
柱１．情報基盤の充実と連携の強化
概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課

関係各部局の連絡会議を構成し、各部局の環境教育情報の一元化を図るとともに各部局間
の連携を密にした環境教育の推進に取り組む。

随時 府職員
環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

企業やＮＧＯ／ＮＰＯ、民間団体、行政などが保有する環境資源に関する情報をデータベース
化し、子供から大人まで幅広い人が、府内の環境資源を利用して積極的に環境活動に取り
組んでいただくためのポータルサイトを運営する。

通年 府民
http://www.pref.osaka.l
g.jp/chikyukankyo/ecoa
la_top/

環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

ＩＳＯ認証取得により全庁的に構築された環境マネジメントシステムを活用し、大阪府庁内の
環境配慮の取り組みを充実・強化する。

通年 府職員 庁内
http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/jigyotoppa
ge/osakafu_ems.html

環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

都市、生活型公害や地球環境問題など、社会経済システムやライフスタイルに起因する今日
の環境問題を解決するため、府民、事業者、行政がそれぞれの立場に応じて豊かな環境の
保全と創造に資する自主的な活動に主体的に取り組むため設置。
府民会議の基本理念に基づき、構成団体が共通認識のもとに特に取り組むべき課題として
の共通テーマと具体的な重点行動を設定して取り組みを進めている。
また、府民会議に関係する環境情報を会員で共有するためのメールマガジンを月１回配信。

随時
府民、事業者、
行政

府内
http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/room/inde
x.html

環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

大阪の環境に関する情報のポータルサイトとして、「おおさかの環境ホームページ エコギャラ
リー」を開設。また、環境等イベント情報をお知らせするため、「大阪府環境農林水産イベント
情報配信サービス」を配信。
最近の大阪の環境に関するイベント情報、水質・大気等の環境モニタリング結果、環境審議
会の審議内容、環境白書、条例・計画の情報等、幅広い環境情報について、ホームページ上
に速やかに公表するなど積極的に発信することで、府民・事業者・地域団体・NPO等の環境
保全活動の促進を図る。

通年 府民
http://www.pref.osaka.lg.jp
/kannosuisoken/ecogaller
y/

環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

研究所の組織や施設、研究等の情報を提供するホームページ 通年 府民  
http://www.kannousuiken
-osaka.or.jp/

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所

ゼロエミッション車であるＥV・ＦＣＶの普及拡大に関する取組みを一体的に推進していくため、
おおさかＦＣＶ推進会議と大阪ＥＶアクション協議会を大阪次世代自動車普及推進協議会とし
て平成28年1月に再編（事務局：大阪府）。EV・FCVの普及拡大やインフラの拡充、水素に関
する社会環境の醸成などに取り組む。

通年 府民、事業者等
http://www.pref.osaka.l
g.jp/energy/jisedaikyo/i
ndex.html

商工労働部
成長産業振興室新エネルギー
産業課
※現：産業創造課

各種資料を収集し、専門資料ｺｰﾅｰで閲覧に供する他、ホームページにより情報を提供する。 通年 府民・各種団体 消費生活センター
https://www.pref.osaka.lg.j
p/shouhi/

府民文化部 消費生活センター

 大阪府及び（一社）大阪府建築士事務所協会等の７団体で構成。
府民が自らの住まいやまちに対する関心と理解を深め、自らに合った住まいを選択するととも
に、住まい・まちづくりの担い手として主体的に取り組むことができるよう小学校等への出前講
座などを実施。出前講座のメニューとして、防災やバリアフリー、快適な住まいなどを取り上げ
ている。

23回開催（6月
から翌年2月ま
で）

小学生、教師 府内小中学校
http://www.oaaf.or.jp/dem
ae/

都市整備部 居住企画課

府民・事業者・行政がそれぞれの役割を認識し、お互いに協力しながら、美しい景観づくりの
活動を府民みんなの運動として進めて行くため設立。
景観条例第７条に基づく、市町村並びに府民、及び事業者並びにこれらの者の組織する民間
の団体との協働による景観形成を推進するための体制として位置づけている。

景観づくりの研修会等の開催
「景観サポーター」の募集
平成６年１２月設置

１回開催（３月）
府民・事業者・
行政

３月に総会を書面開催し
た。

https://www.pref.osaka.
lg.jp/kenshi_kikaku/keik
an-
ustukushii/suishinkaigi.h
tml

都市整備部 建築環境課

建設リサイクル法の届出事務等を行う大阪府及び17市で構成。建設リサイクルの推進のた
めの情報交換を行うとともに啓発・普及事業等において相互連携を図る。

３回開催（５月、
10月、３月）

行政
新型コロナウィルス感染症
の感染拡大防止のため書
面開催を行った。

－ 都市整備部 建築指導室

大 阪 府 に お け る 環 境 教 育 施 策 一 覧 （令和３年度分）

大阪次世代自動車普及推進協議会

消費生活情報収集提供・展示

大阪府の環境情報の発信

（地独）大阪府立環境農林水産総合
研究所ホームページ

大阪府住まい・まちづくり教育普及
協議会

大阪美しい景観づくり推進会議

大阪府内建築行政連絡協議会
（建設リサイクル部会）

分野・名称・事業名

環境教育庁内連絡会議

総合環境資源情報ポータルサイト
「エコあらかると」の運営

大阪府庁内の環境配慮の取り組み

豊かな環境づくり大阪府民会議
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概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課分野・名称・事業名

建設リサイクル法の届出事務等を行う大阪府及び近畿の府県市で構成。建設リサイクルの
推進のための情報交換を行うとともに啓発・普及事業等において相互連携を図る。

３回開催（8月、
12月、３月）

行政
新型コロナウィルス感染症
の感染拡大防止のため書
面及びWeb開催を行った。

－ 都市整備部 建築指導室
近畿建築行政会議
（建設リサイクル部会）
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柱２．人材育成・人材活用

概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第37条に基づき、市町村及び地元ＮＰＯ等と協働し
ながら、地球温暖化防止について住民への理解を深め、情報の提供や啓発活動、また住民
への助言などを行う、大阪府地球温暖化防止活動推進員を委嘱。

通年（委嘱は２
年間）

府民 府内各所
http://www.pref.osaka.l
g.jp/eneseisaku/suishin
ninn/index.html

環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

大学等で環境活動に取り組む学生団体をはじめ、環境活動をキーワードに集まった様々な大
学に所属する学生同士の交流や、府民会議構成団体やその構成員との協働活動の創出を
図るため、環境をテーマにしたワークショップを開催する。

通年 大学生 府内各所
http://www.pref.osaka.l
g.jp/chikyukankyo/room
/ecochalle.html

環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

府民の森で実施するイベントの指導や自然情報の収集、府民の森内の標識設置等を行うボ
ランティアを育成する。

随時
大学生・社会人
等

https://www.japan-
parkranger.com/

環境農林水産
部

みどり推進室みどり企画課
（一財）大阪府みどり公社

生物多様性をたくさんの人にお伝えするため、センターが実施するさまざまなイベントなどに
ご協力いただける方を対象とする市民ボランティアの登録制度

6月27日
7月31日
10月24日
12月19日

府民
（地独）大阪府立環境農林
水産総合研究所生物多様
性センター

http://www.kannousuiken
-
osaka.or.jp/biodiv/gyoumu
/staff.html

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所生物多様性セン
ター

緑化ボランティア団体や施設管理者、府市町村職員等を対象とした緑化技術研修会を開催
し、地域の緑化団体や緑地管理者等を育成する。

６月30日
10月1日
オンライン配信

府市町村行政、
学校関係者・各
種団体

（地独）大阪府立環境農林
水産総合研究所

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所生物多様性セン
ター

泉佐野丘陵緑地の公園づくりに大阪府のパートナーとしてボランティアに参加いただくため、
養成講座を開催し、パークレンジャーを養成する。

９月～11月（５
回）

府民（18歳以
上）

泉佐野丘陵緑地
http://izumisano-
kyuryo.jp/

都市整備部 公園課
泉佐野丘陵緑地パークレンジャー養
成

学生エコチャレンジミーティング

大 阪 府 に お け る 環 境 教 育 施 策 一 覧 （令和３年度分）

分野・名称・事業名

地球温暖化防止活動推進員

府民の森パークレンジャーの育成

緑化技術研修会の開催

生物多様性センターサポートスタッ
フ育成講習
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柱３．場の提供・学習機会の提供

 （１）場の提供

施設名 施設概要 事業例・実施年度 所在地（最寄り駅） 問合せ 備考 URL 部局 室課・関係機関

堺第７－３区
（共生の森づくり
事業）

臨海部の廃棄物処分場で
ある「堺第７－３区」（対象
面積100ha）において、府
民やNPO等多様な主体と
の協働により、自然の力
を活かしながら森林、ビオ
トープ空間等の自然環境
を創出・再生するととも
に、環境学習の場や自然
とのふれあいの場として
の活用を図っている。

・NPO等による森づくり活動
・府民参加による草刈イベント、自然観察イベント、植樹イベント

堺市西区築港新
町(南海本線石津
川駅）

みどり推進室
みどり企画課
06-6210-9557

http://www.pref.osaka.lg.j
p/midori/midori/kyousei.h
tml

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

本山寺
（モミ、ツガ、カシ類などの
すぐれた天然林を有する
地域を指定。なお、本地
域は、植物の種類でも淀
川北部の山地では随一と
いってよいほど豊富。）

・ハイキング、自然観察、森林浴等

高槻市大字原
（JR高槻駅北口
から市営バス「神
峰山口」下車、徒
歩約6km）

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

意賀美神社
（コジイを主とする府下有
数の暖地性照葉樹林。地
域内には樹高17ｍにも及
ぶホルトノキも存在す
る。）

・ハイキング、自然観察、森林浴等

岸和田市土生滝
町（JR東岸和田
駅から南海ウイン
グバス「宮の台」
下車）

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

美具久留御魂神社
（樹齢200年前後のコジイ
をはじめ、ナナメノキ、アラ
カシ、サカキがみられる典
型的なシイ林。）

・ハイキング、自然観察、森林浴等
富田林市宮町（近
鉄喜志駅から徒
歩約1km）

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

妙見山
（府内では珍しいブナ林を
有する地域を指定。なお、
本地域は鳥類82種類が
確認されているほかオオ
サンショウウオやカジカガ
エルが生息する自然生態
系の豊かな地域でもあ
る。）

・ハイキング、自然観察、森林浴等

能勢町野間中（能
勢電鉄妙見口か
らバスまたは徒
歩）

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

若山神社
（コジイを優先種とする極
相状況に近い社叢林を指
定。なお、シイ林の周囲を
シラカシが取り巻く状況
は、シイ林とカシ林が棲み
分けた結果と考えられ、
学術的に貴重な地域でも
ある。）

・ハイキング、自然観察、森林浴等

島本町大字広瀬
（阪急水無瀬駅か
ら阪急バス「若山
台センター」下
車、徒歩約30分）

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

大 阪 府 に お け る 環 境 教 育 施 策 一 覧 （令和３年度分）

みどり推進室
みどり企画課
06-6210-9557

http://www.pref.osaka.lg.j
p/midori/midori/sizen.htm

l

大阪府自然環境
保全地域
（本山寺、意賀
美神社、美具久
留御魂神社、若
山神社、妙見
山）
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施設名 施設概要 事業例・実施年度 所在地（最寄り駅） 問合せ 備考 URL 部局 室課・関係機関

三草山
（府内で珍しいナラガシワ
を含む樹林を有する。ま
た、日本の分布の東限に
あたるヒロオビミドリシジミ
など、日本に生息するミド
リシジミ類２４種のうち１０
種が生息し学術上貴重。）

・ハイキング、自然観察、森林浴等

能勢町上杉、長
谷
（能勢電鉄山下駅
から阪急バス「森
上」下車、徒歩約
60分）

みどり推進室みどり企画
課
06-6210-9557

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

地黄湿地
（約１haの自然度の高い
湿地にサギソウ、トキソ
ウ、モリアオガエル等、府
内でも生育、生息地が限
定される生き物を始め、多
様な動植物が、生育、生
息していることで貴重）

・ハイキング、自然観察、森林浴等
能勢町地黄
（能勢電鉄山下駅
より車で約30分）

指定区域内は、湿地保全
のため、立入りを制限して
いる。

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

二上山・万葉の
森

二上山雌岳を中心に万葉
人の心に触れる自然レク
リエーション施設
〔施設〕万葉広場、雌岳頂
上広場、古代池周辺広場
園路等25ha

史跡めぐり、自然観察会、ハイキング、森林浴等

太子町山田
（近鉄南大阪線上
ノ太子駅から金剛
バス六枚橋下車
徒歩約40分）

南河内農と緑
の総合事務所・
森林課
0721-25-1131

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

岩湧の森

岩湧山麓の豊かな自然と
歴史性を活用した森林公
園
〔施設〕ハイキングコース
(6ルート）、芝生広場、しゃ
くなげ園、野草園、四季彩
館（休憩案内所）等

○自然解説員を配置
・自然観察会、林業体験、炭焼き体験、探鳥会、ハイキング、森林浴等

河内長野市加賀
田
（南海高野線・近
鉄長野線河内長
野駅から南海バ
ス神納下車徒歩
80分）

四季彩館
0721-63-5986

四季彩館休館日：月曜日
（祝日の場合は翌日）・年
末年始
開館時間：10時から16時
30分まで

https://www.city.kawac
hinagano.lg.jp/site/shiki
/

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

弘川寺歴史と文
化の森

西行法師終焉の地として
知られる弘川寺周辺の森
林公園
〔施設〕遊歩道､駐車場等

史跡めぐり､自然観察会、ハイキング、森林浴等

河南町弘川
（近鉄長野線富田
林駅から金剛バ
ス河内下車徒歩5
分）

南河内農と緑
の総合事務所・
森林課
0721-25-1131

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

高尾山創造の森

林業体験や自然観察、古
墳めぐりなど、森林や林
業､地域の歴史文化に親
しめる森林利用拠点

古墳めぐり､自然観察会等（河内地区の古墳が見渡せます）
柏原市大県
（近鉄大阪線堅下
駅徒歩15分）

中部農と緑の
総合事務所・森
林課
072-994-1515

http://www.city.kashiwa
ra.osaka.jp/docs/20140
60500026/

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

エキスポ '90み
のお記念の森

花と緑の博覧会を記念し
た自然とふれあう森林公
園
〔施設〕花の谷（野草園）、
赤ちゃんの森、木製展望
塔、芝生広場等

・ハイキング、自然観察会、探鳥会、野草観察等

箕面市（明治の森
箕面国定公園内）
（阪急箕面駅から
徒歩2時間)

