもたちにも保護者の方にも評判の良い園庭になったようです。
子どもたちのテンションもあがっています

泉大津市立条南幼稚園ＰＴＡ
施設名：条南幼稚園（泉大津市）
芝生化面積：243 ㎡
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アミリア保育園では、子どもたちが毎日の水やりなどの世話をすること
で、季節の移り変わりを肌で実感してもらいたいとの願いをこめて、屋
上園庭を芝生化するとともに、ブルーベリーの木を植栽しました。
「芝生の園庭のおかげで、園庭でお弁当を食べたり、ダンボールで作っ
たキャタピラで遊んだり、子どもたちが土の上ではできないことを楽し
んでいます。いつかは子どもたちが収穫したブルーベリーの実でジャム
を作りたいです」おいしいジャムが作れるといいですね。

屋上園庭のまわりにはブルーベリーの木がいっぱい

社会福祉法人アルマ会
施設名：アミリア保育園（松原市）
緑化面積：270 ㎡（屋上緑化）

まーぶる保育園では、２階ベランダ部分を樹木や芝生で緑化し、園児の遊び場、
表現の場として利用されています。

蝶もベランダでひと休み

「コンクリートだったベランダを緑化したことで室温が変わった気がします。
子どもたちは素足でベランダに出て、寝転がって空を見ています。このような
寝転がることができる環境があることが貴重だと思っています。また、レモン
など実のなる樹木を植えたので、花から実になるまでの過程を見せることがで
きるのが嬉しいです」

社会福祉法人貝塚中央福祉会
施設名：まーぶる保育園（貝塚市）
緑化面積：74 ㎡（屋上緑化）
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高木を 130 箇所、2,170 本配付しました
カイヅカイブキ

100 本

コブシ

100 本

キンモクセイ

350 本

ソメイヨシノ

400 本

サザンカ

420 本

ハクモクレン

100 本

ヤマモモ

100 本

ハナミズキ

400 本

ウメ

200 本

植栽済みプランターを 32 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
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樹木の配付事業

上穂積四丁目自治会（茨木市）
地元の人たちが憩える場所になっている春日神社の周辺に植樹がされて
いました。
―

日ごろのお手入れはどのようにされているんですか。

「地元の奉賛会のメンバーのなかでも木や花に詳しい人が中心になって、
こまめな手入れをしています。以前は境内付近も木の枝がうっそうとして
いて、人が近寄りがたい雰囲気がありましたけど、今では剪定も行き届い
毎年ホタルも見られるようになりました

たうえに、新たな植樹もできたので随分雰囲気が変わりました。配付され
たハナミズキに、ウメ、サザンカのほか、独自でアヤメやアジサイも植え
ています」

―

人が来やすい雰囲気ができたようですね。

「近くのお寺への通り道にされている方も多く、きれいに手入れした木
や花を見ていかれることが多いですよ。雰囲気が落ち着いているせいか
最近では若い方たちもよく休んでいかれます」
―

他にも工夫されたことは？

「山からきれいな水を引き込み、ホタルが生育できる環境づくりをして
います。これにはずいぶん苦労しました。おかげさまで、2 年連続ホタ

お手入れが行き届き、
人の目をひきつけます

ルがとんでくれましたよ」
自治会のみなさんの努力で、新たなみどりと自然が生まれています。

にちでん

日澱化學株式会社（大阪市淀川区）
敷地の周辺部２箇所に植栽が行われました。植栽をされた社員の方にお話しを伺いました。
「素人ながらみんなでハナミズキやハクモクレンなど合計 21 本の植樹を行いました。
植物の世話に詳しい定年退職した者が中心になって、まめに手入れをしています」
―

植樹されて感じたことは？

「植樹したおかけで、社員食堂への通り道の雰囲気がよくなりました。特に接道部の植栽には気を配っており、独自でバラを植
栽し、隣の工場の植え込みとつながって、まちの景観向上にも貢献しています」
みんなが力を合わせて、みどりを増やすことで、街並みが美しく変わりますね。

