
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※感染症対策について 
  ・定員の半数以下の人数で三密を避け会場を換気して実施します。 
  ・マスクの着用、手指の消毒、検温等にご協力お願いします。 
  ・感染拡大状況によっては開催内容が変わる可能性があります。 

 
 

地球環境保全活動団体交流会・意見交換会 

2020 年テーマ 

NASO 設立 20 周年記念 

会場・オンライン併用開催 

これからの環境 NPO の役割 
～私たちから新しい時代への提案～ 



 

展示団体活動紹介        （順不同） 
 

 

斑鳩町地球温暖化対策地域協議会 

次世代を担う子どもたちのため、未来の地球環境の

ため、ごみを燃やさない、埋め立てない「ゼロ・ウ

ェイスト」のまちを目指し、積極的に取り組んでい

ます。 

 

エコネットいこま 

コロナ感染対策をして開催した環境フェスティバルや

トンボ観察会・秋の自然観察会など無事終了。残念な

がらかしこくえらぶおひさまエネルギーは中止です。 

 

橿原市地球温暖化対策地域協議会 

環境活動を展開している市民団体や事業者、行政の連

帯と協働によって、次世代 にわたり住みよい豊かな

橿原市を目指すことを目的として結成しました。 

 

奈良市地球温暖化対策地域協議会 

地球温暖化対策の取組として「自転車と歩く～ならみ

どころマップ」を作成中。今回は市内散策での歴史・

文化や防災拠点をつなぐルート探索を展示します。 

 

天理市環境連絡協議会 

個人会員 44 名、団体会員 35 団体（令和 2 年 5 月

現在）が参加されています。感染症対策を講じて、

行った活動を紹介します。   

 

NPO 法人 うだ夢創の里 

地域の環境に配慮することが、地球の環境にも影響す

ると思うので、地産地消、安心安全、地域循環に心し

て活動しています。 

 

笑郷まほろばの会 

自然に学ぶ知恵と人の輪で持続可能なまちづくりを

めざしている。今年は自然観察会に加え有志で健康自

立講座を開催。森の調査、ごみの収集等をする「どん

づるぼうの森活動」を毎月 1 回実施した。 

 

 

大阪ガス株式会社 

大阪ガスでは小学校を中心に出張授業を展開してお

ります。プログラムとして、エネルギー環境教育や防

災教育、食育などを実施してます。 

 

 

春日山原始林を未来へつなぐ会 

特別天然記念物・世界遺産の森春日山原始林を次世

代へつなぐため保全・啓発の活動に取り組んでいま

す。 

 

近畿大学食品ロス削減推進プロジェクト C.S.S 

農業の手伝いをした際に頂く規格外野菜をこども

食堂に寄付することで、食品を廃棄する際に排出さ

れる二酸化炭素量削減に貢献しています。 

 

近畿労働金庫 

社会貢献預金（笑顔プラス）の寄付金や活動を通し

て、環境・防災・国際協力、子ども・障がい者・マ

イノリティ支援等の市民団体を応援しています。 

 

NPO 法人 サークルおてんとさん 

奈良県内に 7 機の市民共同発電所を設置。8 機目の発

電所を支援中。温暖化防止の出前講座を小学校や公民

館等で実施。1 月に講演会開催。 

 

一般財団法人 再エネ協同基金 

地域での再生可能エネルギーや省エネルギーを普

及する事業をすすめています。省エネ家電や省エネ

設備導入時に助成金の支給や学習事業を行ってい

ます。 

 

一般社団法人 市民エネルギー生駒 

環境大臣賞・新エネ大賞を受賞した「全額市民出資に

よる市民共同太陽光発電所事業」をベースに、自治体

新電力会社を支援、SDGs 未来都市づくりに挑む。 



市民生活協同組合 ならコープ 

ならコープ 2030 環境ビジョンの紹介。ならコープ

でんきに新しく電力を供給する小又川発電所を紹介

します。 

 

NPO法人 市民省エネ・節電所ネットワーク 

地球温暖化が進む中、市民としてできることは有効な

方策を示すことと、国内初の「市民省エネ・節電所」

活動を提唱しています。一緒にやりませんか？ 

 

生活協同組合 コープ自然派奈良 

わたしたちは「食＝農＝環境」をモットーに、環境に

負担の少ない食やくらし方を提案しています。国産＆

オーガニックで循環するくらしを目指しましょう。 

 

谷林業株式会社 

森林や林業を盛り上げるために薪ボイラー、薪ストー

ブ販売、温泉運営など様々なことに取り組んでいます。

自然エネルギーインフラを普及させ、温暖化防止にも

貢献します。 

 

一般社団法人 地域未来エネルギー奈良 

今まで取り組んできた再エネ普及活動や市民共同

発電、水車プロジェクトや木質バイオマス利用につ

いての事例紹介を展示いたします。 

 