北部農と緑の
総合事務所・森
林課
072-627-1121

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

21世紀の森（能
勢の郷）

鳥のさえずりや虫の声、
花の香りを感じながら、ゆ
たかな自然とふれえる森
林公園

・ハイキング、自然観察、森林浴等

能勢町山辺
（能勢電鉄山下駅
から阪急バス「能
勢の郷」行き40
分）

北部農と緑の
総合事務所・森
林課
072-627-1121

休園日：水曜日、年末年
始（12月29日～1月3日）
利用時間：午前9時から午
後5時まで

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

金剛生駒紀泉国
定公園内の園地

本部事務所
072-988-4184

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

http://www.pref.osaka.lg.j
p/midori/midori/sizen.htm
l

自然の風景地と親しむ場を提供。
○季節を通じてネイチャーイベントを実施
○府民の森パークレンジャーの育成
○自然学習、森林学習等

大阪府緑地環境
保全地域

【柱３．(1)場の提供】5/31
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施設名 施設概要 事業例・実施年度 所在地（最寄り駅） 問合せ 備考 URL 部局 室課・関係機関

〔くろんど園地〕
日帰り炊さん場、遊歩道
等
※1

ハイキング、自然観察会、探鳥会、バーベキュー、森林浴

交野市
（京阪交野線私市
駅からハイキング
コースを徒歩約50
分）

《現地問合せ》
072-891-4488

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

〔ほしだ園地〕
吊橋（日本有数の規模）、
クライミングウォール（国
体使用）、遊歩道、芝生広
場休憩所等
※1

フリークライミング、ハイキング、自然観察会、探鳥会、吊橋からの樹冠観察

交野市
（京阪交野線私市
駅からハイキング
コースを徒歩約40
分）

《現地問合せ》
072-891-0110

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

〔緑の文化園・むろいけ園
地〕
憩所等
（水辺自然園）森の工作
館、野鳥観察棟、湿性花
園、生き物観察園
（森の宝島)木製アスレ
チック、芝生広場等
※1

自然観察会、探鳥会、アスレチック、水辺湿生植物観察、木工体験、ハイキング、森林浴

四條畷市
（ＪＲ学研都市線
四条畷駅から徒
歩約60分又はコ
ミュニティバス逢
阪下車徒歩約10
分。土日は「緑の
文化園」バス停）

《現地問合せ》
園地案内所
072-879-6362

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

〔くさか園地〕
遊歩道、芝生広場休憩所
等

大阪平野パノラマハイキング、自然観察会、探鳥会、森林浴

東大阪市
（近鉄奈良線石切
駅からハイキング
コースを徒歩約60
分）

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

〔ぬかた園地〕
遊歩道、芝生広場休憩
所、あじさい園（世界のあ
じさい）、野草園
※１

大阪平野パノラマハイキング、自然観察会、野草観察、探鳥会、森林浴

東大阪市
（近鉄奈良線額田
駅からハイキング
コースを徒歩約80
分)

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

〔なるかわ園地〕
らくらく登山道※2、万葉植
物展示園、ふるさと植物
展示園、森のレストハウ
ス、ぼくらの広場（大阪平
野が一望できます）等※1

大阪平野パノラマハイキング、自然観察会、探鳥会、森林浴、山野草観察

東大阪市
（近鉄奈良線牧岡
駅からハイキング
コースを徒歩約60
分）
※3らくらく登山道
へは近鉄奈良線
瓢箪山駅から徒
歩約30分

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

〔みずのみ園地〕
遊歩道、芝生展望広場休
憩所、水呑地蔵尊

大阪平野パノラマハイキング、自然観察会、探鳥会、森林浴

八尾市
（近鉄奈良線服部
川駅からハイキン
グコースを徒歩約
70分）

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

《現地問合せ》
らくらくセンター
ハウス

072-988-4184

施設休館日：年末年始

※1  施設には身障者トイ
レあり

※2  なるかわ園地らくらく
登山道：スロープ・視覚障
害者用案内板あり

http://o-
wonderforest.com/

府民の森

【柱３．(1)場の提供】6/31



施設名 施設概要 事業例・実施年度 所在地（最寄り駅） 問合せ 備考 URL 部局 室課・関係機関

［ちはや園地］
キャンプ場、展望台（大峰
山系､淡路島、関西国際
空港､明石海峡大橋が見
えます）

天体観察会、自然観察会、探鳥会、高山植物観察、キャンプ、ハイキング、森林浴

千早赤阪村
（近鉄富田林駅又
は近鉄・南海河内
長野駅からバス
でロープウェイ前
下車。ハイキング
コースを徒歩約60
分）

《現地問合せ》
ちはや星と自
然のミュージア
ム
0721-74-0056

施設休館日：火曜日（祝
日の場合は翌日）・年末
年始

※ 施設には身障者トイレ
あり

http://osaka-
midori.jp/mori/

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

［ほりご園地］
（里山の自然学校「紀泉
わいわい村」）
 環境と共生していた里山
のくらしを再現し、ＮＰＯ等
との連携を図りながら、生
活体験や自然体験を通
じ、人材育成等にも努め
る自然環境学習などの拠
点施設。
 宿泊棟10棟、キャンプ場
14サイト、体験フィールド
（田畑、山林など）等。
 ＊宿泊棟（大）には囲炉
裏、へっつい、五右衛門
風呂が完備。

〇自然体験型プログラム
自然ふれあいスクール、自然体験活動（キャンプ、ディキャンプ、フィールドゲーム、自然観
察、ネイチャートレッキング、クラフト）など。
〇里山生活体験型プログラム
里山の自然観察会、里山生活体験活動（季節あそび、農作業体験）など学校団体の郊外学
習、社会教育団体の課外活動とキャンプ。

泉南市進達葛畑
地内
（阪和自動車道泉
南インターから10
分。ＪＲ阪和線和
泉砂川駅、南海
本線樽井駅から、
南海バス又はコ
ミュニティバス童
子畑（わらづば
た）下車徒歩60
分）

紀泉わいわい
村
072-485-0661

http://www.osakaymca.
or.jp/outdoor/kisenwai
waimura/index.html

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

箕面ビジターセ
ンター

明治の森箕面国定公園
内の公園施設
〔施設〕ビジターセンター
（展示室・講義室）、自然
研究路

・自然観察会等（月１回程度）
・箕面の地形･地質･動植物に関する展示

箕面市（明治の森
箕面国定公園内）
（阪急箕面線箕面
駅下車徒歩約60
分）

箕面ビジターセ
ンター
072-723-0649

休館日：火曜日（祝日の
場合は翌日）､年末年始
講義室は自然観察会など
で利用可（無料）

https://yama-
nami.net/minoh-visitor/

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

府立花の文化園

花についての総合的な理
解を深める拠点植物園。
〔施設〕面積約１0ha
花壇、大温室、ﾊﾞﾗ園、 ぼ
たん園、梅園、あじさい
園、もみじ谷、花の工房、
ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ、花時計

○世界の珍しい花々が一年中楽しめる施設
○府民の花「さくらそう」、「うめ」の収集・展示
○押し花や草花の育て方など花に関する各種体験講座等
○噴水池の雨水を植物の散水に利用するための設備や雨水タンクを設置するなど、花を通
じて環境問題に親しめる場を府民に提供する。
○府内で絶滅が危惧される植物、希少植物などの保全に向けた取組推進。

河内長野市高向
（南海高野線・近
鉄長野線河内長
野駅からバスで
奥河内くろまろの
郷下車徒歩10
分、上高向下車
徒歩15分）

(0721)63-8739

開園時間：３月～９月は
9:30～17:00(入園は16:00
まで) ２月、１０月、１１月
は10:00～17:00（入園は
16:00まで） １２月、１月は
10:00～16:00（入園は
15:00まで）
休園日：月曜日（祝日と重
なる時はその翌日)、年末
年始（12月28日～1月4
日）
入園料：大人５５０円、高
校生２３０円、（団体割引
あり）。中学生以下無料。
年間入園パスポート２，３
００円

https://gfc-osaka.com/ 環境農林水産部 農政室推進課

環境農林水産部 農政室整備課

環境農林水産部 農政室整備課

堺市土塔町・土師
町
（泉北高速深井
駅）

環境農林水産部 農政室整備課

羽曳野市伊賀5
（近鉄高鷲駅）

環境農林水産部 農政室整備課

◆「オアシス構想」
 ｢ため池｣を農業用施設として活用しつつ、都市空間に”やすらぎ”と”うるおい”を与え、魅力ある地域を構成する貴重な環境資源として総
合的に整備し、府民とともに快適な地域環境づくりを進める。
●構想の理念
《水と緑に包まれたオアシス－共園文化の創造》
｢ため池」のさまざまな恩恵を享受している地域社会が、地域共有の貴重な資源であるため池を、地域住民と行政が一体となってともに保
全・活用し、都市と自然の共生する水と緑に包まれた“都市のオアシス”を府内一円に広げることにより、新たな視点に立った環境

整備完了地区

〔菰池〕浚渫、多目的広場、修景護岸、遊歩道、せせらぎ水路、水質保全施設 等

〔伊賀今池〕浚渫、多目的広場、修景護岸、遊歩道、水質保全施設 等

【柱３．(1)場の提供】7/31
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施設名 施設概要 事業例・実施年度 所在地（最寄り駅） 問合せ 備考 URL 部局 室課・関係機関

高槻市津之江北
町
（JR高槻駅）

環境農林水産部 農政室整備課

富田林市粟ヶ池
町
（近鉄喜志駅）

環境農林水産部 農政室整備課

河南町白木
（近鉄富田林駅）

環境農林水産部 農政室整備課

摂津市千里丘
（JR岸部駅･千里
丘駅）

環境農林水産部 農政室整備課

和泉市下宮町
（泉北高速光明
池･和泉中央駅）

環境農林水産部 農政室整備課

箕面市新稲2
（阪急箕面駅）

環境農林水産部 農政室整備課

泉佐野市市場南3
（JR日根野駅）

環境農林水産部 農政室整備課

岸和田市三田町
（JR久米田駅）

環境農林水産部 農政室整備課

美原町菅生・青南
台
（南海狭山駅）

環境農林水産部 農政室整備課

柏原市雁多尾畑
（JR高井田駅）

環境農林水産部 農政室整備課

枚方市津田元町4
（JR津田駅）

環境農林水産部 農政室整備課

高槻市西五百住
町
（阪急富田駅）

環境農林水産部 農政室整備課

松原市柴垣1
（近鉄河内松原
駅）

環境農林水産部 農政室整備課

和泉市和田町
（泉北高速光明池
駅）

環境農林水産部 農政室整備課

泉佐野市上之郷
（JR長滝駅）

環境農林水産部 農政室整備課

八尾市大字恩智
（近鉄法善寺駅）

環境農林水産部 農政室整備課

〔大細利池〕浚渫、親水広場、遊歩道、野鳥観察台、水質保全施設 等

〔清水池〕浚渫、多目的広場、親水護岸、遊歩道、水質保全施設 等

〔上善能池〕浚渫、遊歩道、多目的広場 等

〔狭間池〕浚渫、親水広場、親水護岸、遊歩道 等

06-6210-9591

〔鯉野池〕浚渫、遊歩道、多目的広場、水生植物、水質保全施設 等

〔市場池〕多目的広場、親水護岸、遊歩道、じゃぶじゃぶ池、地下水取水設備、消防採水設備 等

〔畑大池〕浚渫、親水広場、親水護岸、遊歩道 等

〔光明池〕多目的広場、親水護岸、遊歩道 等

｢オアシス構想
推進事業」整備

地区

〔寺田池〕浚渫、遊歩道、親水護岸、水質保全施設 等

〔粟ヶ池〕多目的広場、親水護岸、遊歩道、水質保全 等

〔小寺池〕浚渫、親水広場、遊歩道、親水護岸、水質保全施設 等

〔新稲三池〕浚渫、遊歩道、水質保全施設 等

〔地蔵池〕修景護岸、遊歩道、水生植物園、せせらぎ水路、水質保全施設 等

〔恩智惣池〕多目的広場、修景護岸、遊歩道、水生植物、水質保全施設 等

〔河原田池〕遊歩道、多目的広場、水質保全施設、せせらぎ水路 等

〔泉佐野南部〕浚渫、親水広場、親水護岸、遊歩道 等

【柱３．(1)場の提供】8/31
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堺市上
（JR鳳駅）

環境農林水産部 農政室整備課

岸和田市池尻町
他
（JR久米田駅）

環境農林水産部 農政室整備課

四条畷市下田原
他
（近鉄生駒駅）

環境農林水産部 農政室整備課

羽曳野市はびき
の
（近鉄古市駅）

環境農林水産部 農政室整備課

高槻市安満北の
町
（JR高槻駅）

環境農林水産部 農政室整備課

和泉市三林町
（泉北高速光明池
駅）

環境農林水産部 農政室整備課

大阪狭山市池之
原
（南海狭山駅）

環境農林水産部 農政室整備課

枚方市長尾元町
（JR長尾駅）

環境農林水産部 農政室整備課

和泉市黒石町
（泉北高速光明池
駅）

環境農林水産部 農政室整備課

泉南市信達岡中
他
（JR和泉砂川・和
泉鳥取駅）

環境農林水産部 農政室整備課

太子町春日 他
（近鉄上ノ太子
駅）

環境農林水産部 農政室整備課

堺市豊田
（泉北高速光明池
駅）

環境農林水産部 農政室整備課

熊取町長池 他
（JR熊取駅）

環境農林水産部 農政室整備課

堺市上之
（泉北高速泉ケ丘
駅）

環境農林水産部 農政室整備課

堺市金岡町
（南海白鷺駅）

環境農林水産部 農政室整備課

泉南市
(JR新家駅）

環境農林水産部 農政室整備課

〔熊取〕弘法池、長池、弥沢池、長池下池、青池、皿谷池、寺池、東谷池、別所池、和田新池、浚渫、多目的広場、修景
護岸、遊歩道、水生植物、市民農園、水質保全施設 等

〔中之池〕親水広場、修景護岸、遊歩道、水質保全施設 等

〔午池〕親水広場、親水護岸、遊歩道等

〔狭山副池〕浚渫、親水広場、親水護岸、遊歩道、水生植物、せせらぎ水路、湿生園地、水質保全施設 等

〔上野上池〕浚渫、多目的広場、遊歩道等

〔トンボ池〕親水護岸、遊歩道等

〔黒石〕親水広場、親水護岸、遊歩道等

〔久米田池〕浚渫、多目的広場、修景・親水護岸、遊歩道、水質保全施設 等

〔太子〕中之芝池、北新池、上之池、春日新池、南新池、豊備池、後屋池、浚渫、親水広場、遊歩道 等

〔下印池〕親水広場、親水護岸、遊歩道 等

〔金岡〕長池、菅池、森池、堂ヶ池、寺池、浚渫、親水広場、遊歩道、防災対策（防災用水・緊急車両進入路）、市民農園
等

〔堺南部〕ビオトープ、野鳥観測塀、水質保全施設 等

〔安満新池〕地域防災オアシス、多目的広場、修景護岸等

〔三林〕青池、中ノ池、二ツ池、勝江池、三林長池、今池、浚渫、多目的広場、修景護岸、遊歩道、水生植物、水質保全
施設 等

〔泉南〕座頭池、本田池、君ヶ池、新池、道光寺池、双子池、真宮池、鬼木池、石谷水路、修景護岸、遊歩道
｢オアシス構想
推進事業」整備

地区

〔下田原〕ビオトープ、遊歩道、せせらぎ水路、緑化護岸、環境学習エリア 等
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池田市
(阪急石橋駅）