連続するみどりが通りかかる人たちの目を楽しませてくれます
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高槻市立南平台小学校

芝生化面積：3,139 ㎡

南平台小学校では、学校のシンボルになるものを！という想い
からトラックの内側を中心にした芝生が誕生しました。
運動場のなかで芝生がひときわ目立ちます。
ドッジボールやサッカー、体操など運動しやすいみどりの空間
ができ、子どもたちが走り回っています。芝生化前と比べると
ケガが減っています。きれいに刈り込まれた芝生は地域の方
にもたいへん好評です。

周辺から眺めると運動場の中の芝生が目立ちます

高槻市立上牧小学校

芝生化面積：2,386 ㎡（他事業による整備を合わせ全体で 3,402 ㎡を芝生化）

上牧小学校を含む五領地区の自治会長さんと小学校の校長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。

「五領地区には中学校 1 つと小学校 2 つがあり、地区内のこどもたち同
士やこどもと地元の大人たちの地域のつながりをつくる一つのきっかけ
にしたかったんです。“自分たちは人や地域のなかで生きているんだ”と実
感できる『こころの通う街並み』という遺産を、こどもたちの未来のため
に残してやりたい、と思っているんです」
―

芝生化されて変化はありましたか。

「芝生ができてから、こどもたちが芝生の上で遊ぶようになり、走りまわ

幼稚園とも芝生でつながりました

っています。芝生が広いので地元の人たちが集まって手入れを行っていま
すが、こどもたちも声をかけてくれるので楽しんでやっています。
この学校独特の風景なんですが、校庭の芝生と近くを流れる河川
の堤防のみどり、広がる空の青さ、という美しいコントラストも
見られるというオマケもあるんですよ」
―

これからこの芝生を使った催しの予定があるとか。

「芝生の上では寝転ぶことができるので、秋には地元の人たちを
呼んで『仲秋月見会』をするつもりです。秋の夜長をみんなで芝
生の上でゆったりするのもいいじゃないですか。そのほかにも地
芝生と堤防と空のコントラスト

域の人たちが交流できるビッグイベントを考えていますよ」
アイデアマンの自治会長さんはまだまだやりたいことがいっぱい
のようです。
大阪府みどりの基金 事業報告書 2012
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平成 20 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。

学校法人久宝文化学院 第二白鳩幼稚園（柏原市大県）
【事業名】平成 20 年度

みどりづくり推進事業（施設助成）

【緑化の概要】
幹線道路沿いの幼稚園において壁面緑化を行うことで、園児・保護者・周辺を通行する方々に潤いのある環境を提供するとと
もに、たくさんの葉が広がる樹木の植栽により教室に差し込む西日をやわらげるよう整備されました。
（緑化面積

42.4 ㎡）

教室の中に西日が差し込む

【近況報告（平成 24 年秋）
】
4 年前に緑化整備した壁面のトケイソウ、スイカズラ、ツキヌキニンドウなどの植物が見事に成長し、園児たちの教室を厳し
い西日から優しく守っています。
このみどりのカーテンは窓だけではなく壁面全体を覆っているため、日よけになるだけではなく壁面の温度上昇も抑えられま
す。また、風が植物を通して室内に入ってくるので、すだれを窓につけるのに比べて体感温度が全く違うと実感されています。
虫の侵入を心配されることもありましたが、壁から少し離して植物を這わせているためにほとんど問題もありません。
このみどりのカーテンはいろいろな植物が植栽されているため、季節ごとに壁面を楽しく彩ってくれます。園児たちがみどり
の魅力と効果を肌で感じて、将来みどりを大事にする人に育ってくれることを期待しています。

トケイソウ
西日がこんなにやわらぎました
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みどりのカーテンが教室を覆っています

