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第2回ビュースポットおおさかの

情報発信・活用
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１．ビュースポットおおさか発掘・発信プロジェクト

年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

大
阪
・
関
西
万
博

開
催

（ 第１回 春 ）

募集・選定⇒活用⇒支援

（ 第２回 秋 ）

募集・選定⇒活用⇒支援

（ 第４回夏）

募集・選定

全
ス
ポ
ッ
ト
で
の

大
規
模
な
周
遊
促
進
事
業
の
実
施

大阪の景観を美しく眺めることのできる場所（ビュースポット）を、一般からの募集、

選定、情報発信、周遊事業を進める取組み。最終的に100か所程度を指定し、2025年
大阪・関西万博開催時の集客効果を府域全域に拡大する。

（ 第３回 冬 ）

募集・選定⇒活用⇒支援
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街道のまちなみを眺める岸和田
本町紀州街道

桜並木と春の花々を眺める芥川
を並行して流れる新川土手

三好山の紅葉を背景とした
芥川を眺める摂津峡公園下

紅葉を眺める三色彩道太陽の塔と北摂山系を眺める
万博記念公園大階段

京阪神のまちなみを眺める交野山
山頂観音岩

眼下に広がる紅葉を眺めるほ
しだ園地の星のブランコ

歴史的な街なみを眺める葛井
寺 表門通り

古代と現代が共存する大阪
平野を眺める鉢伏山西峰古
墳

世界遺産やハルカスを眺める
堺市役所展望ロビー

湊町リバープレイス道頓堀川を
眺める大阪市道南北線深里橋

大阪都心の高層建築群を眺め
る梅田スカイビル「空中庭園

夕日を背に、日本最古の木造
洋式燈台を眺める旧堺燈台前

四天王寺伽藍を眺める山門前

日本一美しい古墳を眺める
ニサンザイ古墳前

関空島と連絡橋を眺めるスターゲイ
トホテル関西エアポートのレストラン

タルイサザンビーチの夕日を眺める泉南
ロングパークメモリーズツリー展望台

大木地区の農村景観を眺め
る土丸・雨山城跡

熊取交流センター煉瓦館を眺め
る熊取歴史公園

狭山池取水塔を眺める狭山池
公園遊歩道

大阪平野を眺めるなるかわ園地
のぼくらの広場

御領水路と御領菅原神社を眺
める御領橋周辺

第２回ビュースポットおおさか選定（26か所）

大阪府内を眺める飯盛山山頂

東大阪市民美術センターを眺め
る花園ラグビー場前

田尻漁港マリーナと田尻スカイ
ブリッジを眺める田尻漁港

マーブルビーチから関西国際空港
を望む夕景を眺めるりんくう公園
第1駐車場付近

259件の応募の中から「第2回ビュースポットおおさか」として新たに26か所を選定。
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Ⅰ 府のホームページで紹介（6月30日公表）

トップ画面 エリア別 ビュースポット紹介

２．大阪府ＨＰ等の広報媒体による情報発信
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26か所のビュースポットについて紹介冊子で魅力を紹介。

各スポットの紹介

①ビュースポットのあるエリア

②ビュースポットのタイトル

③ビュースポットからの風景

④ビュースポットの住所・アクセス・地図

⑤ビュースポットの紹介文

掲載内容

①

②

③ ④

⑤

表紙

Ⅱ 紹介冊子を活用した情報発信
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26か所のビュースポットについてインスタグラムで魅力を紹介。

投稿例プロフィール

Ⅲ 景観インスタグラムを活用した情報発信
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３．市町村等の広報媒体による情報発信

市町村 HP 広報誌 地域情報

高槻市 広報たかつき9月号

交野市 交野タイムズ.自社運営メディア

大東市 広報だいとう8月号 号外NET大東・四條畷

東大阪市 東大阪号外NET

藤井寺市 7月2日UP 広報ふじいでら8月号
藤井寺市観光協会公式サイト

街ブラ企画：藤井寺

羽曳野市 広報はびきの8月号

大阪狭山市 ８月1日UP
広報おおさかさやま8月号
広報おおさかさやま9月号

堺市 堺観光ボランティア協会

岸和田市 7月7日UP 広報きしわだ8月号 本町のまちづくりを考える会

熊取町 7月28日UP 広報くまとり８月号

泉佐野市 広報いずみさの8月号

田尻町 広報たじり8月号

泉南市 広報せんなん8月号

市町村等の広報媒体により、選定結果を情報発信。
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広報たかつき2021年9月号（2021.09.01UP）
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広報だいとう2021年8月号（2021.08.01UP）
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広報ふじいでら2021年8月号（2021.08.01 UP）
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広報はびきの2021年8月号（2021.08.01UP）
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広報きしわだ2021年8月号（2021.08.01 UP）
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熊取町HP（2021.07.28UP）
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広報いずみさの2021年8月号（2021.08.01UP）
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広報たじり2021年8月号（2021.08.01UP）
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広報せんなん2021年8月号（2021.08.01UP）
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４．デジタルサイネージを活用した情報発信

