
（平成24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

H24.11.15,
H23.11.23・24

大阪府消費者フェア
○大阪府
（消費生活センター）

 講演会、シンポジウムのほか、節電やリサ
イクルに関するパネルを展示するなど、環
境を含めたくらしに関する情報を提供しまし
た。

H24.5.1
 ～H24.10.31

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。

H24.6.1
 ～H24.6.30
H24.11.1
 ～H24.11.30

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。

H24.6.2～3 ECO縁日 2012
○大阪市（環境局）
○大阪府（交通環境課）

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。

H24.6.10
 ～H25.3.21
計15行事

「私の水辺」大発表会地域交
流会

○「私の水辺」大発表会実行
委員会

身近な水辺への想いや取組みの発表を通
じて、関係者の交流を深め、「共につくり、守
り、育てる」水辺づくりを目指し、府内各地域
において、発表会や水生生物の観察会など
特色のある交流会を開催しました。

H24.6.23-24
H24.7.21-22
H24.9.15-16
H24.12.1-2
H25.3.9-10

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：ヒメボタルの観察、７月：ヤマモモの収
穫体験、９月：稲刈り、１２月：巨大ツリー作
り、３月：早春の山ハイキング

H24.5.22 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

水生生物センターの水辺ビオトープ施設で
メダカの採取や水草の押し葉作りなどを行
い、水辺の生き物について体験学習しまし
た。

H24.6.11 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

  地球温暖化の原因である二酸化炭素
（CO2）の性質や地球温暖化のしくみについ
て体験学習しました。

H24.6.13 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

 研究員から大阪湾の生き物の話を聞くと
ともに、栽培漁業センターで育てたヒラメを
放流し、つくり育てる栽培漁業について体験
学習しました。

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

H24.6.21
 ～H24.7.7

CO2削減／ライトダウンキャ
ンペーン「ライトダウンジャパ
ン2012」

○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
21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。

H24.7.22
夏休みこども体験教室「大阪
湾Years2012-2013 海の教
室」

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所

 小中学生を対象に、大阪湾の環境や漁業
について楽しく学ぶ体験教室を実施しまし
た。

H24.7.23～
H24.7.26、
H24.7.31

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、地球にやさしいエコ生活や食品
など消費生活について学習する講座を実施
しました。

H24.7.28
打ち水大作戦
竹製「水鉄砲」づくり教室

大阪府立中央図書館

 打ち水大作戦に合わせ、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」を制作。完成した「水鉄砲」を使って打ち
水しました。

H24.9.2 泉州にぎわいフェスタ
○泉州地域プロモーション実
行委員会
○大阪府（交通環境課）

 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。

H24.10.6 ECO FES 2012 in kcsc

○(一財)自転車センター
○河内長野市
○大阪府（交通環境課）

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。

H24.10.7
こども体験教室「イタセンパラ
とふれあおう」

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所

 小中学生を対象に、淀川のシンボルフィッ
シュであり天然記念物のイタセンパラを身
近で観察したり、水生生物センター内のビ
オトープ池に棲むたくさんの生きものとふれ
あい、研究員と一緒に水辺の生きものにつ
いて学ぶ体験教室を開催しました。

H23.10.13
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）

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。

H24.10.18 おおさかエコテック交流会
○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（環境技術評価・普及
事業）」で評価・普及している環境技術を出
展している企業に、技術・製品を発表してい
ただくとともに、情報交換の時間も設け、当
該環境技術の普及を図りました。

H24.10.20～21 いばらき環境フェア2012
○茨木市
○大阪府（交通環境課）

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。

H25.1.19～20 たかつきエコフェスタ2013
○高槻市
○大阪府（交通環境課）

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。

H24.9.20
第27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。



実施期間 行 事 名 実 施 機 関 行 事 内 容

H24.10.1
 ～H24.10.31

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。

H24.9.11
H24.9.19
H24.9.20
H24.9.28
H24.10.3
H24.10.5
H24.10.9

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
の港湾施設見学を実施しました。

H24.6.30
H24.7.28
H24.10.13

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

 漁業者自らが下草刈りを行い、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。

H24.11.3
クリーンエネルギーフェア
2012

○泉大津市
○大阪府（交通環境課）

 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。

H24.11.3
 ～H24.11.4

エコフェスタin Expo Park
○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所
○大阪府環境情報プラザ

