
1－4 環 境 関 連 行 事 の 概 要 
①フェア、イベント 

実施期間 行事名 実施機関 行事内容 

H12.5.21 第 49 回大阪府植樹祭 大阪府 

河内長野市 

(財)大阪みどりのトラスト協会 

みどりに対する府民の関心を高め、府民参

加によるみどり豊かなまちづくりを呼びかける

ため、植樹祭を開催しました。 

H12.6.1 

   ～7.31 

「ゴミをなくそう。水をきれい

に！」合同キャンペーン 

大阪府 海や河川といった水辺へのゴミ投棄防止に

関する啓発を推進するため、府民と漁業者等

が一体となって、海岸、港湾、河川、漁港等の

清掃や啓発活動を行いました。 

H12.6.1  

～13.3.11 

海と渚クリーンアップキャンペ

ーン事業 

大阪府 府民と漁業者等が一体となって、大阪府海

域及び大阪湾に流入する大和川の美化清掃

等のキャン ペーンを行いました。 

H12.6.13

～14 

子どものための公害監視セン

ター環境デー 

大阪府 小学校高学年を対象に施設見学等を通じ

て、身近な環境の現状などを認識できるような

環境学習を行いました。 

H12.6.21 ｢グリーン購入が社会を変え

る｣ 

大阪府 

豊かな環境づくり大阪府民会議 

地球環境関西フォーラム 

(社)関西経済連合会 

府民・事業者による環境の保全・創造に向

けた行動の輪を広げていくため、環境に関す

る講習会等を実施しました。 

H12.6.25 

 9.15 

   10.22 

海岸美化運動 大阪府(6.25・10.22) 

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ阪南第１団（9.15） 

（大阪府後援） 

貝塚市二色の浜海岸(6.25)、岬町長松海

岸(10.22)、阪南市男里川河口(9.15)におい

て、府民参加により海岸のごみ、空き缶等の

回収を行いました。 

H12.7.2 港湾美化啓発運動 岸和田市、泉大津市、貝塚市 

（全て大阪府共催） 

阪南港阪南1区、堺泉北港小松緑道及び汐

見緑道、阪南港阪南３区において、府民参加

により清掃活動動を行いました。 

H12.7.16 海の日記念稚魚放流 大阪府 海の日記念行事として、児童等地域住民の

参加を得て、海岸の清掃、稚魚の放流等を行

い、環境保全意識の啓発を図りました。（田尻

漁港） 

H12.8.1 なぎさの楽校(がっこう) 大阪府、岬町 岬町長松自然海浜保全地区において、生

物観察と清掃をとおして海辺の環境保全につ

いて考える環境学習プログラムを実施しまし

た。 

H12.10.1

～31 

グリーン購入キャンペーン 同上 環境にやさしい消費行動を通じて、府民の

環境配慮行動を推進するため、事業者、消費

者団体とのパートナーシップにより実施しまし

た。 

H12.10.6 

     ～9 

近畿都市緑化祭 近畿都市緑化推進連絡協議会 京都市梅小路公園において、都市住民に

対する緑化意識の高揚を目的として行われた

緑化推進の啓発事業への参加を行いました。 

H12.10.26 淡輪箱作海岸における「小学

生の磯浜見学会」 

大阪府 

（財）大阪府漁業振興基金栽培事業場 

関西大学工学部 

海岸整備の目的・必要性を知ってもらい人

工磯浜の生物の生態と観察及び大阪湾の魚

の話と稚魚の放流を実施しました。 

H12.10.27 大阪まちづくりフェア 大阪府、枚方市 府民参加による創意と工夫を活かしたまち

づくりの推進を目的として、まちづくりに特に

顕著な功績のあった個人・団体の12件を知事

表彰するとともに、基調講演や展示会等を開

催しました。 

H12.10.28 

～29 

 

 

大阪府都市緑化フェア 第 16 回大阪府都市緑化フェア実行委

員会 

和泉市池上曽根遺跡史跡公園及びその周

辺において、府民に対する都市緑化の意識

の高揚、知識の普及を目的とし、緑化推進の

啓発事業を開催しました。 



H12.10.28

～29 

 

環境ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 21 環境ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 21 組織委員会 

・大阪府 

・ｴｺ･ｴﾅｼﾞー OSAKA'2000実行委員会 

・ﾘｻｲｸﾙﾌｪｱ大阪実行委員会 

・吹田市 他 

「未来における地球との共生を考える」をﾃー

ﾏに、低公害車の展示・試乗、ｿー ﾗー ｶー ﾚー ｽ、ﾘ

ｻｲｸﾙﾌｧｯｼｮﾝｼｮー 、ｴｺ･ﾏﾗｿﾝ大会、かんきょう

ｽﾃｰｼﾞ、ﾘｻｲｸﾙﾏｰｹｯﾄ等の啓発ｲﾍﾞﾝﾄを万博

記念公園において開催しました。 

Ｈ12.11.1 

～30 

オアシス・クリーンアップ・ 

キャンペーン 

大阪府 

大阪府ため池総合整備推進協議会（41

市町村で構成） 

府民がため池と親しみ、水辺づくりに取り組

むよう、長池（熊取町）及び寺田池（河南町）

で、清掃活動や啓発イベント等を実施しまし

た。 

H12.11.5 こどもエコクラブ交流会 大阪府 こどもエコクラブ活動を支援するため、こど

もエコクラブ交流会を実施しました。 

H12.11.12 大和川・石川まつり 大阪府 

建設省近畿地方建設局 

大和川流域大阪府内市町村 

藤井寺市川北 3 丁目付近大和川河川敷に

おいて、大和川水質改善に向け、国・府・市町

村が連携し流域住民を対象とした水環境啓発

事業を開催しました。(参加者約 5,000 人。回

収ごみ 4t) 

