
（令和元年度）

実施期間 行 事 名 実 施 機 関 行 事 内 容

通年 下水道出前講座
○大阪府(下水道室、各流域
下水道事務所)

 小学生を対象に、下水道や水環境への関
心や理解をより一層深めてもらうために、府
職員等が小学校等へ出向いて授業を行う
「下水道出前講座」を行いました。

通年 水みらいセンターの見学
○大阪府(各流域下水道事務
所)

 小学生等を対象に、「下水道」全般につい
ての理解と関心を深めることを目的に、水み
らいセンターへ見学者を受入、下水道のしく
みの説明や施設の見学等を行いました。

通年
おおさかATCグリーンエコプ
ラザへの「おおさかエコテッ
ク」常設展示

○おおさかATCグリーンエコ
プラザ
○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所

 「おおさかエコテック」選定技術・製品を常
設展示しました。

通年
ワークショップ「チリメンモンス
ターを探そう」等の実施によ
る啓発活動

○大阪湾環境保全協議会

海の生き物の多様性や環境保全の大切さ
について気付いてもらうために、様々なイベ
ント（深日漁港ふれあいフェスタ、フィッシン
グショーOSAKA2020ほか）に出展し、ちりめ
んじゃこに混じった魚のこどもやタコ、イカ、
カニ等を探す「チリメンモンスター探し」など
を行いました。

通年

「ぐるっと大阪湾フォトコンテ
スト 大阪湾のチャームポイ
ントをさがせっ！」入賞作品
展示

○大阪湾環境保全協議会

大阪湾が持つ魅力を発掘し、広く発信する
ため、昨年度に実施した大阪湾フォトコンテ
ストの入賞作品を、構成自治体庁舎等にお
いて巡回展示しました。

R1.5.10 こども体験教室
○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所
生物多様性センター

生物多様性センターのビオトープ施設で生
物の観察や水草の押し葉作りなどを行い、
身近な生き物について体験学習しました。

R1.5.23
トンボの生態観察とヤゴの放
流の集い

○大阪府(東部流域下水道事
務所)

 小学生を対象に、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
らうために、ヤゴの放流やヤゴとのふれあ
い、汚水を浄化する微生物の紹介等を行い
ました。

R1.5.26
東大阪市民環境フェスティバ
ル２０１９

○東大阪市民環境フェスティ
バル実行委員会
○大阪エコカー協働普及サ
ポートネット

 府民のエコカーに対する理解と関心を深
めるため、エコカーの展示会を行いました。

R1.6.1-R1.6.30
R1.11.1-
R1.11.30

産業廃棄物不適正処理防止
推進強化月間

○大阪府産業廃棄物不適正
処理対策会議

 毎年6月と11月を産業廃棄物不適正処理
防止推進強化月間と位置づけ、不適正処理
の未然防止を図るため、指導、監視を強化
するとともに、11月3日に咲洲庁舎1階にお
いて不法投棄防止キャンペーンを実施し、
パネルクイズやキャラクターによる啓発など
を行いました。
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R1.6.2

天王寺動物園× 大阪府⽴環
境農林水産総合研究所生物
多様性センター連携記念トー
クイベント

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所
生物多様性センター
〇大阪市建設局天王寺動物
園

天王寺動物園と大阪府⽴環境農林水産総
合研究所生物多様性センターの連携を記念
したトークイベントを開催しました。

R1.6.11-6.12
ビジネスマッチングフェア２０
１９

○大阪府信用金庫協会 公
益財団法人大阪産業局
○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所

 「おおさかエコテック」選定技術・製品の展
示を行いました。

R1.6.22-23
R1.7.20-21
R1.9.7-8
R1.12.7-8
R2.1.11-12

フォレストジュニアクラブ 〇大阪府立少年自然の家

 小学生を対象に、ハイキングや木を使った
クラフトなど自然体験活動を通じて、自然を
大切にする心を育て、子ども達の新たな発
見、想像力を育み、コミュニケーション力を
高め、生きる力を育む事業を実施しました。

R1.6.25 田植え体験学習
○大阪府(東部流域下水道事
務所)