 研究所の取組をパネル展示で紹介すると
ともに研究所のパンフレットを配布しました。
また、研究所が運営する大阪府環境情報プ
ラザから太陽光を利用した電動玩具の展示
やデモストレーションを行い自然エネルギー
の啓発を行いました。

H24.11.10～11
くらわんか産業いきいきまつ
り

○枚方市
○大阪府（交通環境課）

 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。

H24.10.20 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)

 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。

H24.11.24 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。

H24.10.28 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。

H25.1.9
 ～H25.1.11

ＬＥＤ道路照明灯展示会
○大阪府（道路環境課）
○企業(製品メーカー）

 平成24年度の大阪府ＬＥＤ道路照明技術
評価制度の認定製品のメーカー９社が、府
民の方々に道路照明灯の実物を間近で見
ていただけるよう、大阪府咲洲庁舎１階屋
内広場にてブース展示を行いました、

H24.4～12
第30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。

H25.2.9
第６回 近畿「子どもの水辺」
交流会 in大阪

○近畿「子どもの水辺」交流
会実行委員会

 近畿各地の子どもたちが集まり、身近な
水辺で観察したことや、体験したこと、取り
組んだ活動などを発表・発信しました。



実施期間 行 事 名 実 施 機 関 行 事 内 容

H25.3.2 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。
 「環境」では、ゴミや省エネなどがテーマと
して取り上げられました。

H25.3.3
エコカー展示会・試乗会in道
の駅「愛彩ランド」

○大阪自動車環境対策推進
会議
○大阪府（交通環境課）

 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。

H25.3.23～24 ハッピーアースデイ大阪2013
○ハッピーアースデイ大阪
2013実行委員会
○大阪府（交通環境課）

 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。



実施期間 行 事 名 実 施 機 関 行 事 内 容

H24.5.14
地方独立行政法人大阪府立
環境農林水産総合研究所発
足記念シンポジウム

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所

 環境や農林水産、食品産業に携わる皆様
との連携を一層深めるため、記念講演を行
うとともに、研究所の研究成果を多数紹介し
ました。

H24.5.22
 ～H25.2.24
計11回

水生生物センター サポートス
タッフ活動

○大阪府（環境農林水産総
合研究所）

 水生生物センターの水辺施設を活用した
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。

H24.6.12
中小事業者のための省エネ・
省ＣＯ２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

 今年の夏の省エネ・節電対策をテーマとし
て、最近のエネルギー事情や国の施策、す
ぐに実践できる省エネの手法について解説
するとともに、省エネを進めるために効果的
なマネジメントシステムについても紹介しま
した。

H24.6.24 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

 これまでの大阪湾再生・保全の取り組み
から明らかになった意外と知られていない
「大阪湾の実像」を紹介しました。

H24.7.25
中小・ベンチャー企業のため
の環境技術セミナー

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所

 中小・ベンチャー企業を対象に、環境負荷
を低減し環境改善に役立つ技術及び製品
の開発を促進するため、海外販路開拓のノ
ウハウやアジアの日系製造業との関係構築
についての研究報告を解説するとともに、
「おおさかエコテック」の評価を受けた先進
的な環境技術を紹介しました。

H24.9.10

大阪環境パートナーシップ
ネットワーク かけはし「第８
回 環境ＮＰＯ等の交流エコ
セミナー」

○大阪環境パートナーシップ
ネットワーク「かけはし」

 環境NPOや行政関係者、その他環境保全
活動に関心のある方を対象に、『「環境教育
等による環境保全の取組の促進に関する
法律」に基づく基本方針』を解説するととも
に、市町村で環境教育等に関して熱心に取
り組んでおられる事業や活動を紹介しまし
た。

