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こんにちは☆彡とよなか市民環境会議事務局です♪ 

 

厳しかった夏の日差しも、秋風とともに和らいできました。本来で秋といえば「食欲の秋」「芸術の秋」「ス

ポーツの秋」です。みなさんはどのような秋を満喫していますか？ 

 

とよなか市民環境会議 メールマガジン VOL18 号をお送りします。 

 

_/_/ INDEX _/_/__________________________________________________________ 

 

【1】♪♪環境活動情報♪♪ 

 （１）環境に関する市民ワークショップを開催します♪ 

（２）とよなか市民環境会議構成団体の活動 (*^▽^*) 

【2】構成団体のみなさまの情報をお寄せください！ 

＊*取組みやイベントなど広く周知してほしい内容をお知らせください。*＊ 

【3】☆豊中市からのお知らせ☆ 

（１）とよなかの環境～2021 年度速報版～公表いたしました！ ＼(^o^)／ 

（２）とよなか環境 TV 配信中!! チャンネル登録をお願いします。 

【4】☆大阪府からのお知らせ☆ 

 （１）国補助金（省エネ・再エネ設備更新等）への上乗せ補助の公募開始！ 

 （２）省エネ最適化診断の申込み受付が再開！ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃１┃ ♪♪環境活動情報♪♪ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１）環境に関する市民ワークショップを開催いたします 

地球環境を守る市民・事業者・行政の行動計画「第 3 次豊中アジェンダ 21」について、今年度に中間見直し

を行っています。このワークショップでは「第 3 次豊中アジェンダ 21」に書かれている、私たちが取り組む

べき 80 項目の行動提案などについてあらためて考えます。気軽に参加できる場にしていきますので、ぜひこ



の機会にみなさんが日頃感じていることやアイデアを出してください。 

【日時】①令和 4 年（2022 年）10 月 19 日（水）10：00～12：00 

    ②令和 4 年（2022 年）10 月 20 日（木）13：30～15：30 

 ①と②は両方とも同じ内容です。 

【対象】とよなか市民環境会議構成団体、とよなか市民環境会議アジェンダ 21会員 

【定員】各 30 人（先着順） 

【場所】豊中市立環境交流センター  住所：豊中市中桜塚 1-24-20 

【主催】とよなか市民環境会議 

【申込み・問合わせ】NPO 法人とよなか市民環境会議アジェンダ 

TEL:06-6844-8611 Mail:jimukyoku@toyonaka-agenda21.jp 

 

第 3 次豊中アジェンダ 21 については下記の URL をご参照ください。 

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kankyoseisaku/shiminkankyokatsudo/agenda21/toyonakaajen

da21.html 

 

（２）とよなか市民環境会議構成団体の環境活動をホームページにて紹介しております。 

・島熊山の雑木林を守る会 ～豊中の里山「島熊山」を生き物と共生する森に～ 

・北大阪急行電鉄(株) ～鉄道事業からつなく「環境づくり」と「人づくり」～ 

・生活協同組合コープこうべ大阪北地区本部 ～環境を守ること、それはくらしを守ること～ 

・株式会社ダイエー ～地域完結型フードドライブ活動～ 

・大阪府刀根山高等学校 ～高校での生物多様性保全と環境学習の取組み～ 

・豊中商工会議所 ～事業者の課題解決につながる支援活動～ 

・社会医療法人北斗会さわ病院 ～ISO14001 を通した環境活動～ 

 

詳しくは下記のとよなか市民環境会議のホームページにて紹介しております。どうぞご覧ください。 

環境活動の紹介：https://toyonaka-shiminkankyoukaigi.com/single-environmental7.html 

…………………………………………………………………………………………………… 

◎第３次豊中アジェンダ 21 関連する主な行動提案 1・2・4・10・31・53・58・69・70 

◎関連する SDGs 主なテーマ 目標 11 住み続けられるまちづくりを 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

*☆*☆*☆*--------------------------------------------------------*☆*☆*☆* 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃２┃ ◇◆構成団体のみなさまの情報をお寄せください！◆◇ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

構成団体のみなさまが活動されている取組みやイベント情報を「とよなか市民環境会議ホームページ」や 

https://toyonaka-shiminkankyoukaigi.com/single-environmental7.html


「とよなか市民環境会議メールマガジン」にて構成団体のみなさまに 

共有させていただきたいと考えています。 

「こんな活動しているよ」「こんなイベントがあるよ」など情報をお寄せください。 

お待ちしています。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■□■ 連絡先はこちら ■□■ 

￣￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣ 

豊中市 環境部 環境政策課 環境企画係 （とよなか市民環境会議事務局）  

メール kankyoukeikaku@city.toyonaka.osaka.jp 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

★☆とよなか市民環境会議ホームページ☆★ 

￣￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣ 

https://toyonaka-shiminkankyoukaigi.com/index.html 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

◎第３次豊中アジェンダ 21 関連する主な行動提案 1・2・6 

◎関連する SDGs 主なテーマ 目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃３┃ ◇◆■□■豊中市からのお知らせ■□■◆◇ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１）とよなかの環境～2021 年度速報版～公表いたしました！ ＼(^o^)／ 