 小学生を対象に、環境学習の一環として、
下水の高度処理水を活用した稲作を実施し
ている体験田において、田植えの体験授業
を行いました。

R1.6.26 こども体験教室
○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所
水産技術センター

小学生を対象に、研究員が大阪湾の生き物
について話をするとともに、栽培漁業セン
ターで育てたヒラメ稚魚の放流を行い、つく
り育てる栽培漁業を体験するイベントを実施

R1.7.6
暑さへの「適応」啓発イベント
「おおさかCOOL横丁」

○大阪府(エネルギー政策
課)

府民を対象に、クールスポットにおいて、
ヒートアイランド現象に対する「適応」として
暑さ対策について学ぶイベントを行いまし
た。

R1.8.9
きみも空の見守り隊になろ
う！ PM2.5ってどんなもの？

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所

 中学生・高校生を対象に、PM2.5 による環

境問題を知り、大気の分析を体験できるイ
ベントを実施しました。

R1.8.18
R1.11.24

豊かな大阪湾エコバスツアー
○大阪府(環境保全課)
〇一般社団法人大阪府みど
り公社

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を
実施しました。

R1.9.8
こどもミュージアムフェスタ
2019

○一般社団法人こどもミュー
ジアムプロジェクト協会
○大阪エコカー協働普及サ
ポートネット

 府民のエコカーに対する理解と関心を深
めるため、エコカーの展示会を行いました。

R1.11.16-17
おおさか都市緑化フェア
2019in万博

○大阪府（都市計画室公園
課）
○公益財団法人国際花と緑
の博覧会記念協会
○阪神造園建設業協同組合

都市緑化に関する意識の高揚や知識の普
及を図り、花と緑あふれる街づくりを進める
ことを目的に、府内の都市公園等で開催。
令和元年度は、府立万国博覧会記念公園
で開催しました。

R1.10.1
 ～R1.11.30

おおさか３Rキャンペーン
○大阪府（資源循環課）
○豊かな環境づくり大阪府民
会議

 府内のスーパー、商店街、百貨店等の事
業者の協力のもと、府民や事業者に対し
て、マイバッグ・マイボトルの常時携帯など
の３Rの取組を促進するためのキャンペーン
を実施しました。

R1.10.1～31
R1.10.30

令和元年度食品ロス削減
キャンペーン「食の都・大阪
でおいしく食べきろう」

〇大阪府（流通対策室）

小売店等にポスター等を掲示するとともに、
府内ショッピングセンターにおいて、おおさ
か食品ロス削減パートナーシップ事業者と
連携し、ブース出展やクイズ大会など食品ロ
ス削減に関する啓発を行いました。
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R1.9.20
第35回中環をきれいにする
日

○大阪府（道路環境課、各土
木事務所）
○堺市
○地元自治会等アドプト団体
○企業等

 府民協働による地域に愛される美しい道
路づくりを目指し、各種アドプト団体や企業
等と協力して中環沿いの美化活動と啓発活
動を行いました。
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R1.10.6
生物多様性センター生きもの
ふれあいイベント

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所
生物多様性センター

生物多様性センターにおいて、生物多様性
について楽しみながら学ぶイベントを開催し
ました。

R1.10.16～17 大阪勧業展２０１９

○大阪商工会議所、堺商工
会議所、大阪府商工会連合
会
○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所

 「おおさかエコテック」選定技術・製品の展
示を行いました。

R1.10.19 2019コープフェスタin岸和田

○大阪いずみ市民生活協同
組合
○大阪府(流通対策室・資源
循環課・環境保全課)
○企業等

 食品ロス削減のPR・3Rの推進・海洋プラス
チックごみ問題の啓発を呼びかけました。

R1.10.23 稲刈り体験学習
○大阪府(東部流域下水道事
務所)

 小学生を対象に、環境学習の一環として、
下水の高度処理水を活用した稲作を実施し
ている体験田において、稲刈りの体験授業
を行いました。

R1.10.26 ～
R!.11.24
  ４回

地球温暖化への「適応」啓発
イベント

○大阪府(エネルギー政策
課)

府民を対象に環境ＮＰＯ等と協働した気候
変動への「適応」に関する啓発イベントを府
内４地域（北摂・中部・南河内・泉州）で行い
ました。地域毎のテーマに応じて、セミナー
やワークショップ、体験型ゲームなど様々な
形式のイベントを実施しました。