H24.10,.11
平成24年度大阪府立環境農
林水産総合研究所・大阪府
立大学連携セミナー

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所
○公立大学法人大阪府立大
学

 都市域における生物多様性をテーマとし
て、企業や市民による生物多様性保全活動
の事例（琵琶湖淀川水系における取組等）
を紹介するとともに、それらの活動を支える
公的機関の役割を考え、実践につなげて地
域活性化を目指しますために、セミナーを開
催しました。

H24.11.9
第４回緑化技術等研修会～
緊急講座 ナラ枯れのしくみ
と対策～

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所

 市町村及び府緑化業務担当者、地域緑化
団体等を対象に、「ナラ枯れ」の仕組みや被
害を拡げないよう気を付けること、被害が発
生したときにとるべき対策について、最新の
情報を交えた講演を行いました。

H24.11.19
中小事業者のための省エネ・
省ＣＯ２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

 中小事業者を対象に、省エネ・節電に取り
組もうとしている企業の方にとって参考とな
る省エネの工夫や実例、空調・照明等の設
備を更新する際に役立つ実用的な技術等を
紹介しました。

H24.11.20 自動車環境セミナー

○（独）環境再生保全機構
○大阪府（交通環境課）
○大阪市
○堺市

 環境に配慮した自動車利用の推進を目的
に「自動車環境セミナー」を開催し、併せて
府民や事業者のエコカーに対する関心を深
めるため、エコカーの展示・試乗会を実施し
ました。

H25.2.6
技術研修会～環境に係る計
量管理とおおさかの環境の
状況について～

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所
○大阪環境測定分析事業者
協会

 環境測定分析事業者をはじめ環境行政に
関心のある方を対象に、環境に係る計量管
理や環境行政の状況、有害物質による地下
水の汚染を未然に防止するために今年6月
に一部改正された水質汚濁法について講演
を行いました。

H25.2.7

大阪環境パートナーシップ
ネットワーク かけはし 「第９
回 環境ＮＰＯ等の交流エコ
セミナー」

○大阪環境パートナーシップ
ネットワーク「かけはし」

 環境ＮＰＯ等をはじめ、環境保全活動や環
境教育における協働取組に関心のある方を
対象に、、改正法「環境教育等促進法」及び
大阪府の取り組みに伴って府民、環境ＮＰ
Ｏ、自治体等が、連携・協働した取り組みを
これからどのように進めていくか、考えてい
くためのセミナーを開催しました。

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

H25.2.22
第５回緑化技術等研修会 ～
庭木の剪定～

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所

 行政関係者、地域緑化団体その他緑化技
術にご興味のある方を対象に、庭木の剪定
をテーマに講習会を行いました。
 前半では剪定のポイントをわかりやすく説
明し、後半ではセンター内の樹木を利用した
刈り込みの実習を行いました。

H25.2.13 エコドライブ活動支援講習会 ○大阪府（交通環境課）
事業者におけるエコドライブ活動を支援する
ため、エコドライブを担当している管理者を
対象に講習会を開催しました。

H25.3.6
中小・ベンチャー企業のため
の環境技術セミナー

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所

 「新エネルギー産業への挑戦」をテーマ
に、中小企業が新規に参入するためのポイ
ントや、新エネルギー技術の開発事業につ
いて講演するとともに、「おおさかエコテック」
の評価を受けた先進的な環境技術を紹介し
ました。

H25.3.13
連携環境セミナー「大阪の昆
虫を考える」

○地方独立行政法人大阪府
立環境農林水産総合研究所
○大阪市立環境科学研究所

昆虫に関するあっと驚く話やユニークな生
態などを研究員がわかりやすく説明するとと
もに、地球上でもっとも多くの種類数（80万
種）が知られる昆虫の自然の中での役割や
人間による昆虫の利用など、人間と昆虫と
の賢いつきあい方を考えました。