環境農林水産部 農政室整備課

泉南郡熊取町野
田
（JR熊取駅）

環境農林水産部 農政室整備課

環境農林水産部 農政室整備課

環境農林水産部 農政室整備課

東大阪市古箕輪
他
（近鉄吉田駅）

環境農林水産部 農政室整備課

高槻市津之江町
他
（阪急富田駅）

環境農林水産部 農政室整備課

八尾市・東大阪市
（JR志紀・八尾
駅）（近鉄久宝寺
口・弥刀・長瀬
駅、河内小阪駅）

環境農林水産部 農政室整備課

東大阪市中鴻池
町 他
（JR鴻池新田駅）

環境農林水産部 農政室整備課

環境農林水産部 農政室整備課

八尾市
（JR志紀駅）
（近鉄恩智・高安・
河内山本駅）

環境農林水産部 農政室整備課

環境農林水産部 農政室整備課

環境農林水産部 農政室整備課

茨木市
（阪急茨木市駅）

環境農林水産部 農政室整備課

摂津市
（阪急正雀駅）

環境農林水産部 農政室整備課

茨木市・高槻市・
摂津市
（阪急茨木市駅

環境農林水産部 農政室整備課

高槻市
（阪急高槻市駅）

環境農林水産部 農政室整備課

高槻市 三箇牧
（阪急茨木市駅）

環境農林水産部 農政室整備課

環境農林水産部 農政室整備課

高槻市 三箇牧
（阪急茨木市駅）

環境農林水産部 農政室整備課

愛鳥モデル校

 学校教育を通じて自然
環境の保全や野生鳥獣
保護思想の普及啓発を図
る。
・大阪青凌中学校

・校内での愛鳥思想の普及啓発
・野鳥観察
・愛鳥週間用ポスターの作成
・府からの活動支援（指導員の派遣、活動物資の貸し出し）  等

府内中学校（左記
１校）

06-6210-9619
http://www.pref.osaka.l
g.jp/doubutu/yaseidoub
utu/modelkou.html

環境農林水産部 動物愛護畜産課

06-6210-9591

〔番田下流部地区〕
修景護岸による水路改修、親水広場

〔番田地区〕（番田幹線用水路他 9水路）
修景護岸、多目的広場、遊歩道 等

〔明治水路地区〕（全長450ｍ）
修景護岸、遊歩道、花壇整備 等

06-6210-9591

〔中山池〕親水施設、遊歩道等

｢まちづくり水路
整備事業」整備
地区

〔東部排水路地区〕（全長３．３ｋｍ）
景観に配慮した水路整備、遊歩道 等

整備完了地区

整備中地区

網の目上に展開する農業用水路が持つ多面的機能を有効に活用し、安全で快適なまちづくりを進めるため、下記のような親水施設や防災
施設の整備を行う。

〔高槻東部地区〕（全長２．１km）
景観に配慮した水路整備、遊歩道、親水施設、水質浄化施設 等

〔十丁畷水路地区〕（全長1.3㎞）
修景護岸、遊歩道等

06-6210-9591

〔大原池〕親水施設、遊歩道等

〔津之江水路地区〕（全長0.8㎞）
せせらぎ水路、遊歩道、植栽 等

｢いきいき水路モ
デル事業」整備
地区

都市部における農業用水を活用した、水と緑あふれる快適な水辺環境づくりを目指し、水路の改修とあわせて親水施設、緑化など総合的な整備を行なう。

整備完了地区

〔六郷地区〕（全長0.3ｋｍ）
景観に配慮した水路整備

〔長瀬川地区〕（全長１２．２㎞）
景観に配慮した水路整備、遊歩道、植栽、洪水貯留施設、親水施設、水質浄化施設 等

〔玉串川地区〕（全長3.5㎞）
景観に配慮した水路整備

〔五個水路地区〕（全長3.7㎞）
景観に配慮した水路整備

整備中地区
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（地独）大阪府立
環境農林水産総
合研究所水産技
術センター（展示
研修施設）

栽培漁業、大阪湾の漁業
及び漁場環境等について
の普及啓発施設。
〔施設〕展示水槽、魚介類
標本、映像資料、大阪湾
の概要等の説明模型、種
苗の生産現場見学

一般府民、個人及び団体(100名程度まで）の見学申込みに対し職員による説明と案内を実
施

岬町多奈川
（南海本線多奈川
駅からみさきコ
ミュニティバス谷
川下車、徒歩約5
分)

072-495-5252

団体の場合は希望する日
の2週間前まで要申込。
開館時間：9:30～16:00
休館日：土日祝
多目的トイレあり

http://www.kannousuiken
-
osaka.or.jp/shisetsu/suisa
n/index.html

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所水産技術センター

（地独）大阪府立
環境農林水産総
合研究所生物多
様性センター
（淡水魚等の体
験学習・展示研
修施設）

生物多様性の保全のため
の調査研究を実施。
〔施設〕ビオトープ、室内展
示室、研修室

豊かな自然環境と全てのいのちが共生する社会を構築し、その多面的機能や恩恵をこれか
らも享受し続けるために、大阪の生物多様性の把握・評価・保全・普及や、持続可能な利用
に向けた調査研究に取り組んでいます。
・一般見学者受け入れ（年間4000～5000人）
・中学校職場体験の受け入れ
・市民団体との共催による環境学習イベントの実施

寝屋川市木屋元
町
（京阪本線香里園
駅）

072-833-2770

開館時間：9:00～17:00
休館日：土日祝
随時見学可
ただし、土日祝の場合、団
体については事前申込み
により見学可

http://www.kannousuiken
-osaka.or.jp/biodiv/

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所生物多様性セン
ター

少年自然の家

子どもたちが宿泊を伴う
団体生活及び野外活動等
を体験できる社会教育施
設
〔施設〕野外炊飯場 、キャ
ンプファイヤー場、研修
室、体育館、ふれあい研
修棟、クラフト室等
〔宿泊〕定員400 名（別に
テント 200 名）

○大自然の中でのびのびと活動し、学校や家庭で得がたい体験をすることにより、「生きる
力」、「豊かな心」を育む場として、各種自然観察、自然体験等が可能。
・野外炊飯、オリエンテーリング、ウォークラリー、ハイキング、ナイトハイキング、オリジナル
はがき作り、キャンプファイヤー、キャンドルファイヤー、ネイチャーレクリエーション、火おこし
体験、伝承遊び（こま回し、竹馬）、きもだめし、クラフト（焼き板、竹とんぼ等）、 ボランティア
活動、ディスクゴルフ、草花観察、昆虫採集、天体観察

貝塚市木積
（水間鉄道水間観
音駅からバスで
少年自然の家）

072-478-8331

事前申込必要
見学：要事前連絡
利用料金
■宿泊：児童･生徒(4歳～
小･中学生) \530
その他\1050
■日帰り：児童･生徒\160
その他\310
（AM１０時～PM8時）
その他必要経費等

詳しくはホームページを参
照下さい

身障者用ﾄｲﾚ風呂･スロー
プ･手すり・盲導鈴･点字タ
イル･案内盤あり

http://shizen.osaka-
yha.or.jp/

教育庁 地域教育振興課

弥生文化博物館

弥生時代及び泉州の歴史
と文化に関する資料を収
集・展示する博物館
〔施設〕常設・特別展示
室、ホール、セミナー室等

弥生文化に関する資料の収集、特別展・企画展の開催、講座、体験学習、ミュージアムコン
サート 等

和泉市池上町
（JR阪和線信太
山駅下車西約600
ｍ・南海本線松ノ
浜駅下車南東約
1500ｍ）

0725-46-2162

開館時間：9:30～17:00
休館日：毎週月曜日（その
日が祝日又は振替休日
の時は火曜日）
年末年始（12月28日～1
月4日）
入館料：
高大生・65歳以上 ：210
円
一般：310円
中学生以下・障害者等：
無料
特別展は別料金

身障者用トイレ･スロープ･
エレベーター・案内板あり

http://www.kanku-
city.or.jp/yayoi/

教育庁 文化財保護課
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近つ飛鳥博物館

古墳時代から飛鳥時代の
古代国家の成り立ちと国
際交流、近つ飛鳥の文化
に関する資料を収集・展
示する博物館。
〔施設〕常設・特別展示
室、ホール、無料コー
ナー、相談カウンター、図
書コーナー等

古墳時代から飛鳥時代に関する資料の収集、特別展・企画展の開催、講座、体験学習等

南河内郡河南町
東山
(近鉄長野線喜志
駅から金剛バス
近つ飛鳥博物館
前）

0721-93-8321

開館時間：9:45～17：00
（展示室への入館は10：
00から）
休館日：毎週月曜日（その
日が祝日又は振替休日
の時は火曜日）

年末年始（12月28日～1
月4日）

入館料：高大生・65歳以
上 ：210円
一般：310円
中学生以下・障害者等：
無料

【特別展は別料金】
身障者用トイレ･スロープ･
エレベーター・案内板あり

http://www.chikatsu-
asuka.jp/

教育庁 文化財保護課

近つ飛鳥風土記
の丘

国指定史跡「一須賀古墳
群」の保存・公開とともに、
豊かな自然も楽しめる史
跡公園。
〔施設〕展望台、遊歩道、
管理棟

○古墳時代まつり「春の風土記の丘で遊ぼう」
○ウォークラリー（古墳めぐり）
○古墳探検ツアー
○うめまつり
○さくらまつり

南河内郡河南町
東山
(近鉄長野線喜志
駅から金剛バス
近つ飛鳥博物館
前）

入園料：無料

身障者用トイレ･スロープ
あり

http://www.chikatsu-
asuka.jp/

教育庁 文化財保護課

大阪人権博物館
（リバティおおさ
か）

自他を尊重し、豊かな人
権感覚を育むための調査
研究を行い、関係資料、
文化財を収集、保存し、併
せてこれらを展示公開す
ることにより、人権意識の
伸長と啓発及び人間性、
社会性の養成に資するこ
とを目的とする施設
〔過去の総合展示（常設
展示）〕
統一テーマ「私たちのいの
ち・社会・未来」
環境関係：公害や環境破
壊などの問題を取り上げ
て展示

○公害の深刻化と環境の再生
○生物多様性
○水俣病患者

- -
令和２年６月１日～
移転準備のため休館中 http://www.liberty.or.jp/ 教育庁 地域教育振興課

大阪府立青少年
海洋センター

青少年海洋活動施設
〔定員〕
宿舎：300名
日帰り： 200名
〔施設〕
集会室、研修室、展示ロ
ビー、体育館、炊さん場、
ヨットハウス、艇庫、スタッ
フキャビン等
〔舟艇〕
カッター、ヨット、クルー
ザー

○自然教育プログラム
･舟艇プログラム
・磯及び地層の観察
・自然観察ラリー
･大阪湾の観察
･ボランティアリーダーや青少年指導者の養成等

岬町淡輪
（南海本線淡輪駅
から徒歩約10分）

072-494-1811

○予約・事前相談必要
〇利用料金(府内の青少
年活動での利用の場合)
・宿泊：1,580円
（15時～翌日14時の1泊2
日)
・日帰り：715円
（9時～17時）
・給食：1,940円
（朝食：480円，昼食：610
円，夕食：850円）
・附帯設備は利用料が必
要
（【例】カッター：315円/人･
1時間）

http://www.osaka-
kaiyo.com/

福祉部 子ども家庭局子ども青少年課

服部緑地都市緑
化植物園・花と
緑の相談所

都市緑化に関する普及啓
発
〔施設〕ﾊｰﾌﾞ 園、椿山、庭
園・街路樹等見本園等 

・緑化樹木や植物に関する情報提供・相談
・各種講習会・展示会

豊中市寺内
（北大阪急行緑地
公園駅下車 徒
歩10分）

06-6866-3621

※随時利用見学可能
・各種講習会は事前申込
が必要
開館：10：00～17：00（入
園は16:00まで）
休園日：火曜日（祝日の
場合は翌日）、年末年始
入園料：220円（団体30人
以上150円）、中学生以下
無料

http://hattori.osaka-
park.or.jp/

都市整備部 公園課
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大泉緑地花と緑
の相談所

都市緑化に関する普及啓
発
〔施設〕展示会室、講習会
室 

・花づくり、野菜づくり等園芸相談
・各種展示会・講習会の開催

堺市北区金岡町
（大阪メトロ御堂
筋線新金岡駅か
ら徒歩15分）

072-251-0871

※随時利用見学可能
・各種講習会は事前申込
が必要
開館：10：00～17：00
(緑化相談：10:00～16:30)
休館日：火曜日（祝日の
場合は翌日）、年末年始

http://www.osaka-
park.or.jp/nanbu/oizumi/s
odansyo/

都市整備部 公園課

箕面公園昆虫館

昆虫等の紹介・展示・ふ
れあい体験
〔施設〕昆虫展示棟（展示
標本、放蝶園等）

・昆虫等の生態観察等
箕面市箕面公園
（阪急箕面駅から
徒歩約15分)

072-721-7967

開館時間：10：00～17:00
（入館は16:30まで）
休館日：火曜日（祝日の
場合は翌日）、年末年始
入館料：280円（団体30人
以上200円）、中学生以下
無料

http://www.mino-
konchu.jp/

都市整備部 公園課

狭山池博物館

日本最古のため池である
狭山池のダム化工事で発
見された多くの土木遺産
や堤体断面そのものを展
示し、治水・かんがいと土
地開発の歴史を紹介する
博物館。
〔施設〕
常設・特別展示室、ホー
ル等

・狭山池の治水・かんがいに関する資料の収集・保存・公開
・土木技術や治水・かんがいに関して、模型や画像を使ってわかりやすく展示

大阪狭山市池尻
（南海高野線 大
阪狭山市駅下車
西へ700m）

072-367-8891

開館時間： 10：00～17：
00
（入館は16：30まで）
休館日：毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）
入館料： 無料

障害者用トイレ・スロープ・
エレベーター・案内盤あり

http://www.sayamaikehak
u.osakasayama.osaka.jp/

都市整備部 河川室河川環境課

水みらいセン
ター(見学コース)