R1.10.27 鴻池ジャズストリート
○大阪府(東部流域下水道事
務所)

 府民の下水道に対する理解を感心を深め
るため、パネルの展示を行いました。

R1.10.29 課題解決型マッチングフェア
○大阪信用金庫
○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所

 研究所が実施する事業者支援制度や、支
援により開発された製品の展示を行いまし
た。

R1.11.3 ＥＣＯ縁日２０１９
○大阪市
○大阪エコカー協働普及サ
ポートネット

 府民のエコカーに対する理解と関心を深
めるため、エコカーの展示会・試乗会を行い
ました。

R1.11.3 守口市民まつり
○守口市
○大阪エコカー協働普及サ
ポートネット

 府民のエコカーに対する理解と関心を深
めるため、エコカーの展示会を行いました。

R1.11.4
R2.2.16

下水処理施設見学会
○大阪府（北部流域下水道
事務所）

 一般府民を対象に、「下水道」全般につい
ての理解と関心を深めることを目的に、水み
らいセンターの見学や、汚水を浄化する微
生物の顕微鏡観察、水質実験等を行いまし
た。

R1.11.9
いきいき八尾環境フェスティ
バル２０１９

○環境アニメイティッドやお
○大阪エコカー協働普及サ
ポートネット

 府民のエコカーに対する理解と関心を深
めるため、エコカーの展示会を行いました。

R1.11.9 泉州下水道フェスティバル

○大阪府（南部流域下水道
事務所）
○南大阪湾岸流域下水道事
業連絡協議会

 一般府民を対象に、「下水道」全般につい
ての理解と関心を深めることを目的に、水み
らいセンター等において、施設見学、パネ
ル・絵画の展示、クイズ、打ち水等の催しを
行いました。
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R1.11.16
大阪湾うみ・まちウォークin箱
作・樽井

○南海電気鉄道株式会社
○大阪府

 うみとまちのつながりが感じられる景観、う
みの豊かさを実感できる漁港のある風景な
どを巡り、楽しみながら大阪湾の環境保全
への理解を深めるエコツーリズムを実施しま
した。

R1.11.16 アドプトフォレスト事業
○大阪府立少年自然の家
○企業等

 地球温暖化防止や生物多様性確保のた
め、人工林や竹林などの森林の整備を進め
るアドプトフォレスト制度を活用し、間伐体験
や木工クラフトなどのプログラムを通して、
子ども達に森と人との関わりの大切さを理
解してもらう事業を実施しました。

R1.11.16 中河内防災フェア
○大阪府(東部流域下水道事
務所)

 府民の下水道に対する理解を感心を深め
るため、パネルの展示を行いました。

R1.11.17 松原市いきいき環境フェスタ
○大阪府(南部流域下水道事
務所)

 府民の下水道に対する理解を感心を深め
るため、パネルの展示及び微生物観察
（ブース出展）を行いました。

R1.11.16～
R1.11.17

いばらき環境フェア２０１９
○茨木市
○大阪エコカー協働普及サ
ポートネット

 府民のエコカーに対する理解と関心を深
めるため、エコカーの展示会を行いました。

R1.11.17 環境フェスティバル２０１９
○熊取町
○大阪エコカー協働普及サ
ポートネット

 府民のエコカーに対する理解と関心を深
めるため、エコカーの展示会を行いました。

R1.12.8
エコカー＆はたらく車
大集合フェスタ

○八尾市
○大阪エコカー協働普及サ
ポートネット

 府民のエコカーに対する理解と関心を深
めるため、エコカーの展示会・試乗会を行い
ました。

R1.12.10
府大･市大 ニューテクフェア
2019

○大阪府立大学、大阪市立
大学、大阪産業創造館 （公
益財団法人 大阪産業局）

 「エレクトロニクス・情報」「環境」「ヘルスケ
ア」「マテリアル」といった分野における最新
の研究成果を紹介する展示を行いました。

R2.2.17
R2.2.21

クルマ大集合
○豊中市
○大阪エコカー協働普及サ
ポートネット

 小学生の授業（環境学習）の一環として、
エコカーの展示を行いました。
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H31.4.1～
R2.3.31
計29回