NASO エコ講座＆3R ワーキンググループ 

脱使い捨てプラスチックの取り組みと災害対策に

もなるふろしき活用講座の紹介。また災害に強いエ

コグッズの紹介。 

 

NASO 自然エネルギーワーキンググループ 

自然エネルギー普及のため様々な WEB ツールを公

開、①エネルギー地産地消マップ、②省エネ道場・

自然エネルギー編、他にゲームやクイズもあります。 

 

NASO 省エネルギーワーキンググループ 

「奈良の環境家計簿」の紹介。毎年、環境家計簿に

入力されたデ―タを基に、分析・解析等を行なった

結果について報告書を作成しています。 

NASO 奈良市市民環境講座ワーキンググループ 

テーマである「地球にやさしい暮らし」の実践につ

ながるよう、受講者と一緒に楽しい講座をつくりま

す。「ECO キッズ！ならの子ども」講座は本年コロナ

で実施できませんでした。 

 

奈良県環境県民フォーラム 

全会員が参加する総会や運営組織である 10 人委員

会などを開催。その他、4 つの分科会で環境保全に

関する啓発内容や手段等を考え、実践しています。 

 

奈良公園ゴミゼロプロジェクト実行委員会 

概ね月１回のぺ一スで奈良公園のゴミ拾いを行う

など、具体的な活動を共にすることで、鹿と自然環

境をまもる思いと行動を広めています。 

 

奈良合成洗剤をなくす連絡会 

洗剤や柔軟剤など多くの家庭用品に不必用な香りが

添加され、周りの人が被害を 受ける香りによる「香

(公)害」が、この数年で急増しています。 

 

奈良県環境政策課 

地球温暖化をはじめとした環境問題について、広く

県民に対し啓発を行っています。 

 

東吉野村小水力利用推進協議会 

発電開始してから 4 年目をむかえ、多くの方々が見

学・視察に来られました。再生可能エネルギ―の大

切さを一緒に考える機会となっております。 

 

NPO 法人 フードバンク奈良 

生活に困窮している方々と、食品を寄贈してくださ

る方々とをつなぎ、食品ロスを減らして、「もったい

ない」を「ありがとう」に変える活動です。 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。 

 



環境省補助事業「地域における地球温暖化防止活動促進事業」の一環として開催します。 

 
 

13：00 ポスターセッション 

13：20 開会          司会：岡野 惠子 

     主催者挨拶  当麻 潔 理事長 

     来賓挨拶   仲川 げん 奈良市長 

            野田 純一 奈良県水循環・森林・景観環境部 次長 

     タイムカプセルの開封 

13：35 基調講演「気候危機・コロナ危機と社会の大転換」（リモート講演） 

講師：国立環境研究所 地球環境研究センター 副センター長 江守 正多 さん 

14：35 活動事例紹介 

特定非営利活動法人 サークルおてんとさん 理事長 清水 順子 さん 

特定非営利活動法人 うだ夢創の里 理事長 仲尾 京子 さん 

特定非営利活動法人 奈良ストップ温暖化の会（NASO） 理事長 当麻 潔 

「この 20 年を振り返って」 

15：05 ポスターセッション 

15：40 交流会「with コロナの時代にどう取り組むのか」 

分科会 A（小ホール）講師：当麻潔、コーディネーター：岡野惠子 

分科会 B（第 2 会議室）講師：清水順子さん、コーディネーター：遊津隆義 

分科会 C（第 3 会議室）講師：仲尾京子さん、コーディネーター：坪内信行 

分科会 D（オンライン）コーディネーター：谷茂則 

16：15 全体共有・アンケート記入 

16：30 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“コロナ”時代をどう生きるか、気候変動対策を進めるNPO としての役割・方向性を考える 

主催 奈良県地球温暖化防止活動推進センター 
NPO 法人 奈良ストップ温暖化の会 （NASO） 

〒631-0032 奈良市あやめ池北 3 丁目 12-27   

Tel/FAX 0742-49-6730  Email otoiawase@naso.jp  URL https://naso.jp/ 

Facebook https://www.facebook.com/nponaso  Twitter https://twitter.com/NPONASO

お礼にかえて 

2020 年は、NASO 設立 20 周年、センター指定 15 周年の年に当たります。長い間ご支援

いただいた会員、行政、関係団体のみなさまに心から感謝申し上げます。この 20 年間、

地球温暖化対策の普及啓発活動を精力的に行ってきており、この活動が評価され、2004

年に「奈良県環境保全功労賞」を、2017 年に「地域環境保全功労者環境大臣表彰」を受

賞しました。次の 10 年、20 年に向かって、みなさまと共に、脱炭素社会実現のため活動

を継続していきたいと思います。 

NPO 法人 奈良ストップ温暖化の会 理事長 当麻 潔   


