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レッドリストに記載されている、絶滅の危機にさらされてい

の変化や、食物連鎖の変化が起こることで、絶滅してしまいます。また、

めぐり巡って、他の生物や私たちにも影響を及ぼす可能性があります。

29年度において豊かな環境の保全及び創造に関して講じようとする施策」より

（里山） スナメリ

（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所（アユ、ニホンアカガエル、ヘイケボタル）

年に行った府民アンケートでは、「生物多様性を知っている」と回答した人は全体の

た。大阪では、「生物多様性」という言葉自体の認知度は、高いとはいえません。しかし、ブナ林を有す

山々や、美しい田園風景を有する能勢町や千早赤阪村などの里地里山、飲

料水の源となる淀川を含む河川、自然海岸が残る大阪湾など、多様な自然環境が存在しており、そのい

ずれの場所にも多くの生物が生息しています。大阪にすむ私たちは、無意識のうちに生物多様性に触れ、

私たちの暮らしと生物多様性とのつながりについては、第

種の生物がいるといわれています。皆さんの身近にすむ生物の

大阪にいるということが意外な生物もいたのではないでしょうか。しかし、

レッドリストに記載されている、絶滅の危機にさらされている生物です。生物多様性が失われ、生息域

の変化や、食物連鎖の変化が起こることで、絶滅してしまいます。また、

めぐり巡って、他の生物や私たちにも影響を及ぼす可能性があります。

年度において豊かな環境の保全及び創造に関して講じようとする施策」より

フクロウ

スナメリ（

（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所（アユ、ニホンアカガエル、ヘイケボタル）

年に行った府民アンケートでは、「生物多様性を知っている」と回答した人は全体の

た。大阪では、「生物多様性」という言葉自体の認知度は、高いとはいえません。しかし、ブナ林を有す

山々や、美しい田園風景を有する能勢町や千早赤阪村などの里地里山、飲

料水の源となる淀川を含む河川、自然海岸が残る大阪湾など、多様な自然環境が存在しており、そのい

、無意識のうちに生物多様性に触れ、

私たちの暮らしと生物多様性とのつながりについては、第

種の生物がいるといわれています。皆さんの身近にすむ生物の

大阪にいるということが意外な生物もいたのではないでしょうか。しかし、

る生物です。生物多様性が失われ、生息域

の変化や、食物連鎖の変化が起こることで、絶滅してしまいます。また、これらの生物がいなくなるこ

めぐり巡って、他の生物や私たちにも影響を及ぼす可能性があります。

年度において豊かな環境の保全及び創造に関して講じようとする施策」より

フクロウ（林） 

（海） 

（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所（アユ、ニホンアカガエル、ヘイケボタル）

年に行った府民アンケートでは、「生物多様性を知っている」と回答した人は全体の

た。大阪では、「生物多様性」という言葉自体の認知度は、高いとはいえません。しかし、ブナ林を有す

山々や、美しい田園風景を有する能勢町や千早赤阪村などの里地里山、飲

料水の源となる淀川を含む河川、自然海岸が残る大阪湾など、多様な自然環境が存在しており、そのい

、無意識のうちに生物多様性に触れ、

私たちの暮らしと生物多様性とのつながりについては、第

種の生物がいるといわれています。皆さんの身近にすむ生物の

大阪にいるということが意外な生物もいたのではないでしょうか。しかし、これらの生物は

る生物です。生物多様性が失われ、生息域

これらの生物がいなくなるこ

めぐり巡って、他の生物や私たちにも影響を及ぼす可能性があります。 

年度において豊かな環境の保全及び創造に関して講じようとする施策」より

 マツタケ

ヘイケボタル

（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所（アユ、ニホンアカガエル、ヘイケボタル）

年に行った府民アンケートでは、「生物多様性を知っている」と回答した人は全体の

た。大阪では、「生物多様性」という言葉自体の認知度は、高いとはいえません。しかし、ブナ林を有す

山々や、美しい田園風景を有する能勢町や千早赤阪村などの里地里山、飲

料水の源となる淀川を含む河川、自然海岸が残る大阪湾など、多様な自然環境が存在しており、そのい

、無意識のうちに生物多様性に触れ、

私たちの暮らしと生物多様性とのつながりについては、第 2

種の生物がいるといわれています。皆さんの身近にすむ生物の

これらの生物は

る生物です。生物多様性が失われ、生息域

これらの生物がいなくなるこ

年度において豊かな環境の保全及び創造に関して講じようとする施策」より

マツタケ（

ヘイケボタル

（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所（アユ、ニホンアカガエル、ヘイケボタル）

年に行った府民アンケートでは、「生物多様性を知っている」と回答した人は全体の 33%*でし

た。大阪では、「生物多様性」という言葉自体の認知度は、高いとはいえません。しかし、ブナ林を有す

山々や、美しい田園風景を有する能勢町や千早赤阪村などの里地里山、飲

料水の源となる淀川を含む河川、自然海岸が残る大阪湾など、多様な自然環境が存在しており、そのい

、無意識のうちに生物多様性に触れ、

2章で詳しく

種の生物がいるといわれています。皆さんの身近にすむ生物の一例を 

これらの生物は、大阪府

る生物です。生物多様性が失われ、生息域

これらの生物がいなくなるこ

年度において豊かな環境の保全及び創造に関して講じようとする施策」より

（マツ林

ヘイケボタル（川・里山）

（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所（アユ、ニホンアカガエル、ヘイケボタル）、大阪府（キキョウ）

 

でし

た。大阪では、「生物多様性」という言葉自体の認知度は、高いとはいえません。しかし、ブナ林を有す

山々や、美しい田園風景を有する能勢町や千早赤阪村などの里地里山、飲

料水の源となる淀川を含む河川、自然海岸が残る大阪湾など、多様な自然環境が存在しており、そのい

、無意識のうちに生物多様性に触れ、

章で詳しく

 

大阪府

る生物です。生物多様性が失われ、生息域

これらの生物がいなくなるこ

年度において豊かな環境の保全及び創造に関して講じようとする施策」より 

マツ林） 

里山） 

、大阪府（キキョウ） 