生物多様性センター サポー
トスタッフ活動

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所
生物多様性センター

 生物多様性センターの施設を活用した環
境教室やイベント等をサポートする人材を育
成するために、座学、フィールド体験等によ
る講習会、及びイベント参画等による活動を
実施しました。

R1.5.20
R1.7.3
R2.2.12
R2.2.26

エコドライブ講習会 ○大阪府（環境保全課）
エコドライブへの取り組みを推進するため、
市町村職員、事業者等を対象に講習会を実
施しました。

R1.5.28
第１回緑化技術研修会「クビ
アカツヤカミキリの生態と被
害対策」

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所
生物多様性センター

 近年、大阪府内で分布を拡大しつつある
サクラ等の害虫であるクビアカツヤカミキリ
について、成虫が発生する夏の前にその習
性や判別方法の知見を得ることで被害の発
生を未然に防止する防除技術の取得のた
めの研修を実施しました。

R1.6.16 大阪湾セミナー
○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所
水産技術センター

「大阪湾の美味しい魚たち」をテーマとして
「増えた鰆とこれから」と「超高級魚『魚庭あ
こう』-ブランド化への道-」についてセミナー
を実施しました。

R1.618
R1.12.5
計2回

中小事業者のための省エネ・
省ＣＯ２セミナー

○おおさかスマートエネル
ギーセンター
○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所
○大阪商工会議所

最新のエネルギー事情や国・府市の施策、
すぐに実践できる省エネの手法について取
組実例を交えながら解説するとともに、省エ
ネを進めるために効果的な省エネルギー地
域相談プラットフォーム事業についても紹介
しました。また、省エネ診断や補助金等に関
する情報提供を行いました。

R1.6.29
第2回生物多様性センター談
話会「森と人の過去・現在・未
来」

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所
生物多様性センター

私たち人が暮らしの中で森を利用してきた
歴史や、大阪の森の昔と今、そして、近年頻
発している大雨に伴う土砂災害などから、森
を活かして人の生活を守る取り組みに関す
る話題提供を通じ、今後の森のあり方につ
いて考えるセミナーを実施しました。

R1.7.27
ヒートアイランド対策技術公
開セミナー

○大阪府
○大阪ヒートアイランド対策
技術コンソーシアム
○日本ヒートアイランド学会

ヒートアイランド対策に関する最前線の情報
についての講演と、講演者と参加者との意
見・情報交換を実施しました。

R1.7.31
特定外来生物クビアカツヤカ
ミキリの脅威と対策～被害と
防除の最前線～

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所
生物多様性センター
〇大阪府立大学大学院生命
環境科学研究科
〇日本生態学会近畿地区会

春を彩るサクラを蝕むクビアカツヤカミキリ
の被害が全国各地で、そして大阪府でも拡
大している状況において、対策を加速化し、
これ以上の分布拡大を食い止めるため、全
国各地の先進的な取り組みや知見を集約
する講演会と、被害の現状や発見のポイン
トについて実物を交えて紹介する現地見学
会を開催しました。

R1.8.9 地中熱利用セミナー
 ○おおさかスマートエネル
ギーセンター

事業者等を対象に、府域における地中熱利
用設備の導入検討につながるよう、国立研
究開発法人産業技術総合研究所との共同
研究により作成した「地中熱ポテンシャル
マップ」や地中熱利用に関する様々な情報
や事例を紹介しました。