水みらいセンター（流域下
水処理場）における下水・
汚泥の処理過程の見学
コース（展示・模型等の設
置）

・水処理、汚泥処理施設等の見学 府内14か所
各流域下水道
事務所

見学無料
※事前申込必要(ただし土
日祝除く）

http://www.pref.osaka.l
g.jp/hokubugesui/shoka
i.html

http://www.pref.osaka.l
g.jp/tobugesui/shokai.h
tml

http://www.pref.osaka.l
g.jp/nambugesui/shokai

都市整備部 下水道室

下水道ふれあい
プラザ（鴻池水
みらいセンター）

下水道を身近に感じても
らう施設
〔施設〕
地上部：シールドマシン･
デザインマンホール等
通路部：下水道体験空間
地下部：流れ込む汚水の
体験

・下水道施設見学

寝屋川北部流域
下水道
鴻池水みらいセン
ター
（東大阪市北鴻池
町）

06-6911-9595
見学無料
※事前申込必要(ただし土
日祝除く）

http://www.pref.osaka.l
g.jp/gesui_jigyo/shisetu
/index.html

都市整備部 下水道室

消費生活セン
ター

府民の消費生活の安定
及び向上に資する施設
〔施設〕セミナー室、展示
スペース 等

○消費者啓発事業
・消費者啓発のための講座・展示
・消費生活に係る情報の収集及び提供

大阪市住之江区
（ニュートラム南
港ポートタウン線
「トレードセン
ター」駅下車すぐ
ＡＴＣ ＩＴＭ３階）

06-6612-7500

相談専用：
06-6616-0888

利用・見学:無料
開館時間：9:00～17:45
（相談時間9:00～17:00）

休館日：土・日曜日・祝
日、年末年始（12月29日
～1月3日）

https://www.pref.osaka.
lg.jp/shouhi/center/ind
ex.html

府民文化部 消費生活ｾﾝﾀｰ

万博記念公園
自然観察学習館

万博記念公園の広大な緑
地で自然を楽しみながら
体験し学べる施設。

各種展示（生体展示、パネル展示、特別展）、学校や団体を対象とした環境教育、自然観察
ガイド等の公募行事を行っている。

吹田市千里万博
公園（大阪モノ
レール「万博記念
公園」下車、徒歩
15分）

万博記念公園
自然観察学習
館
06-6877-6923

毎週水曜日（水曜日が国
民の祝日の場合は翌日
の木曜日に休館）
※ただし、4月1日からゴー
ルデンウィークまで、10月
1日から11月30日までの
間は無休
   年末年始（12月27日か
ら1月4日まで）、 他臨時
休館あり

http://www.expo70-
park.jp/facility/nature/nat
ure-01/

府民文化部
日本万国博覧会記念公園事務
所

【柱３．(1)場の提供】13/31

http://www.osaka
http://www.mino
http://www.sayamaikehak
http://www.pref.osaka.l
http://www.pref.osaka.l
http://www.pref.osaka.l
http://www.pref.osaka.l
https://www.pref.osaka
http://www.expo70


柱３．場の提供・学習機会の提供

概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課

子どもたちが地域の中で仲間とともに地域環境や地球環境のために自主的に環境保全活動
や環境学習に取り組むことを支援する。

通年

大阪府内の幼
児から高校生
（こどもエコクラ
ブメンバー）

http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/c-
ecoclub/

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

こどもエコクラブの子どもたちが日頃の活動を発表する壁新聞セッションを通じて交流する。 11月14日
幼児から高校
生(こどもエコク
ラブメンバー)

おおさかATCグリーンエコ
プラザ

https://www.pref.osaka.
lg.jp/chikyukankyo/c-
ecoclub/r02ecoclub_ko
uryukai.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

大阪府の自然公園施設「府民の森」内において、体験キャンプ、自然観察会、ハイキング、ク
ラフト作り等自然に親しむイベントを実施する。

随時 府民 府民の森
http://osaka-
midori.jp/mori/index.ht
ml

環境農林水産部
みどり推進室みどり企画課
（一財）大阪府みどり公社

大阪府の自然公園施設「府民の森」内において、小中学校を対象に総合的学習の時間に、座
学とフィールド実習を組み合わせた自然環境学習プログラムを実施する。

通年 小・中学生 府民の森
http://osaka-
midori.jp/mori/index.ht
ml

環境農林水産部
みどり推進室みどり企画課
（一財）大阪府みどり公社

田んぼや畑、農道、農業用水路、ため池などの農空間の紹介や大阪府の仕事をテーマに、
学校や野外での教室を出張開催。

通年
府内の小中学
生・高校生

府内
http://www.pref.osaka.lg.jp
/nosei_seibi/gakusyu/dem
ae.html

環境農林水産部 農政室整備課

大阪湾の魅力的なスポットを巡り、海洋プラスチックごみ問題などを学ぶ環境学習会 年２回 府民その他 大阪湾沿岸
http://www.pref.osaka.l
g.jp/kankyohozen/osak
a-wan/ecobustour.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

大阪湾の魅力的なスポットを巡り、海洋プラスチックごみ問題などを学ぶ環境学習会 年２回 府民その他
大阪湾沿岸（りんくう公園
近郊、浜寺公園近郊）

https://www.pref.osaka.
lg.jp/hodo/index.php?sit
e=fumin&pageId=42771

https://www.pref.osaka.

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

健康活動マイレージアプリ「アスマイル」と連携した、大阪湾の魅力的なスポットを巡るウォー
キングイベント

随時 府民 大阪湾沿岸

https://www.pref.osaka.
lg.jp/kankyohozen/osak
a-
wan/osakabay_walk_ten
poz.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

大阪府の環境への理解促進と危機意識の向上をテーマに、環境データを活用した講座を実
施。

年５回
府民（特に学
生）

オンライン及びあべのハ
ルカス

https://www.pref.osaka.
lg.jp/kankyohozen/data
_project/index.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

食品ロス削減について、自ら実践するだけでなく、「もったいないやん活動隊」として、スー
パー等での啓発活動や食品ロス削減に取り組む団体でのボランティア活動、学校現場への
出前講座など、多様な分野で活躍する人材を養成する講座。

年４回（予定）
府民（主に学
生）

未定 未定 環境農林水産部 流通対策室

大 阪 府 に お け る 環 境 教 育 施 策 一 覧 （令和３年度分）

 （２）学習機会の提供

分野・名称・事業名

こどもエコクラブ

府民の森里山わくわく教室

大阪ATCこどもエコクラブ交流会

大阪湾魅力ウォークwithアスマイル

環境データ「見る」「知る」「活かす」
推進事業

「もったいないやん活動隊」養成講
座（仮）

「豊かな大阪湾」撮影ウォーク

府民の森ネイチャーイベント

「豊かな大阪湾」エコバスツアー

農空間なっとく出張教室

【柱３．(2)学習機会の提供】14/31
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概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課分野・名称・事業名

 （地独）大阪府立環境農林水産総合研究所水産技術センターにおいて、大阪湾の環境や漁
業について楽しく学んでいただける親子イベント

7月31日 小学生・保護者
 （地独）大阪府立環境農
林水産総合研究所水産技
術センター

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所水産技術センター

府民に対して、大阪湾の生き物や環境等の情報を、わかりやすく提供する公開セミナー
９月６日から９
月21日

府民その他 オンライン配信
（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所水産技術センター

生物多様性について楽しみながら知り、考えてもらう親子イベント 10月24日
幼児・小学生・
保護者

 （地独）大阪府立環境農
林水産総合研究所生物多
様性センター

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所生物多様性セン
ター

府民に対して、生物多様性に関する調査研究成果や最新の情報をわかりやすく提供する談
話会

２月23日 府民その他 オンライン配信
（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所生物多様性セン
ター

説明会などに研究所職員を派遣し、講演を行う。 随時 府民その他 大阪市ほか
（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所

府民が農業やみどりに親しみ、豊かな「食とみどり」の生活を実現するために、野菜・果樹の
育て方から土づくり、身近な野草の楽しみ方まで幅広い内容について研究員が解説する一般
府民向け公開教室。

10月１日
11月26日
１月28日（中
止）

府民
（地独）大阪府立環境農林
水産総合研究所

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所

中学生による研究所業務の体験授業 中止 中学生

（地独）大阪府立環境農林
水産総合研究所
 （地独）大阪府立環境農
林水産総合研究所水産技
術センター

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所

みどりが乏しいとされる大阪の市街地で、府民とともにみどりづくりを行うことで「子ども達の環
境学習」の場として活用するとともに「緑化のシンボル空間」を創造するため、市街地を貫く中
央環状線において、府民とともに苗木から育てる『中環の森づくり』を行う。

年間を通して実
施

府民 大阪中央環状線
http://www.pref.osaka.l
g.jp/yaopwo/koenmidori
/chukan_no_mori.html

都市整備部 公園課

次代を担う子ども達を対象に府職員が学校に出向き、河川環境、防災、土砂災害防止などの
講義を行ったり、施設見学会などを行う。

随時 小中学生 府内小中学校、現地施設 都市整備部 河川室

大阪府内にて小中学校及び地域住民等により水辺活動や調査等を行うとともに、水辺活動に
関する取組みについて発表すること等により「水辺」に関わる者の交流を深め、共につくり、守
り、育てる「水辺づくり」を行っていく。

5月～3月
小中学生、市民
団体、企業等

府民センタービル等
http://www.pref.osaka.lg.jp
/kasenkankyo/gakushu/w
atasino.html

都市整備部 河川室河川環境課

河川を愛する心の醸成を目的とし、小学生とその保護者を対象として、河川周辺施設等を見
学する。

7月31日
小学生・家族約
240名

狭山池ダム等 都市整備部 河川室河川環境課

水辺でのふれあいを通じ、子どもたちが川を身近に感じ、川の役割を理解し、また川に棲む生
物を大切にする気持ちを育んでもらう。

6月～2月 小学生
安威川、芥川、槇尾川、天
野川、男里川ほか

都市整備部 河川室河川環境課

職員自ら学校に出向いていき、映像やパンフレットを用い、寝屋川総合治水の講義を行った
り、調節池等の施設を見学してもらう。

随時
小中高校生、大
学生

府内小中高校、大学

https://www.pref.osaka.
lg.jp/kasenseibi/neya_ry
uikikyogikai/neyakyo_ev
ent.html

都市整備部 河川室河川整備課

子供たちに、水みらいセンターが水環境保全のための役割を担っていることを理解してもらう
と共に、命の大切さを学習してもらう

毎年4～5月頃
実施

小学4年生
淀川左岸流域下水道渚水
みらいセンター

都市整備部 下水道室

高度処理水が稲作用水としての品質を十分に有していることを理解してもらうとともに、農業
体験することにより、「食」と「農」に対する理解を深め、農とのふれあいを促進する。

6月、10月 小学５年生
淀川左岸流域下水道渚水
みらいセンター

都市整備部 下水道室

「私の水辺」推進協議会

夏休みこども体験「海の教室」

みんなで創ろう都市のみどり
～中環の森づくり～

家庭園芸セミナー

体験田 田植え体験学習・稲刈り体
験学習

各種施設、シンポジウム等への研
究所職員派遣

いきものふれあいイベント

生物多様性センター談話会

親子で学ぼう河川見学会

水辺の楽校

トンボの生態観察とヤゴ放流の集い

河川・砂防出前講座

職業体験

大阪湾セミナー

寝屋川総合治水学習会及び調節池
等見学会

【柱３．(2)学習機会の提供】15/31
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概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課分野・名称・事業名

普段あまり接することのない下水道はもとより水環境全体について学び、さらには環境問題に
関心を持ってもらうことを目的に、本府職員が小学校に出向き、出前講座「下水道ばなし」を
実施。

随時 小学生 府内小学校
http://www.pref.osaka.l
g.jp/gesui_jigyo/demae3
/index.html

都市整備部 下水道室

主に下水道の役割を勉強する小学4年生を対象に下水道施設の見学を受け入れ 随時 小学生
各流域下水道水みらいセ
ンター

都市整備部 下水道室

高等学校への進学を希望する者が、それぞれの興味・関心・個性や能力に応じて科目の選
択ができるよう特色ある学科等を設置する
【総合学科における系列の設置】
 「エコロジーサイエンス」松原高校、「ネイチャー」柴島高校（平成8年度～）
 「農と自然」枚岡樟風（平成13年度～）
 「自然科学とテクノロジー」芦間高校(平成14年度～)
 「人間科学」八尾北高校（平成15年度～）
 「自然と環境」貝塚高校（平成16年度～）
 「ものづくり」和泉総合高校（平成31年度～、平成17年度～平成31年度までは環境科学とし
て設置）
  「総合サイエンス」福井高校（平成27年度～）
 「環境・サイエンス」箕面東高校（平成27年度～）
 「マリンアドベンチャー」「海洋」岬高校（平成28年度～令和３年度までは海洋として設置）
 「環境・健康」淀川清流高校（平成31年度～）
【特色あるコースの設置】
 「環境科学コース」平野高校（平成13年度～平成27年度改編）
 「環境科学コース」福泉高校（平成23年度～）

随時 高等学校 高等学校
http://www.pref.osaka.l
g.jp/kotogakko/tokusyo
ku/index.html

教育庁 高等学校課

自然体験・野外活動などの家族の共同体験を通して、家族のコミュニケーションの促進を図
る。併せて、様々な体験学習により、子どもの心を育んだ｡

4月17日～18日
6月４日～6日
7月11日
7月14日
10月2日～３日
10月17日

小学生
中学校又は支
援学校の児童
生徒を含む家
族グループ

府立少年自然の家
http://shizen.osaka-
yha.or.jp/event/kako/inde
x.html

教育庁
地域教育振興課
府立少年自然の家

 豊かな自然の中で、様々な体験学習をすることを通して、自然とのふれあい・人とのふれあ
い・地域社会への理解を深め、生きる力の育成を図った。

①8月8日～14
日
②8月6日～8日
③7月10日～11
日
9月4日～5日
12月4日～5日
1月15日～16日
3月12日～13日

①小学校4～6
年生
②中学生～高
校生
③小学校3～6
年生

府立少年自然の家
http://shizen.osaka-
yha.or.jp/event/kako/inde
x.html

教育庁
地域教育振興課
府立少年自然の家

近つ飛鳥博物館の周囲に広がる風土記の丘をフィールドとして、自然や遺跡に親しむウォー
クラリーや勾玉つくりなどの体験学習を通じて、親子揃って楽しく歴史と自然に触れ、学ぶ機
会とする。

5月3日（予定
日）
コロナの影響に
より中止

府民・家族
参加者：－
当日自由参加

大阪府立近つ飛鳥風土記
の丘

http://www.chikatsu-
asuka.jp/

教育庁
文化財保護課
府立近つ飛鳥博物館

万博記念公園において、学校団体等が実施する自然環境学習をﾎﾞﾗﾝﾃｨｱにより支援する。 通年 学校団体等
万博記念公園自然観察学習
館

http://www.expo70-
park.jp/facility/nature/
nature-01/

府民文化部 日本万国博覧会記念公園事務所学校や団体を対象とした環境教育

府立高校特色づくりの推進

家族自然体験事業

①子どもワイルドキャンプ
②中高生チャレンジキャンプ
③フォレストジュニアクラブ

風土記の丘であそぼう（古墳時代ま
つり）

水みらいセンターの施設見学

出前講座｢下水道ばなし」
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概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課分野・名称・事業名

万博記念公園において、体験を通して公園の自然を楽しめるよう、工作や自然観察会などの自然体験イ
ベントをﾎﾞﾗﾝﾃｨｱにより実施する。

通年 来園者
万博記念公園自然観察学習
館

http://www.expo70-
park.jp/facility/nature/nat
ure-01/

府民文化部 日本万国博覧会記念公園事務所

万博記念公園自然観察学習館において、来園者に自然に興味を持ってもらえるよう、参加型の調査とし
て、水辺の生物や野鳥の調査を実施。

通年 来園者 万博記念公園
http://www.expo70-
park.jp/facility/nature/nat
ure-01/

府民文化部 日本万国博覧会記念公園事務所

自然体験イベントの開催

来園者と協働して行う自然環境調
査の実施

【柱３．(2)学習機会の提供】17/31
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柱４．教材・プログラムの整備と活用
概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課

