
（平成23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(北部、東部、南部
流域下水道事務所)

 小学生を対象。普段あまり意識することの
ない下水道について学ぶとともに、環境問題
に関心を持ってもらうことを目的に、府職員
が小学校に出向き、「水」という観点から授
業を行いました。

通年（常設展
示）

公害や環境破壊などの問題
を取り上げて展示

大阪人権博物館
（リバティおおさか）

 公害の深刻化と環境の再生、生物多様性
及び水俣病について展示

H23.5.10
 ～H23.5.14

大阪府消費者フェア
○大阪府
（消費生活センター）

 ５月の「消費者月間」にあわせて、講演会、
啓発講座、パネル展示など、環境等に関す
る情報を提供しました。

H23.5.16
 ～H23.10.31

夏季の適正冷房と
軽装勤務

○関西広域連合
○大阪府
（地球環境課）

 省エネルギーの推進による地球温暖化の
防止を目的として、夏季における適正冷房
（28℃）の徹底と軽装勤務の奨励を広く呼び
かけました。

H23.6.1
 ～H23.6.30
H23.11.1
 ～H23.11.30

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、監督を強化
するとともに、不適正処理に対する社会機運
を醸成するための事業を実施しました。

H23.6.25-26
H23.7.10
H23.9.24
H23.11.23
H23.12.17-18
H24.3.4

フォレストジュニアクラブ ○大阪府立少年自然の家

 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。
６月：蛍の観察、７月：ヤマモモの木、９月：
稲刈り、１１月：クリスマスツリー、１２月：冬
の森、３月：冒険の森

H23.6.7
 ～H23.10.6
計3回

こども環境教室
○大阪府（環境農林水産総
合研究所）

 小中学生を対象に、環境情報プラザにお
いて地球温暖化等をテーマに環境教室を実
施するとともに、学校等への出前教室を実
施しました。

H23.7.18
ちきりアイランド（阪南2区）人
工干潟見学会

○大阪府（港湾局）

 地元小中学生を対象に、講義と人工干潟
での生物観察を通して大阪府港湾局の業
務、役割や埋立地についての理解を深めて
もらいました。

H23.6.22
 ～H23.8.31

CO2削減／ライトダウンキャ
ンペーン「昼も夜もライトダウ
ン2011」

○環境省
○大阪府（地球環境課）

 事業者や府民に、ライトアップ施設や家庭
の電気の消灯を呼びかけました。特に、6月
22日の夜は「夏至ライトダウン」、7月7日の
夜は「七夕ライトダウン」と称して、20時から
22時までの間で一斉消灯を呼びかけまし
た。

H23.7.24
「打ち水大作戦2011 inはちけ
んや」

○大阪府（道路環境課、公園
課）
○大阪市
○地元自治会等
○関西大学
○企業等

 大阪府「みどりと風の月間（8/1～8/30）の
プレイベントとして、「みどり溢れる大阪」
 「海風・陸風が吹き抜ける涼しい大阪」の
実現に向け、みどりと打ち水のイベントを開
催
しました。

①フェア、イベント

２－２ 環境関連行事の概要



実施期間 行 事 名 実 施 機 関 行 事 内 容

H23.7.21
H23.7.22
H23.7.25
H23.7.26
H23.7.29

くらしの体験講座
○大阪府
（消費生活センター）

 府内在住の小学４～６年生とその保護者
を対象に、太陽エネルギーや食品など消費
生活について学習する講座を実施しました。

H23.7.30 竹製「水鉄砲」づくり教室 ○大阪府立中央図書館
 ボランティア団体の指導により、自然の竹
を利用して「水鉄砲」を製作しました。

H23.8.1 なぎさの楽校（がっこう）
○大阪府（環境農林水産総
合研究所）

 小中学生を対象に、府内の希少な自然海
浜において生物観察、水質検査等を通し
て、海辺の環境保全を考える体験教室を実
施しました。

H23.6.5 きしわだ環境フェア2011 ○岸和田市
○大阪府（交通環境課）

  環境関連の普及啓発イベントである「きし
わだ環境フェア2011」において、大阪府域に
おける自動車環境対策や地球温暖化対策
を推進し、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。

H23.9.7～9 ネキスポ関西2011

○㈱日報アイ・ビー
○環境省
○大阪府（交通環境課、
       資源循環課）

 環境関連の総合展示会であるネキスポ関
西2011において、大阪府域における自動車
環境対策や地球温暖化対策を推進し、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。また、リサイクルについても府民や事業
者に関心を持ってもらうため、大阪府認定リ
サイクル認定製品（なにわエコ良品）や家電
リサイクル大阪方式のパネル等を展示して
PRを行いました。

H23.9.23 ECO FESTA 2011 in kcsc

○(財)自転車センター
○河内長野市
○大阪府（交通環境課）

  環境関連の普及啓発イベントであるECO
FESTA 2011 in kcsc」において、大阪府域
における自動車環境対策や地球温暖化対
策を推進し、府民のエコカーに対する理解と
関心を深めるため、エコカーの展示会及び
試乗会を行いました。

