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河川・池などが近くにあり、自然の
水辺で直接水に触れることが出来る
ものがあるほど評価が高い

緑の量があるほど評価が高い
　　　　　　　　　　　（緑視率）

風を感じるほど評価が高い

日陰が多く、地面があつくならない
ほど評価が高い

静かでリラックスできる自然の音が
耳に入ってくるほど評価が高い
（人工的な騒音が少ない）

まわりに花壇等があるほど評価が高
い

遊歩道など散策が楽しめるスポット
に記載

遊具や広場など遊び場があるスポッ
トに記載

ベンチなど休憩スペースがあるスポ
ットに記載

社寺仏閣や撮影ポイント、その他観
光資源のあるスポットに記載

項　目 概　要

みるみる

あそぶあそぶ

８ りんくうエルガビル

凡例

16 箕面公園

27

※工場がお休みの日は入れません。
　休日をご確認ください。

箕面駅を降りるとそこには緑豊かな
国定公園・・・
駅から滝道をたどって川床を過ぎる
と約 40 分で壮大な滝が見える！！

箕面駅を降りるとそこには緑豊かな
国定公園・・・
駅から滝道をたどって川床を過ぎる
と約 40 分で壮大な滝が見える！！

泉州で知られているのは “ タオル・たまねぎ・水なす・だんじり ” のほかにクールスポットもたくさんあるんだね！泉州で知られているのは “ タオル・たまねぎ・水なす・だんじり ” のほかにクールスポットもたくさんあるんだね！

