
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

農空間なっとく出張教室

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
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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

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

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
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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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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
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