
～環境にやさしいまち・クールシティ中之島の実現～

日時：平成21年7月24日(金)

会場：堂島リバーフォーラム

14:00～17:00（開場13:30～）

主催：

協力 ：

後援 ：

大阪ヒートアイランド対策技術コンソーシアム、地球環境関西フォーラム、中之島まちみらい協議会、NPO法人エコデザインネットワーク、関西電力株式会社

国土交通省近畿地方整備局、関西経済連合会、水都大阪2009実行委員会

大阪・環境のまちづくりシンポジウム

大阪市福島区福島1-1-17 ほたるまち内大阪市福島区福島1-1-17 ほたるまち内

C O O L  C I T Y

水野 稔（大阪大学名誉教授、

                 大阪ヒートアイランド対策技術コンソーシアム理事長）

志々目 友博（環境省水・大気環境局大気生活環境室長）

【コーディネーター】

槇村 久子（京都女子大学現代社会学部・同大学院公共圏創成専攻教授、

                     地球環境関西フォーラム循環社会技術部会座長）

【パネリスト】

水都大阪のシンボルアイランド中之島は、大阪駅周辺や御堂筋周辺地域とあ

わせて都市再生緊急整備地域に指定されるとともに、地球温暖化対策・ヒー

トアイランド対策モデル地域にも選定される等、都市開発と環境対策に注目

されている地域です。

これからのまちづくりには「環境」の視点が必要不可欠であり、中之島にお

いて環境対策に先導的に取り組み、情報発信していくことにより大阪の他の

エリアもリードしていきたいと考えています。

本シンポジウムが、産・学・官・民が環境に対する関心と意識を高め、情報

を共有し、中之島の環境にやさしいまちづくりを考えるきっかけづくりにな

れば幸いです。

定員：300名（先着順）

プログラム

N A K A N O S H I M A

ヒートアイランドに配慮したまちづくりを考える

環境省によるクールシティに向けた取り組みについて

中之島での具体的取り組み

北野 剛人 (中之島まちみらい協議会代表幹事、

　　　　　　   中之島eco２連絡協議会世話人）
エコスクエア

環境省、大阪府、大阪市、中之島 eco2 連絡協議会、中之島まちの魅力向上実行委員会
エコスクエア

パネルディスカッションパネルディスカッション＜第二部＞講   演＜第一部＞

水野  稔 （前掲）

永持 雅之（大阪市環境局技術監 

　            兼 環境施策部地球温暖化対策担当課長 ）　

山下 柚実（作家・五感生活研究所代表）

北野 剛人（前掲）

入場
無料

※出演者は都合により変更になる可能性がありますのであらかじめご了承願います。              

環境にやさしいまち・クールシティ中之島の実現に向けて



中之島まちの魅力向上実行委員会事務局中之島まちの魅力向上実行委員会事務局

　　　　　　 TEL：06-6615-5272　FAX：06-6613-7890
　　　　　　 E-mail：symposium@eco-design.net

〒539－0034  大阪市住之江区南港北2-1-10 
　　　　　　 アジア太平洋トレードセンター(ATC)／ITM棟11F　

＜個人情報の取り扱いについて＞

① 今回のお申込みによりご提供いただいた個人情報は、申込者へのご連絡等、本シンポジウムを実施・運営するために必要な範囲内でのみ利用します。

　 また、次の場合を除き、ご提供いただいた個人情報を第三者には提供しません。

　 ●守秘義務契約を締結した事業者に業務を委託した場合  　●法令で提供が義務付けられている場合  　●提供することについてご本人に同意いただいている場合

② お申込日から本シンポジウム終了まで、個人情報は適切に管理し、本シンポジウム終了後は、すべての個人情報は破棄します。

氏　名 職業（会社名・部署名等） 連絡先

氏　名 職業（会社名・部署名等） 連絡先

氏　名 職業（会社名・部署名等） 連絡先

11

22

33

会場のご案内

お問い合わせ・お申し込み

参加者の氏名、職業（会社名・部署名等）、連絡先をご記入の上送付してください。

水野 稔（大阪大学名誉教授、大阪ヒートアイランド対策技術コンソーシアム理事長） 槇村 久子

志々目 友博（環境省水・大気環境局大気生活環境室長）

北野 剛人（中之島まちみらい協議会代表幹事、中之島eco2連絡協議会世話人）

大阪市生まれ。 千葉大学園芸学部卒業。 京都大学大学院農学研

究科博士課程修了、 農学博士。 千葉大学助手、 奈良新聞社編集

局記者等を経て、 奈良県立商科大学教授・附属図書館長などを

歴任。 ２０００年４月より現職。（社） 日本都市計画学会評議員、（社）  

日本造園学会元理事。 著書に 「２１世紀へ環境学の試み」（共著）、「持

