２－２ 環境関連行事の概要
（平成27年度）
①フェア、イベント
実施期間

行 事 名

実 施 機 関

行 事 内 容
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

下水道出前講座

○大阪府(北部、東部、南部
流域下水道事務所)

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
「おおさかエコテック」選定技術・製品を常
○地方独立行政法人大阪府 設展示しました。
立環境農林水産総合研究所

H27.4.16
～4.18

バリアフリー2015

○（社福）大阪府社会福祉協
議会、テレビ大阪
社会福祉における省エネ実例について紹
○地方独立行政法人大阪府 介しました。
立環境農林水産総合研究所

H27.5.21
H27.8.6

こども体験教室

水生生物センターの水辺ビオトープ施設でメ
○地方独立行政法人大阪府 ダカの採取や水草の押し葉作りなどを行
立環境農林水産総合研究所 い、水辺の生き物について体験学習しまし
た。

H27.5.30-31
H27.7.18-19
H27.9.12-13
H27.12.5-6
H28.1.16-17
H28.3.12-13

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。
５月：田んぼ泥遊び、７月：竹クラフト、９月：
魚つかみどり串焼き体験、１１月：木こり体
験、１月：耐寒登山、３月：春探しハイキング

毎年6月と11月を産業廃棄物不適正処理
H27.6.1
防止推進強化月間と位置づけ、不適正処理
～H27.6.30 産業廃棄物不適正処理防止 ○大阪府産業廃棄物不適正
の未然防止を図るため、指導、監督を強化
H27.11.1
推進強化月間
処理対策会議
するとともに、不適正処理に対する社会機
～H27.11.30
運を醸成するための事業を実施しました。
大切な資源である水を守るために一人一
○地方独立行政法人大阪府
人ができることについて、実験や体験を通し
立環境農林水産総合研究所
て学習しました。

H27.6.5

こども環境教室

H27.6.13

○大阪府、大阪市等
知ろう！学ぼう！大阪南港エ
○大阪エコカー協働普及サ
コフェスタ２０１５
ポートネット

H27.6.17

H27.6.20
H27.7.25
H27.8.20
H27.10.10

H27.6.21
～H27.7.7

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。

こども体験教室

研究員から大阪湾の生き物の話を聞くとと
○地方独立行政法人大阪府 もに、栽培漁業センターで育てたヒラメを放
立環境農林水産総合研究所 流し、つくり育てる栽培漁業について体験学
習しました。

田んぼの生きもの教室

生物が利用生息する場所としての水田を理
○地方独立行政法人大阪府 解していただくため、田んぼにすむ生きもの
立環境農林水産総合研究所 を採集、観察学習し、田植えを体験しまし
た。

ライトダウンキャンペーン
2015

○環境省
○大阪府（エネルギー政策
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。

実施期間

行 事 名

実 施 機 関

行 事 内 容

H27.7.27,31,
H27.8.5,20,24
計10回

環境情報プラザのビオトープでの自然体
夏休み環境教室
○地方独立行政法人大阪府 験や観察を通じて、生物多様性や水資源の
「わかる！楽しい！みんなで
立環境農林水産総合研究所 大切さ等に気づき生活を見直すプログラム
環境教室」
を実施しました。

H27.8.2

小中学生を対象に、大阪湾の環境や漁業
夏休みこども体験教室「海の ○地方独立行政法人大阪府
について楽しく学ぶ体験教室を実施しまし
教室」
立環境農林水産総合研究所
た。

H27.9.18

第31回中環をきれいにする
日

○大阪府（道路環境課、各土
府民協働による地域に愛される美しい道
木事務所）
路づくりを目指し、各種アドプト団体や企業
○堺市
等と協力して中環沿いの美化活動と啓発活
○地元自治会等アドプト団体
動を行いました。
○企業等

H27.9.22

ＥＣＯ縁日２０１５

○大阪市（環境局）
○大阪エコカー協働普及サ
ポートネット

○環境省
○経済産業省
○３Ｒ活動推進フォーラム
H27.10.1
環境にやさしい買い物キャン
○大阪府（エネルギー政策
～H27.10.31 ペーン
課）
○豊かな環境づくり大阪府民
会議

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。

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。

H27.10.4

○（一財）自転車センター 関
府民のエコカーに対する理解と関心を深
ＥＣＯ ＦＥＳ ２０１５ ｉｎ ｋｃ 西サイクルスポーツセンター
めるため、エコカーの展示会及び試乗会を
ｓｃ
○大阪エコカー協働普及サ
行いました。
ポートネット

H27.10.4

森林（もり）の市

○水都おおさか森林づくり・
環境活動への参加促進のパネル展示や
木づかい実行委員会
「かけはし」登録団体の事業広報を行いまし
○大阪環境パートナーシップ
た。
ネットワーク「かけはし」

H27.10.17～18 いばらき環境フェア２０１５

○茨木市
○大阪エコカー協働普及サ
ポートネット

びわ湖環境ビジネスメッセ
H27.10.21～23
2015

○びわ湖環境ビジネスメッセ
実行委員会事務局
「おおさかエコテック」選定技術・製品の展
○地方独立行政法人大阪府 示を行いました。
立環境農林水産総合研究所

H27.10.25

おおさか都市緑化フェアinう
めきた

○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
○一般財団法人日本造園修
景協会

H27.10.25

第１回 東大阪グリーンフェ
スタ

○東大阪市等
○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、エコカーの展示会及び試乗会を
行いました。

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。
平成27年度は、グランフロント大阪うめきた
広場で開催しました。

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

H27.11.3

行 事 名

実 施 機 関

行 事 内 容

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
魚庭（なにわ）の海づくり大会 ○魚庭の海づくり実行委員会
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。
○大阪狭山市産業まつり実
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。

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。

H27.11.28

大阪産（もん）大集合！

○大阪産（もん）大集合実行
委員会（大阪府流通対策室） 府民のエコカーに対する理解と関心を深
○大阪エコカー協働普及サ めるため、エコカーの展示会を行いました。
ポートネット

H27.12.8

府大市大ニューテクフェア
2015

○大阪府立大学、大阪市立
大学、大阪産業創造館
「おおさかエコテック」選定技術・製品の展
○地方独立行政法人大阪府 示を行いました。
立環境農林水産総合研究所

H27.12.10～
12.12

エコプロダクツ2015

○（一社）産業環境管理協
会、日本経済新聞社
「おおさかエコテック」選定技術・製品の展
○地方独立行政法人大阪府 示を行いました。
立環境農林水産総合研究所

H27.12.11

クルマ大集合（豊中市）

○豊中市（環境政策課）
○大阪エコカー協働普及サ
ポートネット

H27.11.14

H27.11.14

大阪狭山市産業まつり

小学生を対象にエコカーに対する理解と
関心を深めるため、体験学習会を行いまし
た。

H28.2.20～21 環境広場（枚方市）

○枚方市地球温暖化対策協
議会
府民のエコカーに対する理解と関心を深
○大阪エコカー協働普及サ めるため、エコカーの展示会を行いました。
ポートネット

H28.2.20,
H28.3.11

○大阪府
（消費生活センター）

大阪府消費者フェア

廃棄物やリサイクルに関するパネル展示
や講演会など、環境を含めたくらしに関する
情報を提供しました。