まちの環境、水、緑、生き物など６つのカテゴリーに分類した体験型環境学習プログラム集
平成26年2月作
成

小学生・教職員
http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/katsudo/h
andbook.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

生涯にわたる人格形成の基礎を養う重要な時期である幼児期において、一人一人のこどもた
ちが主体性を発揮し、自然と親しむことを通じて周囲のあらゆる事象を豊かに感受できるよう
にするとともに、先生方の環境教育に関する理解の促進を図るため、幼稚園、保育所、認定
こども園等において幼稚園教諭や保育士等が利用できる視聴用教材。

平成30年3月作
成

幼児・教職員
http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/room/youji
-dvd_program.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

次世代を担う若年層の環境教育の推進を図ることを目的に、大阪で発生した公害の歴史を理
解し、未来のためにできることは何かを考えるための環境教育用歴史映像。

令和2年2月作
成

高校生

https://www.pref.osaka.
lg.jp/eneseisaku/osaka
nokankyo-
rekish/index.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

地球温暖化防止について、大阪府のエコアクションキャラクター「モットちゃん・キットちゃん」を
モチーフにした、子供向け啓発グッズを作成し、一部の物品については、保育所、幼稚園等に
貸し出しを行っている。
（環境輪投げ、環境カルタ、環境紙芝居、ぬり絵、ＤＶＤ、ＣＤ など）

小学生低学年
以下

http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/katsudo/m
otkit.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

海の生き物の観察方法を紹介
http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/jigyotoppa
ge/nagisa.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

地球温暖化とエネルギー、海洋プラスチックごみに関する環境教育を進めるため、小学生５年
生向けの教材冊子「考えよう！わたしたちのくらしと環境・エネルギー」を作成し、大阪市・堺
市を除く府内小学５年生へ配布。
※本冊子は、大阪市環境副読本「おおさか環境科（小学校５・６年生）」から一部転載して作成

毎年度改訂
（平成27年度か
ら配布開始）

小学校５年生
大阪市・堺市を除く府内全
小学校

https://www.pref.osaka.
lg.jp/eneseisaku/educat
ion/index.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

小学校・中学校教員や企業のCSR担当者等の指導者向けに、生物多様性を身近に感じ、知
り、伝える上で必要となる知識と学びの実践をサポートするための生物多様性普及啓発冊子
及び外来生物について解説した外来生物普及啓発リーフレット。

平成31年3月
作成

小学校・中学校
教員

http://www.pref.osaka.l
g.jp/midori/seibututayo
usei/kensyu.html

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

保育所や幼稚園などの子ども施設における騒音等の苦情を未然防止するため、子ども施設
における対策事例や地域との共生のポイントをまとめた手引書を国の少子化対策の交付金
を活用して作成。
「音」については、専門的でわかりにくいため、音の単位や性質などの基礎知識や、音の法令
規制、子ども施設で発生する音についても記載。

平成29年1月作
成

子ども施設運
営者
建築事務所
市町村
府民

http://www.pref.osaka.lg.jp
/kotsukankyo/oto/kodom
o_tebiki.html

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課

水の大切さや雨の大切さを知り、水環境や雨水利用について考えてもらうための学習教材。
小学校高学年向け。

平成19年3月作
成

小学生・教職員
等

http://www.pref.osaka.lg.jp
/kankyohozen/amamizu/r
ainbow.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

これから雨水利用を始めようとされる方向けの雨水利用事例集。
平成19年3月作
成

府民
http://www.pref.osaka.l
g.jp/kankyohozen/ama
mizu/rainbow.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

大阪湾発祥のイベント「チリメンモンスターを探せ！」にヒントを得て作成したカードゲーム。稚
魚と成魚のカード合わせ等を行う。
※「チリメンモンスター」とは、製品化する前の未選別のチリメンジャコに混じっている生き物の
こと。
製作主体：大阪湾環境保全協議会（構成：大阪府、兵庫県、和歌山県、他大阪湾岸20市町）
事務局：大阪府

大阪湾岸住民
https://www.osaka-
wan.jp/chirimon/

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

大阪湾の環境・文化をテーマとしたカルタ。大阪湾環境保全協議会ホームページより印刷し、
かるたをつくって遊べます。
製作主体：大阪湾環境保全協議会（構成：大阪府、兵庫県、和歌山県、他大阪湾岸20市町）
事務局：大阪府

平成21年3月作
成

大阪湾岸住民
http://www.osaka-
wan.jp/bay/

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

若年層向け環境教育用教材「大阪の
環境、温故知新～過去から学び、未
来を変えていこう～」

大 阪 府 に お け る 環 境 教 育 施 策 一 覧 （令和３年度分）

大阪湾カルタ

子ども施設環境配慮手引書

なぎさのハンドブック

環境キャラクターを活用した子供向け
啓発グッズ

分野・名称・事業名

環境学習ハンドブック２０１４

教材冊子「考えよう！わたしたちのく
らしと環境・エネルギー」

幼児環境教育教材「みんなでたんけ
ん！はる・なつ・あき・ふゆ」

教材「雨みずについて学ぼう！」

事例集「誰でもできる！楽しい雨水利
用！」

チリモンととあわせ

生物多様性普及啓発冊子「知ろう・伝
えよう おおさかの生物多様性」
外来生物普及啓発リーフレット「この
生物たちのこと、知っていますか？」
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概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課分野・名称・事業名

生活にとても身近で便利なプラスチック製品について、捨てた後にどうなるのか、楽しみなが
ら学習できるすごろく遊び。
製作主体：大阪湾環境保全協議会（構成：大阪府、兵庫県、和歌山県、他大阪湾岸20市町）
事務局：大阪府

大阪湾岸住民
https://www.osaka-
wan.jp/195/556

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

大阪湾の魅力スポットを巡るウォーキングマップ
令和元年11月
作成

府民

http://www.pref.osaka.l
g.jp/kankyohozen/osak
a-
wan/osakabay_walk_ma
p.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

農業教育の一環として米作りに関する農作業体験に取り組む際に役立つ教材として作成。
体験した農作業等を体系づけて記録できるノート

平成18年3月作
成

小学校
農業教育に取
り組む各種団
体

http://www.pref.osaka.l
g.jp/nosei/syuppannbut
u/tanbonote_mokuji.htm
l

環境農林水産部 農政室推進課

農業教育の一環として野菜作りに関する農作業体験に取り組む際に役立つ教材として作成。
なにわ特産品の紹介。

平成20年3月作
成

小学校
農業教育に取
り組む各種団
体

http://www.pref.osaka.lg.jp
/nosei/syuppannbutu/heis
ei19nendosyupan.html

環境農林水産部 農政室推進課

府民に向けて食品ロス削減の啓発を行うため、市町村をはじめ、府内事業者等で放映しても
らうことができる動画（DVD貸出）。

平成30年10月
作成

府民
市町村

環境農林水産部 流通対策室

家庭での食品ロス削減の取組を進めるため、市町村をはじめ、環境活動に取り組むＮＰＯ等
が、環境イベントや講習会などの機会で活用できる食品ロス削減の事例集。インターネットで
の提供（ダウンロード）。

平成30年3月作
成
令和元年９月
改訂

府民
市町村

http://www.pref.osaka.l
g.jp/shigenjunkan/recyc
le/foodloss-girei.html

環境農林水産部 流通対策室

小学校４年生以上を対象とし、たこ焼を作り、消費するまでの過程でどのような食品ロスが発
生するか、またその食品ロスをどのように解決するかを遊びながら学べる教材。
ポータルサイトには授業用スライド等の資料も掲載。他、食品ロスやSDGｓについて学べる
ページを作成、公開している。

令和４年３月
小学校４年生
以上
教員

https://www.osaka-
foodlosszero.jp/index.ht
ml

環境農林水産部 流通対策室

小学校教員向け、実験・観察を円滑に進めるための資料
試薬の調整や保管・管理、実験器具の基本的な取り扱いのほか、環境教育の観点から実験
廃棄物処理などについて記載している。

平成30年5月
作成

小学校教員
https://www.osaka-
c.ed.jp/category/fortea
cher/rika_kansatsu.html

教育庁 教育センター

中・高等学校教員向け、理科実験に使用する化学薬品等の保管・管理及び盗難や事故発生
時の対応についての資料
試薬の調整や実験器具の基本的な取り扱いのほか、環境教育の観点から実験廃棄物処理
などについて記載している。

平成30年5月
作成

中・高等学校教
員

https://www.osaka-
c.ed.jp/category/fortea
cher/pdf/tyuukou.pdf

教育庁 教育センター

消費生活全般に関する視聴覚教材ビデオ等
消費者教育、学習活動等の目的で利用する場合に貸し出しを行う。

府民
各種団体

消費生活センター
https://www.pref.osaka.
lg.jp/annai/menkyo/det
ail.php?recid=2773

府民文化部 消費生活センター

小学校、中学校の「家庭科」や「総合的な学習の時間」等の授業で効果的に消費者教育が進
められるように支援していくため、子どもたちにわかりやすい身近なテーマを取り上げ、楽しみ
ながら学べる教材をインターネットを通じて提供する。

府民
小学生、中学
生、教員

https://www.pref.osaka.
lg.jp/shouhi/wakamono
/index.html

府民文化部 消費生活センター

消費生活について楽しく学べる小学５・６年生向け消費生活クイズ（全８問）。
府民
小学生、教員

https://www.pref.osaka.
lg.jp/shouhi/keihatsu/s
hinndannturu.html

府民文化部 消費生活センター

田んぼの記録ノート

みんなで育てよう！食べよう！
大阪の農産物

プラスチックの旅～プラスチックゴミの
行方を知ろう～

食品ロス削減啓発用動画

大阪湾魅力ウォークマップ

小学５・６年生向け消費生活クイズ
「消費生活名人になれるかな」

「なんでやろう？食品ロス」カードゲー
ム及び「もったいないやん へらそう」
ポータルサイト

消費者教育教材
小学生からの「くらしの学習」
中学生からの「くらし・生活・My Life」

視聴覚教材貸出用ビデオ等

大阪府食品ロス削減事例集「みんな
で減らそう 食品ロス-ロスのない 買
いかた 作りかた 食べかた」

・観察・実験を円滑に進めるために
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)＜小学校用＞

理科実験に使用する化学薬品等の
保管・管理及び盗難や事故発生時の
対応について＜中・高用＞
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柱５．協働取組の推進・民間団体等への支援
概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課

大阪府内で活動している府民団体や環境ＮPＯ等の民間団体が行う
（１）実践活動
（２）教育啓発活動
（３）調査研究活動
で、その内容が他の模範となる環境保全活動を補助する。

公募：3～4月
交付決定：6月

非営利の民間
団体

府内
http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/katsudo/h
ojyokin.html

環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

株式会社エコスタイルが、地域環境活動を行うNPO等公益的団体に太陽光発電設備を無償
で提供し、NPO等はこの太陽光発電設備を活用して、設備を設置する学校や保育園などと協
働で、地域環境活動を実施する事業

先着順 NPO等 府内
https://www.eco-
st.co.jp/csr/environme
ntal_activity/

環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

環境への負荷の低減や自然との共生、快適環境の創造等、自主的かつ積極的に他の模範と
なる環境の保全または創造に資する活動に取り組んでいる団体等の活動を表彰する。

推薦募集：６～
９月
表彰式：３月

府内で活動を
行う個人・団
体・事業者

府内
http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/room/priz
e.html

環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

豊かな環境づくり大阪府民会議の各構成団体が、「府民会議構成団体が取り組む３６の重点
行動」の中から、実施する行動を１つないし複数選択し、それに基づく取組みを決めて、下部
組織に呼びかける。

通年

豊かな環境づく
り大阪府民会
議構成団体及
びその下部組
織

府内
http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/room/keik
aku.html

環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

 「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第21条の４に基づき、協働取組
を推進するための役割分担を定めた協定を締結し、より効果的な環境保全活動を推進する。
 親子連れを対象とした森づくり活動等の環境教育を行う府内NPO団体を支援するため、連
携先が事業の企画提案、経済的支援などの役割を担い、府が助言、情報提供、広報等の役
割を担う。

平成26年1月～ 府内の小学生 府内
http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/katsudo/t
okiomarine.html

環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

臨海部の廃棄物処分場である「堺第７－３区」（対象面積100ha）において、府民やNPO等多
様な主体との協働により、自然の力を活かしながら森林、ビオトープ空間等の自然環境を創
出・再生するとともに、環境学習の場や自然とのふれあいの場としての活用を図っている。

平成16年度～
府民
事業者
NPO

堺市西区築港新町
http://www.pref.osaka.lg.jp
/midori/midori/kyousei.ht
ml

環境農林水産
部

みどり推進室みどり企画課

地域住民やＮＰＯ等、様々な主体が協働で実施する緑化活動（校庭の芝生化、花壇作り等）
に対して助成を行い、緑化活動を通したみどりを育てることの大切さを学ぶ仕組みづくりを支
援する。

平成17年度～
緑化活動団体
等

府内

https://www.pref.osaka.
lg.jp/midorikikaku/toshir
yokka/midorizukuri2.ht
ml

環境農林水産
部

みどり推進室みどり企画課

大阪府自然環境保全条例に定める「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」等により
届出の行われた緑化のうち、府内の都市環境の改善に貢献する緑化や、建築物敷地内の魅
力向上に資する緑化、新たな緑化手法のモデルとなる緑化、既存樹の保存による周辺環境と
調和した緑化等、特に優れた取組みを顕彰する。

平成19年度～ 建築主等 府内
https://www.pref.osaka.
lg.jp/midori/ryokkaseido
/ryokkashou.html

環境農林水産
部

みどり推進室みどり企画課

府民に自然とふれあう場を提供するため、分収林方式を導入し、府・市町村・森林所有者及
び地元住民が共同して、下刈、除・間伐、枝打ちを中心とした保育作業を行う。

年数回
府民
行政
各種団体

府民参加の森
環境農林水産
部

みどり推進室森づくり課

多様な人々の継続的な森づくりへの参加を一層推進するため、府民・ＮＰＯ、林業関係者、行
政機関さらに企業等の法人も加わった里山保全活動の取り組みに対する支援を行う。