大阪にある 9 つの府民の森は東部地域
に集中！
数あるクールスポットの中でも最もみ
どりがあふれています・・・

大阪にある 9 つの府民の森は東部地域
に集中！
数あるクールスポットの中でも最もみ
どりがあふれています・・・

大阪にある 9 つの府民の森は東部地域
に集中！
数あるクールスポットの中でも最もみ
どりがあふれています・・・

大阪にある 9 つの府民の森は東部地域
に集中！
数あるクールスポットの中でも最もみ
どりがあふれています・・・

南河内は歴史の宝庫！
歴史遺産そのものがクールスポットに
なっています。

南河内は歴史の宝庫！
歴史遺産そのものがクールスポットに
なっています。

風の通り抜ける水辺は、
                とても涼しいよ！
天王川（羽束川上流）にある女郎ヶ

渕は、風が通り抜け涼しいです。大

蛇伝説が残る場所です。

緑に囲まれた神社全体が涼しい
神社敷地全体の雰囲気が緑に囲まれ

涼しげです。

水辺で遊べる
　　　　　涼しいポイント！
親水護岸になっており、水辺で遊

ぶことができます。また、川辺の

木陰は風が通るととても涼しく感

じます。

風を感じる
　ハイキングコースが 6 つ！
木々に覆われた森林公園内の遊歩道

は所どころ風の通り道があり、吹き

上げて来る風は涼しく気持ちが良い

です。

せせらぎの音を聞きながら
ハイキング、キャンプを楽しむ
月の輪の滝から尺冶川沿いでは苔む

す巨岩や緑豊かなコナラの森、せせ

らぎの音があり涼しさを体感できま

す。

星のブランコで空中散歩！
近くには星の里いわふねもあるよ
長さ 280ｍの最大地上高の吊橋を

渡ると、緑の風を感じることができ

ます。

池からの風が心地よい
木陰があり、池からの風が吹き、涼

しく心地よいところです。

遊び場がいっぱいあるよ！
花園中央公園の中心にあるオブジェ

の周りに噴水やせせらぎがあり、そ

こで涼むことができます。

家族で、仲間で、自然に
　囲まれながら 1 日楽しめる
生駒山の中腹にあり、夕方になると

木陰が中庭全体に広がり、吹き抜け

る風が涼しく感じられます。

『日本最強の坂道』
　　　ともウワサされる峠！
つづら折りの少ない直線的な急勾配

が続く峠道です。標高が高く、お土

産屋さんや江戸時代から残る石畳な

ど風情があり涼しげです。

スポーツ施設や遊具も充実
緑木が大きく成長して、歩道部分に

大きな緑陰空間を形成し、日陰の少

ない歩道において、貴重な空間となっ

ています。

独特の静けさと涼しさ！
信貴山系の高安山の裾野に有り下界

より２～ 3 度低く感じます。境内に

は３ｍ位の滝があり、眼、耳にも涼

しい場所です。

せせらぎの音を感じながら
　　　　　　　　くつろげる

「虹の広場」には、処理水を利用した

「せせらぎ」があります。遊歩道には

ソメイヨシノや百日紅などの樹木も

沢山あり午前中は木陰が多いです。

子どもたちの水の遊び場
夏場にはせせらぎや噴水で子ども達

が楽しそうに水遊びをしています。

緑に包まれた歴史ある寺院
山を背景にした緑につつまれた寺院

で、聖徳太子の御廟を守る寺として

建立されました。

聖徳太子ゆかりの寺ということから、

「上の太子」の名で呼ばれています。

深い木々が
　　　　時を忘れさせてくれる

「弘川寺歴史と文化の森」と名付けら

れた里山があり、木陰の中、涼しい

風を感じることができます。

標高 1053ｍ！最高に涼しい！
ひんやりとした空気が涼しげです。

季節の花やリス、野鳥など様々な動

植物が生息し、鳥のさえずりや樹木

独特の香りが心地よいです。

国宝もある奥河内のスポット
由緒ある古刹で、宝物殿などは大木

に囲まれており、静寂かつ涼やかな

場所です。

滝の音、緑に包まれた
                    クールスポット
キレイな水が流れ落ちる滝のそばで川遊びが楽しめ

ます。滝の音や深緑に包まれ、木漏れ日が気持ちよ

く、心も身体にも涼しい場所です。

風の通り抜ける水辺は、
                とても涼しいよ！
道の両側は杉が林立していて、昼間

でも薄暗く、風が通るととても涼し

く感じます。

林の山道の涼風を体験できる！
江戸時代初期の道標が残る山道です。

林の中の山道で、木陰を涼風が吹き

ぬけています。

大阪府指定の天然記念物、
　　倉垣天満宮のイチョウ！
木陰で覆われていて、境内下の階

段から吹き上げる風が涼しいです。

国指定の天然記念物 !
大けやきの木陰が涼しいです。

近くには資料館（火・水休館）があ

ります。

登った人でないとわからない爽
快感 !