実施期間 行 事 名 実 施 機 関 行 事 内 容

H24.6.18
大阪エコカー協働普及サ
ポートネット総会

○大阪府（交通環境課）
○大阪市、堺市等関係行政
機関、自動車メーカー、関係
企業・団体等

 多様なエコカーの普及を図るため、エコ
カーの情報発信や啓発活動、普及促進、イ
ンフラ施設整備など、エコカー普及に向けた
取組み方針について協議・決定しました。

H24.6.20
大阪自動車環境対策推進会
議総会

○大阪府（交通環境課）
○大阪市、堺市等関係行政
機関及び自動車関係諸団体

 自動車環境対策を積極的に推進するた
め、エコカー使用等の推進、エコドライブの
推進及び公共交通機関利用の推進といった
環境配慮の実践を事業者に対して促す「お
おさか交通エコチャレンジ推進運動」の実
施、啓発活動の実施など平成24年度の推
進事項について協議・決定しました。

H24.6.28
H25.2.13

豊かな環境づくり大阪府民会
議

○府民・事業者の諸団体及
び学識経験者
○大阪市等関係行政機関
○大阪府（地球環境課）

 大阪府域のローカルアジェンダである平成
24年度版「豊かな環境づくり大阪行動計画」
の策定しました。
 また、「おおさか環境賞」の授与、「環境に
やさしい買い物キャンペーン」など、府民会
議として実施する事業について企画・実践し
ました。

H24.8.8
関西国際空港環境監視機構
環境部会

大阪府
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
結果の収集、検討、助言及び府民への公開
を行うとともに、事業者の環境監視計画の
変更案についての検討及び承認を行いまし
た。

実施期間 行 事 名 実 施 機 関 行 事 内 容

③会議の開催

④指導・検査



⑤普及・ＰＲ活動

媒 体 名 内   容

○大阪府及び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
コカーの導入促進及びアイドリングストップに関するリーフレットを事業者や市町村、関係
団体に配布しました。

○平成21年12月に策定した「大阪エコカー普及戦略」の周知のため、エコカーの種類や
普及に向けた取組みを紹介したリーフレットを府民・事業者や市町村、関係団体に配布し
ました。

○府民に公園に親しんでもらうため、公園の楽しみ方や魅力、イベントの紹介などを情報
発信するフリーペーパー「大阪の公園紹介ガイド オアフ」を大阪市、産経新聞、花博記念
協会の協力を得てを発行・配布を行った。

○「豊かな環境づくり大阪府民会議」において、グリーン購入を促進するため、「環境に
やさしい買い物キャンペーン」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。

○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。

○環境保全について関心と理解を深めるため、環境月間（６月）に係るポスターの掲示
等を行いました。

○毎年９月を「環境美化・リサイクル社会推進月間」と定め、環境美化及びリサイクル社
会推進について啓発を行うため、ポスターコンクールで会長賞となった作品を用いてポス
ターを作成し、小中学校や市町村に配布しました。

○「ＮＯ!!レジ袋デー（毎月５日）」を広く府民に知ってもらうため、エコショップなど協力店
舗にポスターを配布しました。

○大阪府及び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
コカーの導入促進及びアイドリングストップを呼びかけるポスターを事業者や市町村、関
係団体に掲示依頼しました。

○産業廃棄物不適正処理について、広く府民に知ってもらうために、近畿地方環境事務
所、八尾市と協力し、「産業廃棄物不法投棄防止啓発活動（近鉄大阪線八尾駅前、南海
本線岸和田駅及びJR阪和線東岸和田駅前）」において啓発グッズ（ティッシュ等）を配布
しました。

○大和川流域の水質改善を図るため、近鉄藤井寺駅で生活排水対策の取組みについ
ての街頭啓発を実施しました。また同時に奈良県でも近鉄奈良駅で街頭啓発を行い、共
通の啓発チラシを用いて流域住民の皆さんに協力を呼びかけました。

ポスター等掲示物

街頭啓発

パンフレット等の配布


