
○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.jp
/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.jp
/chikyukankyo/jigyotoppa
ge/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.jp
/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.jp
/kannosuisoken/ecogaller
y/

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.jp
/midori/midori/seibututay
ousei.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.jp
/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１１
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.jp
/attach/217/00022817/H
26yamanohi.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

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

「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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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.jp
/kotsukankyo/oto/sound
map.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.jp
/kotsukankyo/haigasu/idli
ng_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.jp
/kotsukankyo/mailmaga/i
ndex.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

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

リサイクル管理票（ホームページ）

「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

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.jp
/kankyohozen/sei-hai/

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課

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

「生活排水をきれいにしよう」ホーム
ページ

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.jp
/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.jp
/kenshi_shinsa/recycle_ind
ex/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.jp
/kenshi_shinsa/recycle_ind
ex/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

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.jp
/kenshi_shinsa/casbee_ind
ex_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.html

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.jp
/koken_setsubi/esco/inde
x.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.jp
/kenshi_shinsa/casbee_ind
ex_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/2022
/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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