登山道は自然のままなので険しいで

すが、山頂は木陰が涼しいです。

府内希少な湿地帯
大阪府では希少な湿地帯として有

名です。木々の間からの木漏れ日

が涼感を誘います。

冷たい水が気持ちいい
みどり豊かな森の中にあり、日中

でもさわやかな涼風が優しく吹き

ます。清流の流音・野鳥のさえず

りが耳に涼感を運んでくれます。

景色も良く散策
           ・ハイキングに最適！
北摂の山々も一望でき、散策するの

にも良いところです。

「明治の森箕面国定公園」の
                生きた博物館！
たくさんの木々に囲まれたビジター

センター周辺は涼しさを感じながら

箕面の自然を満喫できます。

親子で水遊びが出来る
草木が多く、川の水と一緒に風も

流れてくるので、涼しさを感じら

れます。

ダム湖の湖畔で
   ナチュラルライフを実践！
自然体験などが楽しめる多目的施設

で、川や豊かな緑に囲まれた爽やか

な空間の中で、自然を満喫できます。

木陰の中を心地よく散策
噴水や多くの木々が立ち並んでいる

ため涼しげです。

緑多き千里の町を眺望できる
緑多き千里の町を 360 度見渡せ

ます。窓から入ってくる自然の風

がとても涼しく、ほっと一息でき

る場所です。

お花がいっぱい！
市街地より標高が高いため涼しく感

じられます。芝生が生い茂り、植物

がたくさんあって涼しげです。

ウォーキングに最適！
春日大池を囲んで、立派な木々が暑

い日差しを遮ってくれます。一歩公

園の中に入るだけで、気温の差がはっ

きりと体感できます。

自然に包まれた歴史的空間
裏参道の登り口に入った途端に気

温が下がり、自然に包まれている

のが実感できます。

松林が美しい臨海のオアシス
浜寺公園はばら園・プール・交通遊

園などがあり多くの方に親しまれて

います。泉北臨海緑地の一部は阪神

高速の高架下にあるため風の通り道

をつくっているのか涼しく感じます。

木陰の散歩を楽しめる
樹木が多く強い日差しも緩和。構

内も広く自然で心地よい風が吹い

ています。

木々のざわめき、爽やかな風！
気軽に森を感じることができる道で

す。森の緑に囲まれ、鳥のさえずり

を聞きながら、森の中を抜ける風を

感じることができます。

散歩には最高の場所！
木々が見た目に涼しく日常の喧騒

を忘れさせてくれます。散歩道と

して、住民に親しまれています。

役場の用事に寄ってみよう
夏の太陽が傾きだすころ、西日

が木々の葉っぱを風と共に通り

過ぎていくような錯覚を感じさ

せる場所です。

夕涼みに最適な公園
久保惣記念美術館に隣接する公園

内の遊歩道です。小さな滝がより

涼しさを演出しています。立派な

木々や東屋もあり夕涼みに最適で

す。

飛行機を眺めることができる
　　　　　　クールスポット！
朝夕に大池から爽やかな風が吹き、

心地良いです。デッキからは関空に

発着する飛行機を眺めることができ

ます。

大阪湾の風が
　　　　　どこよりも涼しい
高層ビルの日陰に加え鮮やかな緑

もあり、清涼感を感じることがで

きます。海に近く、常に風が吹い

ているため涼しく感じられます。

木陰や水上の回廊を
　　　　　　　吹き抜ける風！
ため池を活用した水と緑に囲まれた

熊取町を代表する親水空間です。木

陰や水上に作られた回廊を吹き抜け

る風が涼しく感じられます。

昼夜を問わず涼しい
　　　　　　　水と緑の空間
正面には別所池、背後には緑豊か

な和田山を有する「水と緑の空間」

でキャンプなどもできます。

涼しいハイキングコースが魅力
木立が生茂り日陰が多く涼しさを感

じられます。ダム周辺も平野部から

の吹上げ風の通り道になっており、

大変涼しいです。

ブナは天然記念物！　
　　　森林浴には最高だよ！
和泉葛城山頂付近には、国の天然

記念物「ブナの天然林」がありま

す。ハイキング道が整備されてお

り、緑のトンネルの下で散策を楽

しむことができます。

四季の彩りが美しい
　　　　　　　市民憩いの場
千里ニュータウンの外周を囲むよう

存在する緑地です。

四季を通じて様々な彩りを見せ、大

きな緑陰を創生しています。

まち中のほっとする空間
豊かな森の緑を見るだけでも、

ほっと一息入れた気分にさせて

くれる場所です。

一日中木陰の
　　　　　クールスポット
大きな木の下、愛宕山が祀られ

ている神社の門の前は、蝉の鳴

声はありますが、一日中木影に

なっていて、休憩スペースに

なっています。

見どころと遊び場が
　　　　　　　いっぱい！
緑が生い茂り風通りが良い公園

です。水や葉擦れのせせらぎに