H12.12.8 第 20 回市景観建築賞（大阪ま

ちなみ賞） 

大阪府 

大阪市 

(社)大阪府建築士会 

大阪市立中央区民センターにおいて、景観

に優れた建築物等を表彰するとともに、記念

公演等を開催しました。 

 
 
②フォーラム、シンポジウム、セミナー 

実施期間 行事名 実施機関 行事内容 

H12.10.31

～11.14 

（計３回） 

環境活動ﾘｰﾀﾞｰ支援講習 大阪府 地域における環境保全活動に取り組む団

体の支援を図るため、ﾘー ﾀ゙ｰ等を対象に講習

会を開催しました。 

H12.11.5 第１回ため池環境コミュニティ

会議 

大阪府 

大阪府ため池総合整備推進協議会（41

市町村で構成） 

「ため池環境コミュニティの代表者」等を集

め、今後、さらに「住民参加による水辺環境づ

くり」を推進させるため、会議を開催しました。 

H13.2.3 さんぱいﾌｫｰﾗﾑ 
大阪府 

大阪市、堺市、東大阪市 

(社)大阪府産業廃棄物協会 

エルおおさかにおいて、産業廃棄物の適

正処理に関する啓発劇｢ゴミは天下のまわりも

の」を開催しました。 

H13.3.8 グリーン購入セミナー 大阪府 

豊かな環境づくり大阪府民会議 

環境にやさしい消費行動を通じて、府民の

環境配慮行動を促進するため、「環境に配慮

したくらしとグリーン購入」をﾃー ﾏにセミナーを

開催しました。 

 

 

③会議の開催 

実施期間 行事名 実施機関 行事内容 

H12.6.8 

H13.1.30 

豊かな環境づくり大阪府民会

議 

大阪府、大阪市、大阪府市長会、大阪

府町村長会、学識経験者、府民団体、

事業者団体、関連団体  計８名、32 団

体 

市町村、事業者、府民及び民間団体等との

協働により、豊かな環境の保全及び創造に関

する施策の推進方策を検討しました。 

H12.6.27 大阪自動車公害対策推進会

議 

大阪府、大阪市、近畿運輸局、 府警本

部  他 26 団体 

関係行政機関と自動車関係団体等で構成

する会議を開催し、自動車公害の防止に向け

た推進事項や国、自動車メーカー等への要望

内容を協議・決定しました。 

H12.8.2 大阪美しい景観づくり推進会

議 

大阪商工会議所、大阪府、学識経験

者、公的・民間団体、地域活動団体等 

府民、事業者、行政の協働により、｢美しい

世界都市大阪の実現｣に関する施策の推進方

策を検討しました。 

 

 

 

 

 



④指導・検査 

実施期間 行事名 実施機関 行事内容 

H12 自動車排出ガス等街頭検査 大阪府、府警本部、府内市町村、近畿

運輸局、近畿運輸局大阪陸運支局、軽

自動車検査協会、大阪府自動車整備

振興会、大阪府トラック協会 

関係機関が協力して府内 54 ヶ所において

自動車排出ガス及び整備状況を街頭で検査

し、規制基準の遵守、点検整備の励行につい

て指導等を行いましました。 

 
 
⑤普及・ＰＲ活動（随時） 

媒 体 名 内容 
パンフレット等配布物 ○ 「豊かな環境づくり大阪府民会議」において、府民会議構成員の情報交流や府民への環境保

全・創造活動事例の紹介のための情報誌「かんきょう夢ひろば」を作成し、府民会議構成員や府
民に配布しました。 

○ 「大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議」において、「ごみ減量化・リサイクルアクションプ
ログラム」及び家電リサイクル法の普及啓発のためのリーフレットを作成し、府民に配布しまし
た。 

○ 不法投棄防止キャンペーン(11 月)において、ちらしを作成し、府民に配布しました。 
○ 不要不急の自家用自動車の使用自粛、業務用自動車の運行合理化、定期点検整備と適正走

行の徹底、低公害車の普及、駐車時のアイドリング停止などの啓発のため、リーフレットを作成
し、府民ドライバーに配付しました。 

○  フロン回収を促進するため、「大阪府フロン対策協議会」と協力してパンフレットを作成し、関
係業界団体等へ配布しました。 

○ 「オアシス・クリーンアップ・キャンペーン(11 月)」の一環として、大阪府ため池総合整備推進協
議会と協力し、ため池の環境保全啓発のために、「こども新聞」を作成し、府内全小学校及び各
関係機関に配布しました。 

ポスター等掲示物 ○ 不要不急の自家用自動車の使用自粛等についてのポスターを作成し、関係団体に掲示依頼
しました。 

○ 「大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議」において、ごみ減量化・リサイクルと環境美化に
ついてのポスター・カレンダーを作成し、市町村や関係団体に掲示依頼しました。 

○ 環境月間（６月）にポスターの掲示等を行いました。 
○ 身近な地域を使った環境学習プログラム「タウンウォッチング」を啓発ポスター「かんきょうナビ

ゲーターvol.1」で取り上げ、府内全小学校へ配布しました。 
○ 「オアシス・クリーンアップ・キャンペーン(11 月)」の一環として、大阪府ため池総合整備推進協

議会と協力し、「ため池をきれいにして“都市のオアシス”にしよう」をテーマにポスターを作成
し、府内全小学校及び各関係機関に配布しました。 

○ グリーン購入キャンペーン(10 月)において、ポスターを作成し、行政機関、キャンペーン参加
店舗等にポスターを掲出した。 

テレビ・ラジオ等広報 ○ アイドリングストップや家電リサイクル法の施行に関するＴＶ・ラジオスポットを放送し、周知を
図りました。 

 