続可能社会構築のフロンティア」（共著）、「お墓と家族」、「サービサイ

ジング」 他多数。

東京都生まれ。 早稲田大学第一文学部卒業。 身体と社会との関

わりに関心を持ち、 美容整形、 エイズ問題、 五感などをテーマに取

材し、 ワークショップや講演活動も展開中。 第一回小学館ノンフィク

ション大賞優秀賞受賞。 著書に 『五感生活術』（文春新書）、『＜五

感＞再生へ』（岩波書店）、『都市の遺伝子』（ＮＴＴ出版）  他多数。

環境省 「感覚環境の街作り検討会」 委員。

ユズジャーナル http://www.yuzumi.com

１９５１年大阪府生まれ。 １９７６年大阪市に奉職し、 下水道局水質試

験所で下水道の水質管理、 下水処理過程の調査研究等の職場を

異動。 その後 JICA 専門家としてタイ派遣。（財） 地球環境センタ

ー情報課長、 都市環境局下水道部アメニティ対策担当課長、 建

設局技術監兼大野下水処理場長等を経て ２００９年４月から現職。

地球温暖化対策、 ヒートアイランド対策、 環境活動推進等を担当。

永持 雅之　（大阪市環境局技術監 兼 環境施策部地球温暖化対策担当課長） �

山下 柚実（作家・五感生活研究所代表）

● アクセス● アクセス

・JR 各線「大阪駅」から徒歩 15 分

・JR 東西線「新福島駅」、阪神本線「福島駅」、京阪中之島線「中之島駅」、

　市営地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」の各駅から徒歩 5 分

・JR 大阪環状線「福島駅」から徒歩 8 分

・JR 各線「大阪駅」から徒歩 15 分

・JR 東西線「新福島駅」、阪神本線「福島駅」、京阪中之島線「中之島駅」、

　市営地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」の各駅から徒歩 5 分

・JR 大阪環状線「福島駅」から徒歩 8 分

講師プロフィール

堂島リバーフォーラム
大阪市福島区福島1-1-17 ほたるまち内

エコスクエア

エコスクエア

大阪・環境のまちづくりシンポジウム

1943 年岐阜県生まれ。 大阪大学大学院工学研究科機械工学専

攻修士課程修了。 1971 年同博士課程単位取得、 同年大阪大学

助手（工学部）。 以降、 大阪大学教授、 大阪大学大学院教授（工

学研究科 ) を歴任。 都市エネルギーシステムの適正化に関する研

究に従事。 また社団法人空気調和・衛生工学会長、 大阪府環境

審議会委員なども歴任し、 現在に至る。 主な著書は 『環境保全』『都

市と環境』『コージェネレーションシステム計画・設計と評価』『ヒート

アイランド対策（都市平熱化計画の考え方・進め方）』（分担執筆）

1961 年鹿児島県生まれ。 1984 年に厚生省入省 （環境庁水質

保全局水質規制課）。 環境省水環境部地下水 ・ 地盤環境室長、

千葉市環境保全部長等を歴任し、 ２００７年７月より環境省水・大気

環境局大気生活環境室長として、 騒音・振動、 悪臭、 光害、 ヒー

トアイランド対策に取り組む一方で、 よりよい感覚環境 （音、 かおり、

光、 熱） の推進を図るなど、 大気生活環境行政全般を担当している。

１９５４年奈良県生まれ。 １９７９年関西電力株式会社入社以来、 主に

発電所建物の計画、 設計、 建設、 保守に携わる。 現在、 地域共生・

広報室都市再生プロジェクトチームチーフマネジャー。 ２００１年～２０

０４年にわたり、 中之島３丁目に建つ環境共生のモデルビル 「関電

ビルディング」 の建設に従事。 ２００４年４月の中之島まちみらい協議

会発足時より幹事、 ２００８年１２月より代表幹事。 ２００９年５月発足の

中之島 eco2 連絡協議会の世話人を務め、 地域で一体となった 「環

境にやさしい中之島のまちづくり」 をめざして活動に取組む。

（NPO法人 エコデザインネットワーク内）

（京都女子大学現代社会学部・同大学院公共圏創成専攻教授

  地球環境関西フォーラム循環社会技術部会座長）

※お申し込みは下記内容をご記入の上FAX、ホームページ

　または電子メールよりお願いします。　

　FAX：０６－６６１３－７８９０

　URL：http://www.nakanoshima-style.com/event/090724/

　E-mail：symposium@eco-design.net

堂島リバー
フォーラム
堂島リバー
フォーラム

※連絡先は必ずご記入下さい。※連絡先は必ずご記入下さい。

～環境にやさしいまち・クールシティ中之島の実現～
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