「とよなかの環境・速報版」は平成 30 年（2018 年）3 月に策定した「第３次豊中市環境基本計画」の年次

報告書として、令和 3 年度（2021 年度）の活動実績の速報値を用いて、施策の進ちょく状況の速報結果を公

表しています。 

令和４年（2022 年）10 月 31 日（月）まで電子申し込みシステムにてご意見募集しておりますので、 

ご応募お待ちしております。 

下記のホームページで、とよなかの環境～2021 年度速報版～を閲覧と電子申し込みシステムでご意見募集

しております。

URL:https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hakkoubutu/kihonkeikaku/kankyouhoukoku/2021kankyouh

oukoku.html   

 

YouTube のとよなか環境 TV にて「とよなかの環境 2021 年度速報版」10 月 5 日に配信予定！！ 

みなさんぜひご視聴ください(‘ω’)ノ 

https://www.youtube.com/channel/UCqhB-WUg1Z-9pJqzLpC3dcA/featured  

 

（２）★とよなか環境 TV配信中!!★ 

mailto:kankyoukeikaku@city.toyonaka.osaka.jp
https://toyonaka-shiminkankyoukaigi.com/index.html


ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ 

とよなか環境 TV では『視聴者からの取り上げてほしいテーマを大募集しています！』 

ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ 

 

豊中市では、環境に関する情報をより幅広い世代に効果的に発信するため動画共有サイト 

『YouTube』にアカウント『とよなか環境 TV』を開設し、環境に関するさまざまな情報を 

発信しています。 

□■ もっと詳しく知りたい方はこちらから■□ 

￣￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣￣￣ 

 https://www.youtube.com/channel/UCqhB-WUg1Z-9pJqzLpC3dcA 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

◎◎ 配信内容 ◎◎ 

￣￣↓￣↓￣↓￣￣￣￣￣￣ 

・豊中市内郵便局との不法投棄防止に係る取組み紹介 ←NEW!! 

…………………………………………………………………………………………………… 

◎第３次豊中アジェンダ 21 関連する主な行動提案 1・2・4 

◎関連する SDGs 主なテーマ 目標 11 住み続けられるまちづくりを 

…………………………………………………………………………………………………… 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃４┃ ☆大阪府からのお知らせ☆ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（１）国補助金（省エネ・再エネ設備更新等）への上乗せ補助の公募開始！ 

   https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/r04hojokin.html 

   【おおさかスマートエネルギーセンター（大阪府・大阪市）】  

  

 本府では、中小事業者を対象に、脱炭素化の入口となる省ＣＯ２診断や、 

省エネ・再エネ設備更新等の効果的な取組みに対して、国補助金に上乗せ補 

助します。 

 このたび、国補助金（省エネ・再エネ設備更新等）への上乗せ補助の公募 

を開始しましたので、ご案内いたします。 

 国補助金の交付決定を受けた方は、本府補助金にお申込みください。 

 

１．府が上乗せする国補助金（詳細は上記ＵＲＬ参照） 

 ○先進的省エネルギー投資促進支援補助金（経産省、大半が公募終了※） 

    ※産業ヒートポンプは２次公募中（12 月 16 日締め切り） 

 ○省エネルギー投資促進支援補助金（経産省、公募終了） 

 ○ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進 



  事業（環境省、公募終了）  

 ○グリーンリカバリー事業（環境省、公募終了） 

 ○ＳＨＩＦＴ事業（環境省、公募終了） 

２．府「中小事業者の脱炭素化促進補助金」（省エネ・再エネ設備更新等） 

 ・公 募：令和４年９月２日（金）～11 月 30 日（水） 

 ・補助額：国の補助額の半額（上限 500 万円など） 

    ※省 CO2 診断の公募は終了しました。 

 

◇お問合せ先 

  大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課内 

  おおさかスマートエネルギーセンター 

  TEL：06-6210-9254 E-mail：eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp 

===================================================================== 

（２）省エネ最適化診断の申込み受付が再開！ 

  https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/opti-shindan.html 

  【おおさかスマートエネルギーセンター（大阪府・大阪市）】  

 原油・天然ガスなどのエネルギー価格の高騰の影響で、光熱費の増加に 

お困りの事業者の皆さま！ 

 エネルギー使用量の削減余地や太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入 

可能性について、半日程度の現地確認結果を踏まえて、アドバイスをいただ 

ける省エネ最適化診断を受診してみませんか！ 

 

 今年度、多数の申込みがあり受付を中断していた省エネ最適化診断の申込み受付が、９月 14 日（水）から

再開されます。 

 申込みを再開しても、多数の診断申込みにより、申込みの受付が早期に終了する可能性もありますので、

省エネ最適化診断の受診を検討している事業者の皆さま方におかれましては、早期にお申込みをご検討くだ

さい。 

 

◇省エネ最適化診断について 

 https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/opti-shindan.html 

 

◇省エネ最適化診断のお申込み 

 https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2022020088 

 （お申込みフォームにリンクしています。） 

 お申込み受付後、申込書の様式をお送りいたします。 

 

◇お問合せ先 

  大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課内 



  おおさかスマートエネルギーセンター 

  TEL：06-6210-9254 E-mail：eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp 

===================================================================== 