より、目だけではなく耳でも涼

しさを感じるとこができます。

小川のせせらぎが涼しげ
吹田の済生会西側にある自転車

と歩行者専用の人工道です。

小さな小川やたくさんの樹木が

あり、涼しさを体感できます。

大正川からの風が心地いい
大正川堤防に隣接した公園で

す。木立の並ぶ公園内を川風が

通り抜け、涼しげです。

6 月にはホタルが観られる
従来からの樹木や竹やぶ、用水

路をそのままに活かした自然豊

かな公園は木々が日差しを遮り

とても涼しいです。

多くの水鳥もやって来る
耳原大池とその外周部の敷地に

はたくさんの樹木が生い茂り、

2 か所の滝もあってとても涼し

げです。

食事処、宿泊・
　　　温泉施設もあるよ !
山間部にあり、市内より２度以

上は気温が低く感じます。噴水

のある池周辺は木陰もあって視

覚でも涼しさを体感できます。

清涼な小川からの
　　　　　　　風が涼しい
緑が多く、清涼な小川が流れて

おり、涼やかな風が感じられま

す。

けやき並木の
　　　　　クールスポット
ＪＲ高槻駅から市役所前まで続

くけやき通りです。大きなけや

きの下の日陰によって涼しさを

体感できます。

山中の河川 , 樹木 ,
     空気の流れの相乗効果
箕面川のせせらぎ、木々の木漏

れ日が風を伴い涼しさを感じま

す。

大阪平野を一望！
生駒山麓にある枚岡公園は、たくさ

んの木々が生い茂り、風がとても涼

しく感じます。

渓流沿いが特にオススメです。

1500ｍの“ あじさい
　　　プロムナード ”は圧巻！
生駒山の中腹で高低差があまりなく、

気軽に歩くことが出来る緑陰歩道で

す。樹林を抜けた場所では涼風の中、

大阪平野の展望を満喫できます。

ケヤキのトンネルで
                   涼しさを体感！
立派に成長したケヤキが道路にグ

リーンのトンネルを形成し、歩道だ

けでなく車道部分も涼感を体感でき

ます。

地域みんなで育てる
                    クールスポット
生駒の山に自生する樹木を中心に植

えた散歩道があります。憩と育の庭

では、地域の方と一緒に花を育てて

います。

竹林のざわめく音が
　　　　　　　　心地いいよ！
公園内の竹林広場へ向かう遊歩道に

は、竹が覆い茂り、吹き抜ける風と

竹がたなびく音が涼しさを感じさせ

てくれます。

木々に囲まれた涼しい峠道
木々に囲まれた峠道で、能勢町側は

昼でも陽光が遮られ、涼しさが体感

できます。

河内長野市滝畑1392-甲

JR 高槻駅　バス約 36 分

大阪府高槻市大字田能小字的谷

２番地

JR 山崎駅　徒歩約 13 分

三島郡島本町山崎 5-2-1

阪急箕面駅　徒歩約 19 分

箕面市箕面公園内

阪急摂津市駅　徒歩約 9 分

摂津市学園町 2-11

最寄駅

住　所

JR 茨木駅　バス約 11 分

茨木市耳原３

最寄駅

住　所

阪急吹田駅　徒歩約 11 分

吹田市出口町４

最寄駅

住　所

最寄駅

住　所

最寄駅

住　所

最寄駅

住　所

北大阪急行桃山台駅　バス約7分

豊中市東豊中町6

阪急相川駅　徒歩約７分

吹田市南高浜町

最寄駅

住　所

阪阪急総持寺駅　徒歩約 18 分

茨木市西河原３

最寄駅

住　所

阪急服部天神駅　徒歩約 6 分

豊中市服部南町 2

最寄駅

住　所

JR 高槻駅　徒歩約 12 分

高槻市桃園町 2-1

最寄駅

住　所

最寄駅

住　所

能勢電黒川駅　バス約7分

能勢町野間中

最寄駅

住　所

阪急池田駅　バス約6分

池田市五月丘5-2-5

最寄駅

住　所

能勢電滝山駅　バス約4分

箕面市下止々呂美962/727

最寄駅

住　所

豊能郡能勢町天王住　所 豊能郡能勢町天王200-1付近住　所 豊能郡能勢町上山辺住　所

豊能郡能勢町上山辺～垂水住　所

豊能郡能勢町歌垣地内住　所

豊能郡能勢町長谷301-１住　所

能勢電黒川駅　バス約5分

豊能郡能勢町野間稲地

最寄駅

住　所

阪急池田駅　バス約19分

池田市鉢塚3-6-1

最寄駅

住　所

南海浜寺公園駅 徒歩約 30 分

堺市西区築港浜寺町

最寄駅

住　所

阪急箕面駅　徒歩約14分

箕面市箕面１５７６

最寄駅

住　所

能勢電黒川駅　バス約9分

豊能郡能勢町地黄

最寄駅

住　所

能勢電黒川駅　バス約15分

豊能郡能勢町倉垣９９２付近

最寄駅

住　所

阪急箕面駅　バス約4分

箕面市西宿1-17

最寄駅

住　所

阪急北千里駅　バス約4分

豊中市新千里東町3

最寄駅