あのときのみどり

社会福祉法人みどり会 八田荘第二保育園（堺市中区毛穴町）
【事業名】平成 20 年度

みどりづくり推進事業（施設助成）

【緑化の概要】
堺市の住宅街のなかにあるこの保育園での緑化は、
「以前訪れたスウェーデンやフィンランドなど北欧の国々で、裏山など自然
をそのまま生かした“森の保育園”に強く感銘を受けたことがきっかけ。日本ではあまりお目にかかれないような樹木まで幅広
く取り扱う業者さんと 1 年をかけて整備計画を練りました」との言葉どおり、園内に高木を多く配しているのが特徴です。
種々の樹木を植栽することで緑陰面積を増やして、木漏れ日のなかで子どもたちが活発に遊べ、木の実拾いや昆虫観察など環
境学習にも役立つような環境づくりをめざして整備されました。
（緑化面積

266.6 ㎡：中高木 28 本、地被類・芝生 17 ㎡）

【近況報告（平成 24 年秋）
】
今ではイギリスナラ、アメリカフウ、シマトネリコ、クヌギ、ケヤキ、ミカンなど多様な樹木が、園内をあたたかく見守るよ
うに天高く大きく育っています。自然あふれる園内にしたいとの思いから、できるだけ剪定はせず、自然のままに生育させて
います。樹木が育つにつれ、それまで強く感じられていた外の日差しもだんだんやわらぎ、心地のいい涼しい風が室内にも入
ってくるようになりました。
保育園に通うこどもたちも、キンモクセイの花をままごとに使ってみたり、クヌギから落ちてきたドングリを集めてみたり、
木々のまわりで鬼ごっこをしてみたり、自然とふれあいながら楽しく遊んでいます。昆虫などの生き物も息づき、テントウム
シやミミズ、ダンゴムシをみつけては喜ぶこどもたちの姿も見られます。
これからもどんどんみどりが増えることを期待しています。

大阪府みどりの基金 事業報告書 2012
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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

個

（平成 24 年 3 月 31 日現在基金残高

４億 4924 万 7257 円）

年度

件数

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

大阪女子大学ワンダーフォーゲル部 OG 会 様
鈴木 保 様
田川 静一 様
ほか、8 名の方

法

人

株式会社青木松風庵 様
イートアンド株式会社 様
エコバシ株式会社 様
FM 秋葉原 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
大阪府立大学環境部エコロ助 HO project 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 2011 様
株式会社関西マツダ 様
株式会社カンプリ 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 SAIKA 様
株式会社ジービーエス 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
日本中高層不動産協会 様
財団法人日本ラグビーフットボール協会 様
ブラザー販売株式会社 マーケティング推進部 様
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 23 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）
。

「朝焼みかさ」・みるく饅頭「月化粧」
の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 2 月 1 日から
寄附概要：販売額の一部を寄附

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
寄付概要：預入残高の 0.005％相当額
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。
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

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

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

大阪府みどりの基金 事業報告書 2012
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タイアップ事業のご紹介

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

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

※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
できる装飾用装
花で水遣り不
要。

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 23 年に蓄積されたエ
コポイント（約 610 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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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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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 23 年 2 月 26 日から
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 23 年 11 月 26 日に開催された第 3
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、アカペラ
グループによるハーモニーやジャズ演
奏を楽しみました。
開催日時：平成 23 年 11 月 26 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／人）のすべて
・会場での募金箱の設置
主催：大阪厚生信用金庫

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
附いただきました。
協力期間：平成 23 年 2 月 1 日から平
成 23 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

「関西エクステリアフェア 2011」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。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 23 年 6 月 9・10 日
会場：インテックス大阪 1・2 号館
名称：第 6 回関西エクステリアフェア 2011
寄附概要
・主催者及び出展企業 60 社の協力の
もと出展料の一部を寄附
・会場にみどりの基金の募金箱を設置

平成 23 年 11 月 20 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 23 年 11 月 20 日
参加人数：約 1,200 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

協力団体名：
関西エクステリ
アフェア 2011
実行委員会

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、
「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。

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 2 月 18 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 25 日
日本選手権 1 回戦
・平成 24 年 3 月 11 日
日本選手権準決勝

大阪府みどりの基金 事業報告書 2012

16

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」ページの URL
⇒ http://www.pref.osaka.jp/midori/kikin/kyouryoku.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 2012
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検 索

