


One Greenプロジェクトについて

事例紹介①：大阪市北区連携事業One Greenみどりの回廊つくり

事例紹介②：都市と地方を体験でつなぐ
みどり（自然）をテーマにした体験型学習旅行



みどりで
QOLの向上を
目指す領域

＊QOLの高い地域
＝住みたい街・行きたい街

QOLの構成領域
（WHO）

「身体的領域」
カラダ

「心理的領域」
ココロ

「自立のレベル」

「社会的関係」
コミュニティ

「生活環境」
みどり

「精神性/宗教/信念」

One Greenは、みどりでQOLの向上を目的としたプロジェクトです。

QOL向上を目指し、「植・食、健康」分野の新しいニーズを掘り起こし
産業化するための産・学・官・連携システムの構築と運用
＝One Greenプロジェクト

＊ QOL （Quality of life） ＝ 生活の質
どれだけ自分らしい生活を送り、
人生に幸福を見出すことができるか？

個人と社会関係の領域



「生活環境」みどりが少ない大阪

主要都市の8月の平均気温 一人当たりの公園面積の比較 大阪市の緑被率

那覇市より暑い大阪のヒートアイランド現象は深刻です！

One Green宣言
：阪急電鉄
：毎日放送
：ヤンマー
：竹中工務店
：大和リース他

Let’s start from One Green

大阪府発表 大阪府発表
気象庁発表

One Greenから始めよう！をスローガンに産官学連携による都市緑化活動が始まっています。
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事例紹介①

みどりでおもてなしをテーマにした街つくり
「GREEN HOSPITALITY OSAKA」

【コトつくり】



事例紹介： 歩きやすい、歩いて楽しい街、梅田 （植物による変化）

→One Greenみどりの回廊つくり大阪梅田
MBS

うめきた2期

連携団体：
大阪市
大阪市北区
大阪府警察
梅田エリアマネジメント

【コトつくり】

JR大阪駅

地図提供：梅田地区エリアマネジメント実践連絡会



第1回～第4回

大阪市北区連携事業 One Greenみどりの回廊作り
場所：うめきた2期区域、大阪市北区茶屋町（旧能勢街道）周辺、ヘップファイブ、ヘップナビオ周辺

協賛：阪急電鉄、竹中工務店、大和リース、毎日放送、東邦ホールディングス、レオ財団他

One Greenみどりの回廊作りプロジェクトは、み
どりの少ない大阪（主に都市部）に民間のチカ
ラでみどりを届ける活動です。
大阪市のヒートアイランド問題は深刻で、8月
の平均気温は沖縄県那覇市より高く、
公園面積も首都圏で最下位です。
みんなのチカラでみどりを届けましょう！