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

②フォーラム、シンポジウム、セミナー

R1.9.12
【MOBIO-Cafe】中小事業者
のための省エネ支援セミナー

 ○おおさかスマートエネル
ギーセンター
○MOBIO（ものづくりビジネス
センター大阪）

省エネ活動で成果を上げている中小事業者
の取組みや簡単に取組める省エネのポイン
ト、国の省エネ関連補助金情報などを紹介
しました。

R1.9.18 卒FITセミナー
 ○おおさかスマートエネル
ギーセンター

府民、事業者等を対象に、固定価格買取制
度が満了した太陽光発電を継続して利用い
ただくため、売電や自家消費の具体メニュー
の紹介など、役立つ情報を紹介しました。

R1.9.19
R1.11.7
R1.11.13
R1.11.21

エコドライブ実車講習会

○大阪府（環境保全課）
○大阪市、堺市
○大阪自動車環境対策推進
会議
○（一社）大阪自動車学校協
会

エコドライブへの取り組みを推進するため、
事業者等を対象に実車講習会を実施しまし
た。

R1.9.25
第２回緑化技術研修会「緑化
樹の剪定と管理方法（基礎講
座）」

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所
生物多様性センター

市町村及び府緑化業務担当者や地域の緑
化団体等を対象に、緑化樹の剪定につい
て、基礎的な知識と生垣の作業方法につい
て研修を行いました。

R1.10.31
プラスチックごみ対策シンポ
ジウム

大阪府（資源循環課）

国内外のプラスチックごみの３Ｒの取組を紹
介するとともに、使い捨てプラスチックの削
減・リサイクルや代替に先進的に取り組む
国内企業、ＮＰＯ、行政の対策事例をもとに
意見交換を行いました。

R1.11.1
第９回みどりのまちづくり賞
表彰式・講評会

○大阪府（都市計画室公園
課）
○公益財団法人国際花と緑
の博覧会記念協会
○一般社団法人 ランドス
ケープコンサルタンツ協会関
西支部

みどりへの理解が進み、美しい大阪のまち
づくりに向けた取組みを推進することを目的
に、一般参加者等を対象に、受賞作品の事
例発表及び受賞者と審査委員による意見交
換等を実施しました。

R1.12.4 自動車環境セミナー

○大阪府（環境保全課）
○大阪市、堺市
○大阪自動車環境対策推進
会議

自動車を使用する事業者に対し、環境に係
る取組みを推進するため、参考となる事業
者の事例紹介等を行うセミナーを実施しまし
た。

R2.1.23
食品ロス削減セミナー「マー
ケティングから見た食品ロス
削減」

〇大阪府（流通対策室）

食品関連事業者の中でも、特に外食産業に
着目し、飲食店における「持ち帰り」やその
他食品ロス削減の取組みについて、ディス
カッションを実施しました。

R2.1.29

事業者向け温暖化「適応」セ
ミナー
「温暖化『適応』と持続的なビ
ジネス展開」

○大阪府（エネルギー政策
課）

大阪の産業・経済活動を担う事業者が、気
候変動による事業活動への影響に対する
「適応」を経営課題として捉えリスク対応や
持続的なビジネス展開について考えるきっ
かけを得ることを目的にセミナーを開催しま
した。

R2.1.31
令和元年度 おおさか環境に
やさしい建築講演会

○大阪府（建築指導室）
○大阪市（都市計画局）

「令和元年度おおさか環境にやさしい建築
賞」の表彰式と基調講演、今年度の表彰対
象となった建築物の工夫した点や見どころ
等について入賞者のプレゼンテーションを行
いました。



実施期間 行 事 名 実 施 機 関 行 事 内 容

②フォーラム、シンポジウム、セミナー

R2.2.17 化学物質対策セミナー
○大阪府（事業所指導課）
○大阪市
○堺市

化学物質の排出削減やリスクコミュニケー
ションの重要性について理解を深めるため、
化学物質対策に関するセミナーを開催しま
した。



実施期間 行 事 名 実 施 機 関 行 事 内 容

R1.5.30
R1.12..2

大阪府猛暑対策検討会議

○学識経験者等
○大阪管区気象台、近畿地
方環境事務所等関係行政機
関

今夏の暑さの状況について、府における暑
さ対策について意見交換を実施しました。

R1.6.14
大阪自動車環境対策推進会
議総会

○大阪府（環境保全課）
○大阪市、堺市等関係行政
機関及び自動車関係諸団体

 事業者の環境に配慮した自動車利用を推
進する「おおさか交通エコチャレンジ推進運
動」の実施、普及啓発活動の実施など令和
元年度の活動計画について協議・決定しま
した。