平成17年度～

府民
各種団体
企業
行政

府内の森林
http://www.pref.osaka.l
g.jp/midori/midori/g-
10-adopt-forest.html

環境農林水産
部

みどり推進室森づくり課

子どもたちのコミュニケーション能力を高めるなど、「こころの再生」を図るため、企業や地域
が連携して、子どもたちが森に触れ合う場を提供する。

年数回
小学生
中学生
高校生

府内の
森林

http://www.pref.osaka.lg.jp
/midori/midori/g-
10shimizu.html

環境農林水産
部

みどり推進室森づくり課

大 阪 府 に お け る 環 境 教 育 施 策 一 覧 （令和３年度分）

おおさか環境賞

みどりづくり推進事業
（活動助成）

太陽光発電設備の設置による地域
環境活動の推進

分野・名称・事業名

大阪府環境保全活動補助金

環境教育及び環境保全活動の促
進に関する協定（締結先：東京海
上日動火災保険株式会社）

豊かな環境づくり大阪行動計画

堺第７－３区
共生の森づくり事業（再掲）

おおさか優良緑化賞

府民参加の森づくり事業

企業との連携による冒険の森づくり
事業

里山保全活動への支援
（アドプト・フォレスト）
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概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課分野・名称・事業名

生物多様性センターおよび近隣3市とともに育成した「水辺に親しむ会」の淀川左岸用水路調
査等を支援し、府民協働で府内の水辺環境の調査を行う。

4月5日
8月12日
11月8日
1月17日

各種団体
（地独）大阪府立環境農林
水産総合研究所生物多様
性センター

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所生物多様性セン
ター

平成31年に編集した「知ろう・伝えようおおさかの生物多様性」などの環境学習に関するプロ
グラムを用いて各団体の環境保全活動を支援する。

通年 各種団体
（地独）大阪府立環境農林
水産総合研究所生物多様
性センター他

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所生物多様性セン
ター

各団体の環境保全活動活動を支援する。また、環境学習に関するプログラムの作成を行う。 通年

府民
各種団体
企業
行政

（地独）大阪府立環境農林
水産総合研究所

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所

アドプト10周年を機に、清掃活動や緑化の枠を超えた社会的諸課題の解決を目指した産官
学民での地域活動をサポートし、意見交換や情報共有を行うことで、それぞれの取組やそれ
ぞれが持つノウハウやアイデアを交流、連携できる場（プラットフォーム）を創出する。

通年
府民
企業・NPO・学
校等

府内全域
http://www.shoudo-
osaka.org/

都市整備部 事業調整室事業企画課

泉佐野市の丘陵部に19番目の府営公園として、計画段階から、企業、府民、行政が一体と
なって整備を進める。府民と一緒になって事業を進める全国初の「シナリオ型の公園づくり」を
推進する。

府民
企業
行政

泉佐野丘陵緑地
http://izumisano-
kyuryo.jp/

都市整備部 公園課

花の苗を子供たちに育ててもらい、育てた花苗を地域の公共空間などに植替えをするプログ
ラム。植替えの作業などは学校の先生や生徒だけでなく、地域のボランティアと一緒に行う。
府による花苗の提供およびサポートは3年間のみ実施。

通年
小学生
中学生など

学校および周辺地域
http://www.pref.osaka.lg.jp
/koen/jigyou/hanaippai.ht
ml

都市整備部 公園課

地元自治会や企業等の団体が自主的に府管理河川において、清掃等のボランティア活動を
実施する場合に、清掃道具の貸出などの支援を行う。

年３回程度実
施

地元自治会・企
業等の団体

府管理河川
http://www.pref.osaka.lg.jp
/kasenkankyo/kanri/adop
triver.html

都市整備部 河川室河川環境課

大和川・石川流域等の水質改善を目的に、流域住民を対象に啓発事業として、大和川本川
及び石川沿川河川敷の一斉清掃行う。

3月第１日曜 府民
大和川・石川流域等
府内１０市町約70会場

http://www.pref.osaka.lg.jp
/kasenkankyo/kyoudou/y
amatogawakurin.html

都市整備部 河川室河川環境課

地元自治会や企業等の団体が自主的に府管理道路において清掃や緑化等のボランティア活
動を実施する場合に清掃道具の貸出などの支援を行う。

月１回以上実
施

地元自治会・企
業等の団体

府管理道路
http://www.pref.osaka.lg.jp
/dorokankyo/adoputoload
/

都市整備部 道路室道路環境課

地元自治会・子ども会と、府・市等が協力して交通安全施設の清掃や樹木の剪定、地元と行
政との連携強化や、更なるボランティア活動の推進、地域での府民協働活動の拡大などを通
じ、地域の活性化を図る。

年１回
地元自治会等
の団体

都市整備部 道路室道路環境課

自主的かつ継続的に海岸や港湾の美化活動を行う地元自治会や市民グループなどの団体
に対して、清掃活動実施の際の掃除道具の貸出等を行う。

通年
地元自治会・企
業等の団体

府管理海岸

http://www.pref.osaka.lg.jp
/kowan/fuminkyodo-
kikikanri/adoptseaside.htm
l

大阪港湾局 泉州港湾・海岸部総務運営課

大阪府と大阪市で、環境に配慮した建築物の優れた取組みを紹介するパンフレットを民間団
体の協力により作成し、府民や関係団体等に配布しました。

2月頃
府民・事業者・
行政

http://www.pref.osaka.lg.jp
/kenshi_shinsa/casbee_ind
ex_html/

都市整備部 建築環境課

環境問題を含む消費者問題について、調査・研究など行う消費者団体・グループに対し、そ
の成果を発表する場を提供する。

11月中旬～12
月上旬

消費者団体等
WEB

https://www.pref.osaka.
lg.jp/shouhi/dantai/inde
x.html

府民文化部 消費生活センター

府民協働での公園管理を進めるため、花壇や竹林の管理や、森づくり活動などを、NPO法人
等に委託して実施している。

通年 NPO法人等 万博記念公園
http://www.expo70-
park.jp/

府民文化部 日本万国博覧会記念公園
万博記念公園の管理における府民
協働

消費者団体への支援・育成事業

国道480号外リフレッシュ活動

大和川・石川クリーン作戦

大阪アドプト・ロード・プログラム

アドプト・シーサイド・プログラム

おおさか環境にやさしい建築表彰
作品集

泉佐野丘陵緑地

環境教育に係る各種イベント・講演
会等への講師の派遣

大阪アドプト・リバー・プログラム

笑働OSAKA

みんなで育てる花いっぱいプロジェ
クト

「市民団体水辺に親しむ会」支援事
業

環境学習等のプログラムを用いた
環境教育・保全に関わる各種団体
支援
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柱６．普及啓発
概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課

行政、事業者などが実施する各種イベント等において、府の環境キャラクターを活用した啓発
を行い、主催者にはイベント運営の環境配慮型仕組みを提案し、来場者には日常生活におけ
る環境配慮の具体的な行動を呼び掛け。

随時 府民 府内 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

関西広域連合事業の一環として実施しているもので、オフィス等を対象に省エネやグリーン購
入など、自ら取り組む地球温暖化対策を宣言してもらい、自主的な環境配慮の行動を促進す
る。宣言事業所は「関西エコオフィス大賞」に応募することが可能。

平成15年度～ 事業者
滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、和歌山県、徳島
県内

https://www.kouiki-
kansai.jp/koikirengo/jisij
imu/kankyohozen/carb
onoffset/ecooffice/192
5.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

大阪府環境家計簿「めっちゃエコやねん」により、電気、ガス、水道等、家庭のエネルギー使
用量を把握し、環境にやさしい生活を実施するために普段の生活を見直すきっかけとする啓
発を行う。

通年 府民 府内
http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/jigyotoppa
ge/kakeibo.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

公共施設や民間施設の大型ビジョンやサイネージ等で活用できるデジタルポスターデザイン
を公募し、大阪府域で広く展開することで環境に対する意識の啓発を行う。 （「環境壁紙コレク
ション」、「おおさかエコムービーコレクション」の後継事業）

府民 府内
http://www.pref.osaka.l
g.jp/chikyukankyo/room
/okdpcontest.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

１９７２年６月５日からストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を記念して、国連は６
月５日を「世界環境デー」と定めており、日本では、平成５年に「環境基本法」において６月５日
を「環境の日」とし、また、環境庁の提唱により平成３年から６月を「環境月間」としている。「環
境月間」の趣旨を踏まえ、府内で実施する環境に関するイベントの周知を行う。

6月 府民 府内
http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/jigyotoppa
ge/gekkan_6.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

省エネルギーの一層の推進を通じて地球温暖化防止を図るため、夏季において、事務所・会
議室の適正冷房（室温２８度）を徹底し、職場及び会議における「軽装」を奨励する。

5月1日～10月
31日

府民 府内
http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/jigyotoppa
ge/ecostyle2015.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

夏の省エネルギーに資するため、「クールスポット」へ出かけることを促す。
7月1日～9月30
日

府民 府内 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

エネルギー消費量が増加する冬季において適正暖房（室温20度）、温かい服装、ウオーム
シェア等の冬の省エネ行動を統一ポスターにより呼びかける

12月1日～3月
31日

府民 府内 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

企業等と連携したポスター・チラシ、SNSなどによる情報発信や学校での出前講座、イベント
出展等により、海洋プラスチックごみ問題の啓発を実施する。

通年 府民 府内 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

マイボトルの普及啓発を推進するため、府内の小学生以下を対象に、オリジナルのマイボト
ルをデザインするコンテストを開催する。

10月頃
府内の小学生
以下

府内
https://www.pref.osaka.
lg.jp/chikyukankyo/roo
m/mybottle_design.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

毎月１６日を「ストップ地球温暖化デー」と定め、府民一人ひとりが地球温暖化について考え、
環境にやさしい行動を実践する日とし、メールマガジン等を活用した啓発を行う。

毎月１６日 府民 府内
https://www.pref.osaka.
lg.jp/chikyukankyo/sgo
m/

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

府民に適応が根付くことを目的とし、業界団体等や府内市町村に対し、セミナーやワーク
ショップを開催することにより、適応の普及を強化する。

６月ごろ
１１月ごろ

教育関係者
福祉関係者
農業関係者
市町村職員

府内

https://www.pref.osaka.
lg.jp/chikyukankyo/jigyo
toppage/tekiou_koubo.h
tml

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

11月を「山地美化キャンペーン月間」とし、必要な物品を配付し、市町村が実施する自然公園
等での一斉清掃、クリーンハイキング、街頭での啓発活動を推進する。

11月 府民 府内 環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

関西夏のエコスタイル

みんなでお出かけクールシェア

おおさか気候変動適応・普及強化
事業

大 阪 府 に お け る 環 境 教 育 施 策 一 覧 （令和３年度分）

分野・名称・事業名

山地美化キャンペーン

環境家計簿
「めっちゃエコやねん」

環境保全活動啓発推進事業

関西エコオフィス運動

環境月間

関西冬のエコスタイル

おおさか環境デジタルポスター

ストップ地球温暖化デー

海洋プラスチックごみ問題の普及啓
発

マイボトルデザインコンテスト
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地球温暖化防止など森林の持つ様々な機能を府民に理解してもらい、森林とふれあう機会を
増やすため、毎年１１月を「山に親しむ推進月間」、１１月第２土曜日をおおさか「山の日」と定
め、関係団体の幅広い協力により、森林を知る・利用する・守るイベントを府内各地で開催す
る。

１１月 府民 府内
http://www.pref.osaka.lg.jp
/midori/midori/g-
10yamanohi.html

環境農林水産部 みどり推進室森づくり課

産業廃棄物の不法投棄、野外焼却、不適正保管等の不適正処理を未然に防止し、
府民の快適な生活環境を保全するため、府を始めとした関係機関で組織する「大阪
府産業廃棄物不適正処理対策会議」では、毎年、強化月間（６月・11月）を設定し、
集中取り組みを実施する。

６月，11月 府民・事業者 府内

http://www.pref.osaka.l
g.jp/sangyohaiki/sanpai
/kyoukagekkan.html

環境農林水産部
循環型社会推進室産業廃棄
物指導課

府民へマイバッグやマイボトルの常時携帯等の３Ｒの取組について、呼びかけるキャ
ンペーンを実施

10月～11月 府民 府内スーパー等
https://www.pref.osaka.
lg.jp/shigenjunkan/3r/in
dex.html

環境農林水産部
循環型社会推進室資源循環
課

月間を通して、生活排水対策の重要性についての府民の理解と認識を深め、一人ひとりの家
庭での実践を呼びかける。

2月 府民 府内
http://www.pref.osaka.lg.jp
/kankyohozen/sei-hai/

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課

環境に配慮した自動車利用を推進するため、エコドライブ講習会を実施するなどエコドライブ
の普及に向けた取組を実施する。

11月
府民
事業者
行政

府内
http://www.pref.osaka.l
g.jp/kotsukankyo/haiga
su/ecodrive_index.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

地域住民とともに、田んぼや畑、農業用水路、ため池などの農空間を保全していく活動を実
施

随時 府民 府内
http://www.pref.osaka.l
g.jp/nosei_seibi/katudo
u/

環境農林水産部 農政室整備課

「ため池」を農業用施設として活用しつつ、都市空間に“やすらぎ”と“うるおい”を与え、魅力あ
る地域を構成する貴重な環境資源として総合的に整備し、府民とともに快適な地域環境づくり
を進める「オアシス構想」の一環として、ため池のクリーンアップを通じた啓発活動を実施。
・オアシス構想に基づき整備されたため池周辺のクリーンアップ
・オアシス整備地区のパネル展示
・啓発イベント等

・キャンペーン
期間
11月１日～30
日
・メインイベント
11月18日

府民

・キャンペーン
府内40地区で実施
・メインイベント
富田林市（中止）

環境農林水産部
農政室整備課（大阪府ため池
総合整備推進協議会）

愛鳥週間ポスター展の開催  愛鳥週間用ポスター原画の募集等

・愛鳥週間
5月10日～16日
・愛鳥週間ポス
ター展
5月1日～5月15
日
・愛鳥週間用ポ
スター原画の募
集等
5月～9月3日ま
で

府民
小中高、特別支
援学校、各種学
校、高等専門学
校等の児童・生
徒

府内
http://www.pref.osaka.lg.jp
/annai/moyo/detail.php?r
ecid=2485

環境農林水産部 動物愛護畜産課

大阪湾の環境改善に向けた取組みの紹介や、稚魚放流体験コーナー、大阪産水産物を使っ
た大阪産（もん）広場等の様々なイベントを通じて、美しく豊かな大阪湾を府民一人ひとりの手
で取り戻す活動への取り組みを呼びかける。

10月 府民 岸和田市内 環境農林水産部 水産課

海や河川など水辺へのごみ投棄防止に関する普及啓発を推進するため、大阪湾沿岸や大和
川沿川の市町村などの協力を得て、海岸、港湾、河川、漁港等の清掃や啓発活動を行う。

通年 府民 府内
http://www.pref.osaka.l
g.jp/suisan/campaign/

環境農林水産部 水産課

府民や事業者に対し、市町村やおおさか食品ロス削減パートナーシップ事業者等と連携して
食品ロス削減推進の取組について普及・啓発を行う。

10月 府民・事業者 府内
https://www.pref.osaka.
lg.jp/ryutai/foodloss/sy
okurosugekkan.html

環境農林水産部 流通対策室

多くの人々が森と湖に親しみ､心身をリフレッシュしながら森林やダム等の重要性について理
解を深めることを目的とする。
関連イベントとして「狭山池再発見」をテーマに、「狭山池博物館ツアー」、「狭山池ツアー」、
「副池ツアー」の３つのプログラムを開催