協力企業：阪急電鉄、毎日放送、竹中工務店、
ダイワリース、モンベル、関西キリンビバレッジ、
アサヒ飲料、東邦レオホールディングス、木下サー
カス他



一般社団法人テラプロジェク
ト

第1回～第4回

大阪市北区連携事業 One Greenみどりの回廊作り
場所：うめきた2期区域、大阪市北区茶屋町（旧能勢街道）周辺、ヘップファイブ、ヘップナビオ周辺



事例紹介： 歩き安い、歩いて楽しい街梅田 （植物による変化を）

One Greenプロジェクト

→果樹によるみどりの回廊つくり

おどろきと感動

大阪梅田
MBS

うめきた2期

【コトつくり】

JR大阪駅

地図提供：梅田地区エリアマネジメント実践連絡会

連携団体：
大阪市
大阪市北区
大阪府警察
梅田エリアマネジメント



→レモンの樹によるみどりの回廊つくり



Q5.レモンの樹による都市緑化
を支援したい。約8割

来阪者コメント（一部）
梅田はレモンが有名な街だったんで
すね。

企業コメント（一部）
レモンメニューを提供したい。

豊かな気持

ちになる

23人

風景に驚く

18人

楽しい

14人
元気が出る

10人

ほっとする

9人

また見に来る

7人

写真を撮る

6人

SNSで発信

5人

食欲が向上

4人

安心

4人

感激

4人

無回答

2人

不安・不快

0人

Q3. 街中のレモンの樹を見てどう感じるか？

＊一部抜粋

アンケート調査 「居心地の良く歩きたくなるまちなか」 ～みどりの視点から～

アンケート調査対象
男女10代～80代
50名



M
B
S

事例紹介： 歩きやすい、歩いて楽しい街梅田 （植物による変化＋歩く）

→みどりのサンタウォーク実施

大阪梅田 PRと費用捻出（参加費の一部を都市緑化に活用）

うめきた2期

【コトつくり】



一般社団法人テラプロジェクト

One Greenうめきたみどりの回廊作り事業
「植育」イベント みどりのサンタウォークプログラム
12月4日（日）09：15～15：00

みどりのサンタウォークによる
都市緑化資料（大阪梅田）

【コトつくり】



植木鉢の多機能化PJ： 画像解析による植栽管理他
→産学連携コンソーシアム

【もの・コトつくり】新しいニ-ズ①

新しいニーズ② 緑化の取組を評価する評価基準つくりPJ
→産学連携コンソーシアム

みどり版ミシュラン

＊売り上げの一部を
地域貢献に活用する
仕組み作り



事例紹介②

みどり（自然）をテーマにした体験型学習旅行

都市と地方を体験でつなぐ

【コトつくり】



都市部の児童が地方で学ぶ郊外型学習旅行

事例紹介： ニンジャに学ぶ里山学校 （大阪～三重）

協力：
丸柱地域まちづくり協議会
いがふるさと農協
甲賀市くすり学習館

＊参加費の一部で里山保全

みどり（自然）を通じて「植・食、健康」を学ぶ・体験する事で、
発想の豊かさを育むプログラム

【コトつくり】



郊外型体験教室「こどもニンジャ里山学校～稲刈り体験の巻～」 （大阪・三重）
2020年10月3日、参加者41名（お米の生産地で稲刈り体験）



郊外型体験教室「こどもニンジャ里山学校～稲刈り体験の巻～」
2020年10月3日、参加者41名（収穫したお米でランチ会）



郊外型体験教室「こどもニンジャ里山学校～稲刈り体験の巻～」
2020年10月3日、参加者41名（地元の児童たちとの交流会）



郊外型体験教室
夏休み自由研究旅行（大阪・三重）
８月１日「こどもニンジャ里山学校～稲のお花見と兵糧丸作りの巻～」

伊賀市農村の空き家利活用（空き家再生等推進事業補助金）事業として整備された里山かがく学院



郊外型体験教室
夏休み自由研究旅行（大阪・三重）
「こどもニンジャ里山学校～稲のお花見と兵糧丸作りの巻～」



郊外型体験教室
夏休み自由研究旅行（大阪・三重）
「こどもニンジャ里山学校～稲のお花見と兵糧丸作りの巻～」



事例紹介：

みどり（自然）をテーマにした体験型学習旅行

都市と地方を体験でつなぐ

【コトつくり】

都市部の児童

みどり（自然）を通じて、
発想の豊かさや
生きるチカラを育む

地元の児童

交流 地元を知り、自信をもって、
伝えることができるチカラを育む

地方創生のベースつくり



みどりで
QOLの向上

One Green プロジェクト

緑化
（都市・地方）

商品開発
（社会貢献型）

啓発活動
（シンポジウム・
イベント）

教育
（植育）

まちつくり

個人と社会関係の領域



④ One Green プロジェクト

みどりの優位性を活用し、QOL向上に必要な新しいニーズを掘り起こし、産業化するため
の産学官連携システムの構築と運用を行う。

都市と地方の交流に資する新しいニーズを共有し、産業化するための産学官連携支援とプロ
ジェクトつくりを行い、生活環境にみどりの素晴らしさを取り入れることでQOL向上を目指す。

活動内容

1 【Green Hospitality Osaka シンポジウム】

「みどりのイノベーション推進会議」（（公財）大阪観光局・（一社）テラプロ

ジェクト共催）が主催するシンポジウムを開催、様々な主体者によるOne Green

活動の取組み事例の発表を通して、新たな植・食文化 “みどりでおもてなし文化”

関連の産業化モデルを大阪から世界に発信する。

〈時期〉2021年11月19日（金）（予定）

〈場所〉大阪及びWEB

〈実施主体〉日本みどりのプロジェクト推進協議会

（公財）大阪観光局 （一社）テラプロジェクト

2 【One Green プロジェクト分科会（複数回開催）】

QOL向上のために、「植・食、健康分野の新しいニーズの掘り起こしと産業化」を

テーマにした新しい時代の産学官連携モデルのイメージを共有することで、これま

でのみどりの産業化の課題整理と具体的なアクションプラン構築を行う。

〈時期〉2021年12月～（予定）

〈場所〉大阪及びWEB

〈実施主体〉日本みどりのプロジェクト推進協議会

（一社）テラプロジェクト

3 各団体におけるOne Green プロジェクトへの取り組みを促進するために、事業へ

の後援やホームページでの情報発信を行うとともに、より効果的な取り組みとなる

よう、事務局にて各取り組みのマッチングをコーディネートする。

プロジェクトのご紹介（令和3年度）

産業化モデルの一例
みどり版ミシュランの発行
（みどり化の評価基準作り）

果樹による都市部でのみどりの回廊作り

みどりをテーマにしたコトつくり



ご清聴ありがとうございました。

One Greenプロジェクト部会のお問合せ

一般社団法人テラプロジェクト
担当： 峯平 慎哉
E-mail:  minehira@thera-projects.com

mailto:minehira@thera-projects.com