R1.7.29
R1.11.21
R2.3.25

関西国際空港環境監視機構
環境部会

〇大阪府（広域調整室）
〇関西国際空港周辺市町（9
市4町）

 関西国際空港の事業主体が行う環境監視
結果の取りまとめを行うとともに、事業主体
の環境監視計画についての助言等を行いま
した。

R1.8.7
R1.12.20

おおさかプラスチック対策推
進ネットワーク会議

○学識経験者
○事業者団体
○ＮＰＯ
○市町村
○大阪府（資源循環課）

 行政、事業者、ＮＰＯ等が実施するプラス
チック対策について情報共有し、今後の取
組について意見交換を実施しました。

R1.9.11 H2Osakaビジョン推進会議
〇大阪府（成長産業振興室）
〇大阪市
〇事業者及び学識経験者

 構成団体による取組を共有するとともに、
万博会場等での最先端の水素関連技術の
活用や展示について意見交換を実施しまし
た。

R2.2.17
豊かな環境づくり大阪府民会
議総会

○府民・事業者等の団体及
び学識経験者
○大阪市等関係行政機関
○大阪府（エネルギー政策
課）

 取組等の情報を構成団体と共有するととも
に、内容の見直し等について議論しました。

③会議の開催



④普及・ＰＲ活動

媒 体 名 内   容

○海洋プラスチックごみ対策の府民への啓発のため、平成30年度に作成したポスター・
チラシをスーパーマーケット、コンビニ、公共施設、環境イベント等で掲示・配布し、府民
への情報発信を実施しました。

○子ども施設における音等のトラブルの未然防止するため平成28年度に作成した、「子
ども施設と地域との共生に向けて－子ども施設環境配慮手引書－」を引続き関係団体
等に配布しました。

○大阪自動車環境対策推進会議において作成したエコドライブの実践やエコカーの使
用、公共交通機関の利用に関するリーフレットやステッカーを府民や関係団体等に配布
しました。

○平成２５年４月１日に大阪府と大阪市が共同で設置した、省エネの推進や再生可能エ
ネルギーの普及拡大を目指し、府民や事業者からの相談にワンストップでお応えする
「おおさかスマートエネルギーセンター」の取組を紹介するパンフレット・チラシを市町村、
事業者団体などに配布しました。

○府民に山に触れ山に親しむ機会を提供するため、11月の「山に親しむ推進月間」及び
同月第2土曜日おおさか「山の日」に合わせて開催される山に親しむイベントを掲載した
「おおさか山の日イベントガイド」を、市町村や関係団体等に配布しました。
○府内の市町村職員や経営指導員その他セミナーの参加者等に中小事業者の省エネ
ルギー・省CO2への取組を促進するために、エネルギー管理のポイントや、照明・空調な
ど設備別の注意点をまとめたパンフレット「中小事業者のための省エネのポイント」を配
布しました。

○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。

〇暑さから身を守る３つの習慣「涼む」「気づく」「備える」を府民に普及啓発するため、チ
ラシを作成し、学校や地域包括支援センターのほか、セミナー・イベント等で配付しまし
た。

○家庭の冷蔵庫を対象とした「家庭の食品ロス実態調査」の実施結果を活用したリーフ
レットを作成し、府民にイベント等で配布しました。

○海洋プラスチックごみ対策の府民への啓発のため、平成30年度に作成したポスター・
チラシをスーパーマーケット、コンビニ、公共施設、環境イベント等で掲示・配布し、府民
への情報発信を実施しました。

○豊かな環境づくり大阪府民会議において、お出かけ時のマイバッグやマイボトルの常
時携帯等の３Ｒの取組を促進するため、「おおさか３Ｒキャンペーン」ポスターを作成し、
市町村や希望する店舗（スーパー等）に配布しました。

〇10月食品ロス削減月間のポスターを小売店等に配布しました。

○夏季の適正冷房と軽装勤務（5月～10月）に係るポスターの掲示等を行いました。

○大阪自動車環境対策推進会議において作成したエコドライブに関するポスターを関係
団体等に配布しました。

○アイドリングストップを呼びかけるポスターを事業者に配布しました。

○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。

街頭啓発

○大阪府域の中では比較的下水道の整備等が遅れている泉州及び南河内地域を対象
に、2月の生活排水対策推進月間を中心に、近鉄南大阪線河内天美駅、河内松原駅、
藤井寺駅、と南海本線泉佐野駅、尾崎駅の5駅において、啓発チラシ等の配付を行い、
家庭から出る生活排水を少しでもきれいにする取組への協力を呼びかけました。

パンフレット等の配布

ポスター等掲示物