H23.10.8
ECO フェスティバル「ガレージ
セール・イン・OSAKA
TOWN」

○大阪市
○大阪府（交通環境課）

  環境関連の普及啓発イベントであるECO
フェスティバル「ガレージセール・イン・
OSAKA TOWN」において、大阪府域におけ
る自動車環境対策や地球温暖化対策を推
進し、府民のエコカーに対する理解と関心を
深めるため、エコカーの展示会及び試乗会
を行いました。

H23.10.15～16 いばらき環境フェア2011
○茨木市
○大阪府（交通環境課）

  環境関連の普及啓発イベントである「い
ばらき環境フェア2011」において、大阪府域
における自動車環境対策や地球温暖化対
策を推進し、府民のエコカーに対する理解と
関心を深めるため、エコカーの展示会及び
試乗会を行いました。

H24.1.24～27 第7回大阪モーターショー

○大阪モーターショー実行委員

会

○大阪府（交通環境課）

  自動車の展示イベントである「第7回大阪
モーターショー」において、大阪府域におけ
る自動車環境対策や地球温暖化対策を推
進し、府民のエコカーに対する理解と関心を
深めるため、エコカーの展示会及び試乗会
を行いました。

H24.2.7 SAKAI 環境ビジネスフェア

○SAKAIエコ・ファイナンスサ
ポーターズ倶楽部
○堺市
○大阪府（交通環境課）

  環境関連の普及啓発イベントである
「SAKAI 環境ビジネスフェア」において、大阪
府域における自動車環境対策や地球温暖
化対策を推進し、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
及び試乗会を行いました。
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H24.2.24～25 たかつきエコフェスタ2012
○高槻市
○大阪府（交通環境課）

  環境関連の普及啓発イベントである「た
かつきエコフェスタ2012」において、大阪府
域における自動車環境対策や地球温暖化
対策を推進し、府民のエコカーに対する理
解と関心を深めるため、エコカーの展示会及
び試乗会を行いました。

H23.10.19
 ～H23.10.21

第26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。

H23.10.1
 ～H23.10.31

環境にやさしい買い物キャン
ペーン

○環境省
○経済産業省
○３Ｒ活動推進フォーラム
○大阪府（地球環境課）
○豊かな環境づくり大阪府民
会議
○大阪府リサイクル社会推
進会議

 府内の百貨店、スーパー、生活協同組合
等の事業者の協力のもと、府民に対して、グ
リーン購入（環境に配慮した商品の購入）の
実践などの環境にやさしい消費行動を呼び
かけるキャンペーンを実施しました。

H23.9.22
H23.10.3
H23.10.4
H23.10.6
H23.10.7
H23.11.8
H23.11.11
H23.11.24
H23.11.25

港湾施設見学会 ○大阪府（港湾局）

 地元小学生を対象として、港湾施設に関
心を持ってもらうことを目的に、船（海）から
の港湾施設見学や大阪の港と海岸やゴミ処
理の流れに関する勉強会を実施しました。

H23.9.10 魚庭（なにわ）の森づくり活動
○大阪府漁民の森づくり“魚
庭の森づくり”協議会

 漁業者自らが植樹や間伐などを行い、豊
かな森を育てていく「魚庭（なにわ）の森づく
り」活動を、岸和田市において実施しました。

H23.11.20 下水道フェスティバル
○大阪府（南部流域下水道
事務所)

 水循環を含む「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
ンターにおいて、施設見学、パネル・絵画の
展示、クイズ、水質実験の催しを開催しまし
た。また、特別企画として小水力発電や太陽
光発電の紹介を実施しました。

H23.11.26
H24.2.25

アドプトフォレスト事業 ○大阪府立少年自然の家

 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を整備を進め
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。

H23.10.23 魚庭（なにわ）の海づくり大会 ○魚庭の海づくり実行委員会

  森・川・海における環境活動の紹介、稚魚
の放流など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
戻す活動への参加を呼びかけました。

H23.4～11
第29回環境美化・リサイクル
社会推進ポスターコンクール

○大阪府リサイクル社会推
進会議

 環境美化やリサイクル社会についてのポ
スターの募集を通じて、次の世代を担う児
童・生徒に廃棄物問題についての関心と理
解を深めてもらい、さらには、家庭での啓発
の一助とすることを目的とし実施しました。

H23.11.5
 ～H23.11.6

リサイクルフェア
○大阪府リサイクル社会推
進会議

 万博記念公園で開催されたエコフェスタin
Expo Parkの中で開催。各ブースではリサイ
クル製品の展示・配布を行うほか、様々なリ
サイクル情報の紹介を行いました。
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H24.3.3 大阪府消費者研究発表大会
○大阪府
（消費生活センター）

 府内の消費者団体が「くらし」、「環境」、
「食」の問題について、生活者の視点で調
査・研究した成果を発表しました。