7月20日 府民 狭山池ダム 都市整備部 河川室河川環境課

府民参加による河川美化運動の推進等、府民と河川のふれあいを通して、河川愛護思想の
啓発・普及を図る。

7月 府民 府内
http://www.pref.osaka.l
g.jp/kasenkankyo/2705
27/index.html

都市整備部 河川室河川環境課

森と湖に親しむ旬間
（7月21日～31日)

魚庭（なにわ）の海づくり大会

「ごみをなくそう。水をきれいに！」ク
リーンキャンペーン

河川愛護月間

食品ロス削減月間

農空間保全活動

愛鳥週間

おおさか山の日、山に親しむ推進月
間

オアシス・クリーンアップキャンペー
ン

エコドライブ推進月間

産業廃棄物不適正処理防止推進強
化月間事業

おおさか３Ｒキャンペーン

生活排水対策推進月間
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府民に対する啓発や防災教育などを通し、土砂災害の知識の普及及び土砂災害による生
命、財産の被害の防止を図る

6月 府民 府内
http://www.pref.osaka.lg.jp
/damusabo/soft/boushige
kkan.html

都市整備部 河川室河川環境課

都市における緑の保全・創出や都市公園、街路樹の整備等を推進し、住民参加による緑豊か
な美しいまちづくりを展開するため、緑化に関する各種イベント等を実施する。

10月 行政 府内一円 都市整備部 公園課

泉州地域の府民に「下水道」についての理解と関心を深めてもらい、それによって一層、下水
道の整備を促進する。

毎年10月 府民
湾岸流域３水みらいセン
ターで交代に実施

https://www.pref.osaka.
lg.jp/nambugesui/shoka
i.html

都市整備部 下水道室

小学生（保護者同伴）を対象に下水処理施設の見学、顕微鏡による微生物の観察や水質実
験等を体験して頂く。

毎年11月頃
小学生
（保護者同伴）

安威川流域下水道
中央水みらいセンター

http://www.pref.osaka.l
g.jp/hokubugesui/shoka
i.html

都市整備部 下水道室

下水処理施設の見学、顕微鏡による微生物の観察や水質実験等を体験して頂く。 毎年2月頃 府民
淀川右岸流域下水道
高槻水みらいセンター

http://www.pref.osaka.l
g.jp/hokubugesui/shoka
i.html

都市整備部 下水道室

毎月20日をノーマイカーデーとし、自動車利用の抑制、マイカー通勤から公共交通機関への
転換を図るため、交通安全運動等の広報・啓発とあわせ、府民への周知を図る。

毎月20日
（ただし、日・祝
日の場合は翌
日）

府民 府内 都市整備部 交通戦略室交通計画課

「車の利用を控える」「車から（電車・バス等へ）乗り換える」「車を使う時間をずらす」などの手
法により、渋滞を緩和させるため、府民や事業者との協働のもと、車から公共交通への利用
転換を促進している。
・Webページでの情報発信（レンタサイクル、公共交通のお得な情報など）
・パークアンドライドの実施（都心への直接的な車乗入れから郊外に駐車して公共交通機関に
乗り換えへ転換）

府民 府内
http://www.pref.osaka.lg.jp
/toshikotsu/kankyogakusy
u/tdm.html

都市整備部 交通戦略室交通計画課

地元自治会・企業等と一緒に清掃を行い、広く道路を利用する人々に対し、道路を汚さないよ
う広報・啓発を行う。

毎年９月頃実
施

府民・自治会・
企業等

大阪中央環状線
http://www.pref.osaka.lg.jp
/dorokankyo/nakakan/

都市整備部 道路室道路環境課

 11月を「自転車マナーアップ強化月間」とし、自転車の交通ルールの徹底及びマナーの向上
を目指した取り組みを実施する中で、府民に対して「自転車の放置をしない・させない」意識の
高揚を図るため、市町村、鉄道事業者等の協力を得て、ポスターの掲出等広報啓発を行う。

11月 府民 府内 都市整備部 交通戦略室交通計画課

広く道路を利用する人々に対し、道路の役割及び重要性を再認識していただくとともに、道路
をいつくしむという道路愛護思想の普及及び道路の正しい利用の啓発を行う。

８月 府民 府内
http://www.pref.osaka.l
g.jp/dorokankyo/dourok
anri-fureai/index.html

都市整備部 道路室道路環境課

美しく、個性と風格のあるまちの景観づくりを進めていくために、周辺環境の向上に資し、か
つ、景観上優れた建物やまちなみを表彰する。

7月～１２月
１月（表彰）

府民・事業者 府内
http://osaka-
machinami.jp/

都市整備部 建築環境課

建設廃棄物の現状と建設リサイクルの必要性を説明し、建設分野でのリサイクルの重要性に
ついて関心を高めるとともに、解体工事等の届出制度をはじめとする建設リサイクル法の手
続きを分かりやすく解説

７月及び２月
府民
事業者

新型コロナウィルス感染症
の感染拡大防止のため
ホームページにて資料を
掲載した。

http://www.pref.osaka.lg.jp
/kenshi_shinsa/recycle_ind
ex/index.html

都市整備部 建築指導室

建設リサイクル法について分かりやすく解説したパネル展示を、府庁及び市役所（特定行政
庁）を巡回して行う。

５月～10月 府民
新型コロナウィルス感染症
の感染拡大防止のため
ホームページに掲載した。

http://www.pref.osaka.lg.jp
/kenshi_shinsa/recycle_ind
ex/index.html

都市整備部 建築指導室

環境にやさしい建築・まちづくりを推進するため、大阪府と大阪市の共同で、建築物の環境配
慮制度に基づいて届出のあった建築物の中から、特に優れた建築物を表彰する。また、基調
講演や入賞作品のプレゼンテーションを実施することで先進的な環境配慮の取組みを紹介す
る。

2月頃（表彰式）
府民・事業者・
行政

府内
http://www.pref.osaka.lg.jp
/kenshi_shinsa/casbee_ind
ex_html/index.html

都市整備部 建築環境課

建設リサイクル法巡回パネル展示

ノーマイカーデーの実施

下水処理施設見学会

駅前放置自転車追放のための広
報・啓発

中環をきれいにする日

おおさか環境にやさしい建築賞

建設リサイクル法説明会

大阪都市景観建築賞

道路ふれあい月間

交通需要マネジメント（TDM）や公共
交通活性化に関する施策の推進

下水処理施設体験ツアー

土砂災害防止月間

都市緑化月間

泉州下水道フェスティバル
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緑豊かな「公園都市」の形成を目標とする彩都において、里山環境や生物多様性の保全など
を図るため、住民参加の取組みを行う。

通年 府民 彩都 http://www.saito.tv/ 大阪都市計画局 まちづくり戦略室

万博記念公園の豊かな自然環境を広く知ってもらうため、自然観察学習館では広報誌「自然
観察学習館ニュースレター」の発行や、HPやFBでの情報発信を行う。

通年 府民 万博記念公園
http://www.expo70-
park.jp/

府民文化部 日本万国博覧会記念公園
万博記念公園内自然環境の情報発
信

彩都（国際文化公園都市）
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○パンフレット・ホームページ等
概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課

府内で活動するこどもエコクラブの活動等の紹介。 通年
府内こどもエコ
クラブ

http://www.pref.osaka.lg.j
p/chikyukankyo/c-
ecoclub/

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

大阪府環境家計簿「めっちゃエコやねん」は、電気、ガス、水道等、家庭のエネルギー使用量
を把握し、環境にやさしい生活を実施するために普段の生活を見直すきっかけとなるツー
ル。

毎年度 府民
http://www.pref.osaka.lg.j
p/chikyukankyo/jigyotopp
age/kakeibo.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

多くの組織や個人がISO14001等「環境マネジメントシステム(EMS)」に取り組んでいただくた
めに必要な基礎的ガイドライン。

通年 府民
https://www.pref.osaka.
lg.jp/eneseisaku/emspo
-tal/index.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

中小事業者を対象に、すぐに実践できる運用改善による省エネの手法を業種別にまとめた
マニュアルを作成し、さらにホームページで公開。

平成24年3月 事業者
http://www.pref.osaka.lg.j
p/chikyukankyo/shouene
/work2.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

府民に「適応」に関する情報を分かりやすく提供するハンドブック及び啓発取組事例集を作
成。

令和３年３月発
行

府民 府内

https://www.pref.osaka.
lg.jp/chikyukankyo/jigyo
toppage/tekiou_handbo
ok.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

「環境の状況並びに豊かな環境の保全及び創造に関して講じた施策等に関する報告」を取り
まとめたもの（データ除く）

毎年度
府民
行政

http://www.pref.osaka.l
g.jp/kannosomu/kankyo
u_joukyou/kankoubutu.h
tml

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

大阪の環境に関する情報のポータルサイトとして、「おおさかの環境ホームページ エコギャ
ラリー」を開設。また、環境等イベント情報をお知らせするため、「大阪府環境農林水産イベ
ント情報配信サービス」を配信。
最近の大阪の環境に関するイベント情報、水質・大気等の環境モニタリング結果、環境審議
会の審議内容、環境白書、条例・計画の情報等、幅広い環境情報について、ホームページ
上に速やかに公表するなど積極的に発信することで、府民・事業者・地域団体・NPO等の環
境保全活動の促進を図る。

通年 府民
http://www.pref.osaka.lg.j
p/kannosuisoken/ecogalle
ry/

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

 身近な野生動植物の生息・生育環境の状況を通して、地域の生態系や生物多様性につい
て学び、体感するための自然環境学習教材。
 府域における生態系の現状や課題、そして府民による自然環境の保全・回復・創造活動に
ついてわかりやすく解説。

平成１５年３月
府民
小・中学生

http://www.pref.osaka.lg.j
p/midori/midori/seibututa
yousei.html

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

自然環境や生き物、自然公園や自然とふれあうイベントなど、”大阪のみどり”に関する情報
を提供するホームページ

府民
https://www.pref.osaka.
lg.jp/midori/midori/

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

府域に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物等を紹介。 平成１２年３月 府民
http://www.pref.osaka.l
g.jp/midori/tayouseipar
tner/redlist.html

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

生きものから大阪の自然を学ぶきっかけとして役立てるために、環境の変化を反映しやすい
生きもの100種を「大阪の環境指標種」として紹介。
（公財）三菱UFJ環境財団ホームページにてダウンロードが可能。

平成19年3月 府民

https://www.muef.or.jp/m
uef/kankyokyoikujigyo/kei
hatsu-tosyo/menu-
kehatu

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

里山林、林縁、草地・畑、水田、水辺の生きものを季節ごとに紹介。
（公財）三菱UFJ環境財団ホームページにてダウンロードが可能。

平成30年12月 府民

https://www.muef.or.jp/m
uef/kankyokyoikujigyo/kei
hatsu-tosyo/menu-
kehatu

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

生きものから見た大阪の自然
（大阪の環境指標種１００）

温暖化「適応」啓発小冊子
[おおさか気候変動「適応」ハンドブッ
ク・啓発取組事例集]

大 阪 府 に お け る 環 境 教 育 施 策 一 覧 （令和３年度分）

大阪府EMSポータル

分野・名称・事業名

環境家計簿（再掲）
「めっちゃエコやねん」

大阪の里山 四季の生きものたち１
００

トンボや野鳥のいっぱいいる街をつ
くろう（大阪府レッドデータブック＜環
境学習編＞）

ひろがれ！みどり
（大阪のみどりのホームページ）

大阪府における保護上重要な野生
動物 レッドリスト

大阪府こどもエコクラブのページ（再
掲）

省エネ対策マニュアル『手軽にでき
る！省エネのすすめ！！』

おおさかの環境

大阪府の環境情報の発信（再掲）
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概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課分野・名称・事業名

山、川、田畑など、里山の風景をまるごとひとつにまとめ、昔ながらの生活（いろり・かまど・
五右衛門風呂）を再現した「紀泉わいわい村」施設案内と多彩なプログラムを紹介。

平成１５年１月 府民

https://www.pref.osaka.
lg.jp/kenshi_kikaku/keik
an-ustukushii/100kei-
64.html

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

大阪で一番高い場所にある天体観察施設などの施設案内と府民の森「ちはや園地」の園地
案内

平成１３年４月
（平成２３年度改
訂）

府民
http://osaka-
midori.jp/mori/museum.
html

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

・府民の森各園地の紹介（ほしだ、くろんど、緑の文化園むろいけ、くさか、ぬかた、なるか
わ、みずのみの7園地）
・イベント情報、交通アクセス、問合せ先などの案内

随時 府民
（R4～）
http://o-
wonderforest.com/

環境農林水産部

みどり推進室みどり企画課
R3：（一財）大阪府みどり公社
（06-6266-1038）
R4：なるかわ園地管理事務所
（072-988-4184）

・ちはや園地の紹介
・ちはや星と自然のミュージアム、イベント情報、交通アクセス、問合せ先などの案内

随時 府民
http://osaka-
midori.jp/mori/

環境農林水産部
みどり推進室みどり企画課
（一財）大阪府みどり公社（06-
6266-1038）

・ほりご園地（里山の自然学校 紀泉わいわい村）の紹介
・自然環境学習メニュー、イベント情報、交通アクセス、問合せ先などの案内

随時 府民
https://www.osakaymc
a.or.jp/outdoor/kisenwa
iwaimura/index.html

環境農林水産部
みどり推進室みどり企画課
里山の自然学校紀泉わいわい
村（072-485-0661）

奈良県香芝市の屯鶴峯から大阪府和泉市の槇尾山までを結ぶ全長４５ｋｍのダイヤモンドト
レールの紹介

平成２５年４月改
訂

府民
https://www.pref.osaka.
lg.jp/midori/midori/g07
-tizu.html

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

大阪府和泉市の槇尾山から大阪府岬町の府立阪南・岬自然公園（高森山地区）までを結ぶ
泉州地区近畿自然歩道の紹介

平成２８年４月作
成

府民
https://www.pref.osaka.
lg.jp/midori/midori/g07
-tizu.html

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

府民が広く山に親しみ森林の重要性を知ると共に、健康づくりに寄与することを目的とした
「山に親しむ森林浴のモデルコース」を紹介。

平成１８年１２月 府民
http://www.pref.osaka.lg.j
p/midori/midori/g-
10yamanohi.html

環境農林水産部 みどり推進室森づくり課

森林の持つ様々な機能を府民に理解してもらい、森林とふれあう機会を増やすため、毎年１
１月を「山に親しむ推進月間」と定め、この期間に府内各地で開催される、森林を知る・利用
する・守るイベントを紹介。

毎年１１月 府民 府内
http://www.pref.osaka.lg.j
p/attach/217/00022817/
H26yamanohi.pdf

環境農林水産部 みどり推進室森づくり課

家庭の冷蔵庫に着目し、食品の保管状況や、冷蔵庫内の捨てられてしまう食品を把握するため、大阪
府民を対象に「家庭の食品ロス実態調査」を実施し、その結果を活用したリーフレットを作成し、配布し
ている。

