
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

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

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

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

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

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

森と湖に親しむ旬間
（7月21日～31日)

河川愛護月間

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

食品ロス削減月間

【柱６．普及啓発】3/4

https://www.pref.osaka
http://www.pref.osaka.l
http://www.pref.osaka.lg.jp
https://www.pref.osaka
http://www.pref.osaka.l
http://www.pref.osaka.l
http://www.pref.osaka.lg.jp
http://www.pref.osaka.lg.jp
http://www.pref.osaka.l


概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課分野・名称・事業名

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

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

建設リサイクル法巡回パネル展示

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

彩都（国際文化公園都市）
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