住　所

阪急南千里駅　バス約8分

吹田市高野台5

最寄駅

住　所

北大阪急行桃山台駅　

                 徒歩約5分

吹田市桃山台２

最寄駅

住　所

阪急豊津駅　徒歩約9分

吹田市垂水町１-24-６

最寄駅

住　所

南海忠岡駅　徒歩約6分

泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1

最寄駅

住　所

水間鉄道三ッ松駅　徒歩約8分

貝塚市東山4

最寄駅

住　所

堺市南区畑1740住　所

JR熊取駅　バス約8分

泉南郡熊取町長池３

最寄駅

住　所

泉南郡熊取町大字久保

                       ２９２１

住　所

泉北高速和泉中央駅　バス約10分

和泉市内田町３-６

最寄駅

住　所

南海りんくうタウン駅　徒歩約7分

泉佐野市りんくう往来南２-２

最寄駅

住　所

南海北助松駅　徒歩約10分

泉大津市助松町４

最寄駅

住　所

JR熊取駅　バス約12分

泉南郡熊取町大字久保３１６２

最寄駅

住　所

岸和田市・貝塚市　和泉葛城山

頂付近

住　所

南海白鷺駅　徒歩約8分

堺市中区学園町１-１

最寄駅

住　所

金剛山ﾛｰﾌﾟｳｪｲ金剛山口　徒歩約4分

南河内郡千早赤阪村大字千早

最寄駅

住　所

住　所

南河内郡太子町太子2146住　所

松原市天美西７-２６５-１住　所

近鉄河内長野駅　バス約7分

河内長野市寺元475

最寄駅

住　所

南河内郡河南町弘川43住　所

近鉄藤井寺駅　バス約3分

藤井寺３-１-２０

最寄駅

住　所

近鉄東花園駅　徒歩約13分

東大阪市松原南1・2

最寄駅

住　所

近鉄額田駅　徒歩約6分

東大阪市東豊浦町11-27

最寄駅

住　所

交野市大字星田地内住　所

東大阪市東豊浦町 暗峠住　所

近鉄久宝寺口駅　徒歩約16分

八尾市西久宝寺323

最寄駅

住　所

JR津田駅　徒歩約18分

交野市倉治大字2935番地内

最寄駅

住　所

近鉄額田駅　徒歩約7分

東大阪市東豊浦町地内

最寄駅

住　所

東大阪市山手町他住　所

四條畷市大字逢阪458-2住　所

JR八尾駅　バス約3分

八尾市東久宝寺1-6

最寄駅

住　所

近鉄八尾駅　徒歩約12分

八尾市荘内町２-１-３６

最寄駅

住　所

交野市大字私部3192-1住　所

豊能郡能勢町野間中住　所 豊能町吉川住　所

ＪＲ高井田駅　徒歩約10分

柏原市高井田

最寄駅

住　所

鉄信貴山口駅　徒歩約15分

八尾市教興寺字弁天山550

最寄駅

住　所

20 どんぐり山 21 服部住吉神社前

26 南高浜町自転車歩行者専用道路25 片山公園 １ 浜寺公園泉北臨海緑地 大阪府立大学２

28 西河原公園 助松公園隣接歩道４３ 堺自然ふれあいの森 木道平和公園27

５ 忠岡町役場周回緑地帯29 耳原公園 30
高槻市役所前
          けやき通り

６ ひつじ公園内遊歩道

31 高槻森林観光センター ７
東山みらいの丘
        （展望デッキ）

32 サントリー山崎蒸留所
９ 長池オアシス 10

熊取町野外活動
    ふれあい広場周辺

12 和泉葛城山ブナ林11
奥山雨山自然公園
　   ・永楽ダム周辺

１ 交野山森林公園
こうのざん

２ 大阪府民の森くろんど園地1 女郎ケ渕 2 高皇産霊神社
たかみむすびじんじゃ

3 山辺川砂防ダム

４ 府民の森むろいけ園地府民の森ほしだ園地３浮峠4 サイノカミ峠5 倉垣天満宮6

花園中央公園５歌垣山山頂7 野間の大けやき8 地黄湿地9 ６ 大阪府営枚岡公園

初谷渓谷12 ７ グリーンガーデンひらおか妙見山10 ８ 大阪府民の森ぬかた園地11 野間峠

13
箕面市立止々呂美
       ふるさと自然館

14 箕面ビジターセンター 15
箕面マーケットパーク
                       visola

９ 暗峠

19 千里中央公園展望台17 五月山緑地都市緑化植物園 18 水月公園 11 久宝寺公園

河内高安弁天岩戸神社13 史跡高井田横穴公園1422 千里緑地の緑陰 23 桃山公園 24 垂水神社

１
今池水みらいセンター
「虹の広場」

２
藤井寺市立
生涯学習センター

４ 弘川寺及び周辺の森３ 叡福寺

６ 観心寺５
ちはや園地
大阪府最高点への道

７ 光滝

八尾高前ケヤキ並木10

大阪府中河内
府民センタービル

12
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