令和元年10月 府民

http://www.pref.osaka.l
g.jp/ryutai/foodloss/res
earch.html

環境農林水産部 流通対策室

小学校４年生以上を対象とし、たこ焼を作り、消費するまでの過程でどのような食品ロスが発生するか、
またその食品ロスをどのように解決するかを遊びながら学べるカードゲームや授業用スライド等の資料
を掲載。他、食品ロスやSDGｓについて学べるページを作成、公開している。

令和４年３月 府民・行政

https://www.osaka-
foodlosszero.jp/index.ht
ml

環境農林水産部 流通対策室

リサイクル製品の普及を図るため、大阪府リサイクル製品認定制度、同認定製品、イ
ベントでの展示の様子について、ホームページに掲載。

通年
行政
府民
事業者

https://www.pref.osaka.
lg.jp/shigenjunkan/recy
cle-products/

環境農林水産部
循環型社会推進室資源循環
課

一般廃棄物についても排出者がリサイクルの状況を確認できるようにするため、再
生資源事業者が自主的に排出者に情報提供する方法として、リサイクル管理票の様
式・使い方等をウエブサイトに掲載。

通年
行政
事業者
再生事業者

https://www.pref.osaka.
lg.jp/shigenjunkan/recy
cle/jyouhou.html

環境農林水産部
循環型社会推進室資源循環
課

大阪府民の森ホームページ

ちはや星と自然のミュージアム

里山の自然学校「紀泉わいわい村」

ダイヤモンドトレールマップ

おおさか山の日 イベントガイド

山に親しむ森林浴マップ

「今日からはじめる冷蔵庫革命」
（リーフレット）

泉州地区近畿自然歩道マップ

リサイクル管理票（ホームページ）

「もったいないやん へらそう」ポータ
ルサイト（ホームページ）（再掲）

なにわエコ良品（ホームページ）
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概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課分野・名称・事業名

大阪府リサイクル製品認定制度の普及を図り、認定製品の府民利用を促進するため
に、２種類のリーフレットを作成し、市町村等に配布。
・事業者向け（対象製品、認定までの流れ等）
・府民向け（認定製品等）

通年 府民・事業者
https://www.pref.osaka.
lg.jp/shigenjunkan/recy
cle-products/list.html

環境農林水産部
循環型社会推進室資源循環
課

健全な水循環の再生の推進を図るため、水循環に関わる情報を収集発信
主な内容・雨水利用の事例紹介
      ・雨水利用の助成制度の紹介 など

平成19年11月 府民
http://www.pref.osaka.l
g.jp/kankyohozen/ama
mizu/index.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

海洋プラスチックごみの理解を深め、対策のための行動を起こしてもらうことを目的としたパ
ネル・チラシ

府民 各種イベント
http://www.pref.osaka.l
g.jp/kankyohozen/osak
a-wan/umigomi.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

生活騒音を防止するための啓発リーフレット（やさしい日本語版）及び動画を作成
生活騒音を防止するための啓発リーフレット（通常版）を改訂

令和２年12月（動
画アップ）
令和４年１月（啓
発リーフレット作
成及び改訂）

府民
https://www.pref.osaka.
lg.jp/kotsukankyo/oto/
seikatsu.html

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課

大切にしたい、将来に残したい大阪の音。
平成１２年度に「大阪サウンド探訪２１事業」（主催：大阪府、財団法人大阪２１世紀協会）とし
て、２１世紀に残したい「大阪の音風景」が一般公募され、６３件が選定された。
これらの音を府民が聞けるように録音し、編集した動画をYoutubeにアップして大阪府ホーム
ページに掲載し、毎年度動画を更新している。

令和３年更新 府民
http://www.pref.osaka.lg.j
p/kotsukankyo/oto/soun
dmap.html

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課

府民・事業者に対してエコカー普及を啓発。 平成27年度
府民
事業者
各種団体

http://www.pref.osaka.l
g.jp/kotsukankyo/haiga
su/suisin.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

府民、ドライバー、事業者等に駐車時のアイドリング・ストップを呼びかけるとともに、生活環
境の保全等に関する条例に基づくアイドリング規制の概要を説明。

平成15年度増版
平成19年11月増
版

府民
事業者
各種団体

府内
http://www.pref.osaka.lg.j
p/kotsukankyo/haigasu/id
ling_index.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

エコカーやエコドライブなどの自動車環境対策に関する情報をホームページに掲載し、府民
や事業者に対して情報発信を行っている。

平成27年度

府民
行政
事業者
各種団体

http://www.pref.osaka.l
g.jp/kotsukankyo/haiga
su/hiroba.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

エコカーのイベント情報やエコドライブのポイントなど、自動車に関するお役立ち情報を提
供。

通年（随時） 府民・事業者
http://www.pref.osaka.lg.j
p/kotsukankyo/mailmaga/
index.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

府民・事業者に対してエコドライブを啓発。

平成28年度作
成、
平成31年3月
新リーフレット作
成
令和2年3月新
リーフレット作成

府民
事業者
各種団体

http://www.pref.osaka.l
g.jp/kotsukankyo/haiga
su/fukyu.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

大阪の河川や海の水質汚濁の主な原因である生活排水について情報提供を行っている。
主な内容 ・生活排水処理の現状
       ・生活排水対策の施策について
       ・私たちができること

府民
http://www.pref.osaka.lg.j
p/kankyohozen/sei-hai/

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課
「生活排水をきれいにしよう」ホーム
ページ

自動車環境対策の情報広場
〔ホームページ〕

エコカー啓発用パネル・ポスター・
リーフレット

「健全な水循環の再生に向けて」
ホームページ

おおさか自動車環境ニュース
〔メールマガジン〕

アイドリング・ストップ啓発用チラシ

エコドライブ啓発支援 パネル・ポス
ター・リーフレット・ステッカー

大阪府リサイクル製品認定制度リー
フレット

「プラスチックごみから海を守ろう！」
パネル・チラシ

「生活騒音について」ホームページ

「大阪サウンドマップ」ホームページ
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概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課分野・名称・事業名

主に規制対象外の小規模事業所を対象に、事業所排水の改善のための情報を提供してい
る。
 ・排水改善の必要性
 ・簡易な装置による排水改善の方法 など

事業者
http://www.pref.osaka.l
g.jp/jigyoshoshido/hais
ui/index.html

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課

・大阪府立環境農林水産総合研究所の総合案内
・研究所のお知らせ情報・報道提供・イベント情報・メール配信サービス
・組織と業務、見学案内

府民
http://www.kannousuiken
-osaka.or.jp/

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所

研究所の組織、施設、研究等を解説するパンフレット 平成24年4月 府民
（地独）大阪府立環境農
林水産総合研究所及び各
ｾﾝﾀｰ

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所

大阪府の「河川上流」「河川中流」「河川下流」「ため池・湿地」「水田・水路」「都市公園」「里
山・雑木林」の自然環境の概説やそこにすむ生き物をわかりやすく解説し、大阪府の生物多
様性保全を啓発するパネル（８枚）

平成22年度作成 府民
（地独）大阪府立環境農
林水産総合研究所生物
多様性センター

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所生物多様性セン
ター

・天然記念物イタセンパラの生態や保全に関わる研究成果を解説するパンフレット
・淡水魚の病気について、予防法や診断法、対処法が簡単にわかる冊子
・府内の水辺で繁殖する外来種についての解説および被害防止のための啓発パンフレット

３～５種類設置 府民
（地独）大阪府立環境農
林水産総合研究所生物
多様性センター

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所生物多様性セン
ター

・業務やアクセス方法について案内するパンフレット 府民
（地独）大阪府立環境農
林水産総合研究所生物
多様性センター

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所生物多様性セン
ター

・業務やアクセス方法について案内するパンフレット 府民
（地独）大阪府立環境農
林水産総合研究所水産
技術センター

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所水産技術センター

・大阪府の自然環境の特徴と生物
・大阪府に生息する生物のリスト
・生物多様性に関わる府の施策など

平成22年度9月
開設 随時更新

府民
（地独）大阪府立環境農
林水産総合研究所生物
多様性センター

http://www.kannousuiken
-
osaka.or.jp/biodiv/biodiv/i
ndex.html

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所生物多様性セン
ター

大阪府内では、サクラ、モモ、ウメなどバラ科樹木を加害する特定外来生物「クビアカツヤカ
ミキリ」による被害が発生しています。
クビアカツヤカミキリによる被害をいち早く発見し、早期の防除活動につなげるため、生態や
被害確認方法、防除方法などについて紹介した手引書と動画を作成し、公開。

「手引書」令和３
年３月改訂

府民・事業者・
行政

（地独）大阪府立環境農
林水産総合研究所

http://www.kannousuik
en-
osaka.or.jp/nourin/info/
doc/2021031700057/

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所

・おおさか気候変動適応センターについての紹介
・気候変動の影響と適応の説明
・適応に関連する環農水研の成果の説明

令和2年度7月開
設 随時更新

府民・事業者・
行政

おおさか気候変動適応セ
ンター
（（地独）大阪府立環境農
林水産総合研究所）

https://lccac-
osaka.org/

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所

・おおさか気候変動適応センターについての紹介
・気候変動の影響と適応の説明
・適応に関連する環農水研の成果の説明

令和2年4月
府民・事業者・
行政

おおさか気候変動適応セ
ンター
（（地独）大阪府立環境農
林水産総合研究所）

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所

水辺環境啓発用パネル「大阪の自
然と生き物」

生物多様性センターパンフレット

水産技術センターパンフレット

特定外来生物クビアカツヤカミキリ
に関する防除情報
「被害対策の手引書」「動画」

ホームページ「おおさか気候変動適
応センター」

おおさか気候変動適応センターパン
フレット

ホームページ「大阪府の生物多様
性」

（地独）大阪府立環境農林水産総合
研究所パンフレット

（地独）大阪府立環境農林水産総合
研究所ホームページ

「事業所排水の改善方策」ホーム
ページ

淡水生物についての説明資料
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概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課分野・名称・事業名

河川環境の保全・活用、防災に関する情報提供
・河川の環境学習に関する情報
・地域の特色を活かした水辺づくり
・アドプト・リバー・プログラム
・雨量、水位、潮位情報、防災関連情報 など

通年 府民
http://www.pref.osaka.lg.j
p/s_kasen/

都市整備部 河川室

大阪府の公園緑地施策の紹介や府営公園の情報提供をしている。
事業紹介例 ・大阪府営公園マスタープラン
        ・生きものとふれあえる都市公園計画
        ・環境にやさしい公園づくり        など
みどりの風促進事業のポータルサイトもあり
http://www.pref.osaka.lg.jp/kannosomu/midori/index.html

通年 府民
https://www.pref.osaka.
lg.jp/koen2/

都市整備部 公園課

建設廃棄物の現状と建設リサイクルの必要性、届出制度などの建設リサイクル法の概要を
解説

随時
府民
事業者

窓口受付時及びパトロー
ル時に配布

http://www.pref.osaka.lg.j
p/kenshi_shinsa/recycle_i
ndex/index.html

都市整備部 建築指導室

建設廃棄物の現状と建設リサイクルの必要性を説明し、建設廃棄物のリサイクル技術、分
別解体の適正な実施を分かりやすく解説。解体工事等の契約実務や届出等の法手続きに
ついても説明するとともに届出様式や書類の作成方法、Q＆Aなどの情報も掲載。

常設
府民
事業者

大阪府ホームページ
http://www.pref.osaka.lg.j
p/kenshi_shinsa/recycle_i
ndex/index.html

都市整備部 建築指導室

大阪府で取り組んでいる各種の景観施策について情報提供を行っている。
・大阪府景観条例、大阪府景観計画
・大阪府景観形成誘導推進協議会、大阪美しい景観づくり推進会議
・大阪都市景観建築賞
・建築協定  など

常設 府民・事業者 大阪府ホームページ

https://www.pref.osaka.
lg.jp/kenshi_kikaku/keik
an-
ustukushii/index.html

都市整備部 建築環境課 住環境推進G

本制度は大阪府温暖化の防止等に関する条例（R4より、大阪府気候変動対策の推進に関
する条例）に基づくもので、この制度について情報提供している。
届出様式のダウンロードや、環境に配慮した建築物の概要について閲覧できるようになって
いる。
また、R3年度は、省エネ住宅チラシを作成し、行政庁や建築関係団体、住宅展示場等に配
布した。

常設
府民・事業者・
行政

大阪府ホームページ
http://www.pref.osaka.lg.j
p/kenshi_shinsa/casbee_in
dex_html/

都市整備部 建築環境課

建築物省エネ法に基づく手続きを円滑に行えるよう、省エネ適合性判定または届出が必要
な建築物や手続きに必要な様式等についてホームページに登載している。

常設 府民・事業者 大阪府ホームページ

http://www.pref.osaka.l
g.jp/kenshi_shinsa/bldg_
energysaving/index.htm
l

都市整備部 建築環境課

民間資金を活用した建築物の省エネルギー改修により、CO2等の環境負荷低減、光熱水費
の削減、ニュービジネスの育成等を目指すESCO事業について、府の取組み状況や事業実
績、制度の概要等の情報提供を行っている。

常設 府民・事業者 大阪府ホームページ
http://www.pref.osaka.lg.j
p/koken_setsubi/esco/ind
ex.html

都市整備部
住宅建築局
公共建築室
設備課

大阪府と大阪市で、環境に配慮した建築物の優れた取組みを紹介するパンフレットを民間団
体の協力により作成し、府民や関係団体等に配布しました。

2月頃
府民・事業者・
行政

窓口配布
http://www.pref.osaka.lg.j
p/kenshi_shinsa/casbee_in
dex_html/

都市整備部 建築環境課

近畿建築行政会議において作成した、環境に配慮した建築物を紹介するポスターやリーフ
レットを掲示し、関係団体等に配布しました。

8月頃
府民・事業者・
行政

窓口配布
https://kinki-
cba.jp/information/202
2/03/10-155254.html

都市整備部 建築環境課

建築物の環境配慮制度ポスター及
びリーフレット「近畿の環境に配慮し
た建築物」

大阪府美しい景観づくりホームペー
ジ

大阪府河川室ホームページ

大阪府都市整備部公園課ホーム
ページ

大阪府ESCO事業ホームページ

建築物の環境配慮制度パンフレット
「おおさか環境にやさしい建築表彰
作品集」

建築物のエネルギー消費性能の向
上に関する法律（建築物省エネ法）
ホームページ

建設リサイクル法パンフレット
「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律」

大阪府建築物の環境配慮制度
ホームページ

大阪府建設リサイクルホームページ
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概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課分野・名称・事業名

消費生活センターに寄せられた相談事例や生活に役立つ情報を提供し、消費者被害の未然
防止・拡大防止を図り、消費者の主体的・合理的な行動を促進するための情報。

年4回 府民
https://www.pref.osaka.
lg.jp/shouhi/keihatsu/k
urashist.html

府民文化部 消費生活センター大阪府・大阪市共同発行情報
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