主要ターミナル等の人通りが多い動線上の大型デジタルサイネージを活用して

選定したビュースポットを随時紹介。

①JR西日本 大阪駅御堂筋グランドビジョン

概要：横4.4メートル、縦2.5メートル

時間：６時から24時（18時間）

枠数：３分毎に15秒

②阪急梅田エントランスビジョン

概要：横6.7メートル、縦1.9メートル

時間：６時から24時（18時間）

枠数：６分毎に15秒

③グランフロント大阪 デジタルサイネージ

概要：グランフロント大阪に設置されている20か所のデジタルサイネージ。

屋外47インチ、屋内49インチ

時間：７時から21時（14時間）

枠数：15分毎に15秒
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④関西国際空港ウェルカムボード

概要：関西国際空港第１ターミナルビル１階

国際線南北到着口前に設置されているウェルカムボード

時間：０時から24時（24時間）

枠数：10分毎に15秒

⑤北大阪急行電鉄 旅客案内モニター

概要：3駅（千里中央駅・桃山台駅・緑地公園駅）

に設置されている旅客案内モニター

時間：始発から終電

枠数：15秒枠

⑥近鉄デジタルサイネージ コミュニティDS

概要：近鉄線大阪地区5駅（大阪難波駅・大阪上本町駅・布施駅・

大和西大寺駅・大和八木駅）に設置されているデジタルサイネージ

時間：６時から24時（18時間）

枠数：60分毎に15秒
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JR西日本 大阪駅御堂筋グランドビジョン
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阪急梅田エントランスビジョン
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関西国際空港ウェルカムボード
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第１回・２回選定54か所を対象として、秋季に周遊促進事業を実施

🔶事業内容：ビュースポットおおさかに選定された

スポットを２か所以上巡り、各スポットで写真を

撮影し、募集チラシ・ポスターに記載しているQR

コードから応募。

🔶実施期間：令和3年9月22日(水)から11月26日(金)

🔶募集方法：①大阪府HPから応募

②メールでの応募

🔶募集写真：オリジナルの写真。撮影機材はカメラ、

スマートフォン他。写真データは３MBまで

🔶商品提供：より多くのスポットを巡った応募者か

ら協賛団体から提供される賞品を提供。

🔶写真活用：応募いただいた写真は、府のHPや

SNSで再度情報発信。

５．周遊促進事業・景観フォトラリーの開催
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全参加者数 21人

大阪府内 19人

大阪府外 １人

不明 １人

年代別 ～20代 １人

30代～40代 ５人

50代～60代 11人

70代以上 ２人

不明 ２人

応募方法別 電子申請 20人

メール １人

※うち２名除外

① 景観フォトラリー 応募結果
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応募総数 126件

写真 98件

動画 28件

エリア別 北大阪エリア 14件

大阪市エリア 53件

東大阪市エリア 12件

泉州エリア 36件

南河内エリア 11件

スポット別 ・岸和田城を眺める岸和田高校前 ７件

・太陽の塔と北摂山系を眺める万博記念公園大階段
・大阪市中央公会堂と高層ビル群を眺める中之島公園
・街道のまちなみを眺める岸和田本町紀州街道

６件

・紅葉を眺める三色彩道
・通天閣を眺める新世界

５件

・あべのハルカスを眺める天王寺公園（てんしば）
・四天王寺伽藍を眺める山門前
・熊取交流センター煉瓦館を眺める熊取歴史公園 等

４件
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年代別・エリア別の応募状況

年代別 エリア別
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湊町リバープレイス道頓堀川を眺める
大阪市道南北線深里橋

東大阪市民美術センターを眺める
花園ラグビー場前

関空島と連絡橋を眺める
スターゲイトホテル関西エアポートのレストラン

四天王寺伽藍を眺める
山門前

■応募事例（写真） ※写真下スポット名
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箕面大滝を眺める
瀧前休憩所

眼下に広がる紅葉を眺める
ほしだ園地の星のブランコ

大木地区の農村景観を眺める
土丸・雨山城跡

あべのハルカスを眺める
天王寺公園（てんしば）

※写真下スポット名
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世界遺産やハルカスを眺める
堺市役所展望ロビー

下赤阪の棚田を眺める下赤坂城跡

御領水路と御領菅原神社を眺める
御領橋周辺

歴史ある風景を眺める
源聖寺坂

■応募事例（動画） ※動画下スポット名
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ビルの間に沈む夕日を眺める
大阪駅「天空の農園」

東大阪市民美術センターを眺める
花園ラグビー場前

マーブルビーチから関西国際空港を望む夕景を眺める
りんくう公園第1駐車場付近

紅葉を眺める三色彩道

※動画下スポット名
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② 景観フォトラリー タイアップ事業

景観フォトラリー期間中に行うスポットでの取り組みを連携してPR

Ⅰ くまとりだんじりミュージアム

 概要

熊取だんじり祭の魅力を後世に伝え、またその魅力を再発見して

もらうため、「くまとりだんじりミュージアム」を開催。

懐かしいだんじり祭に関する写真や資料等を展示しています。

 開催日

令和３年９月18日（土曜日）から10月17日（日曜日）まで

Ⅱ こころに残る景観資源発掘プロジェクト「眺望景観」

 概要

岸和田市では景観啓発の取組みとして、「こころに残る景観資源発掘

プロジェクト」を実施しています。

応募作品の中から特に優れた景観資源を市長が指定するもので、

今年度は「眺望景観」をテーマに9月30日まで募集し、10月12日

から11月2日まで応募作品を市内各所で巡回展示し、立ち寄られ

た方に投票してもらう「まちかど審査」を行いました。

 開催日

令和３年９月30日（木曜日）（眺望景観募集）

令和３年10月12日（火曜日）から11月２日（火曜日）まで（まちかど審査）
30



Ⅲ かたの里山フォトロゲ大作戦 ２０２１秋

 概要

当日配られる地図をもとに制限時間内にチェックポイントを回り、

得点を集めるスポーツです。チームごとに作戦を立て、チェックポ

イントでは見本と同じ写真を撮影します。

地図の読み方などを学びながら、交野市の豊かな自然、歴史的建

造物や背景に触れていただき、楽しんでもらえるよう趣向を凝らし

たフォトロゲイニング大会です。

 開催日

令和３年10月17日（日曜日）

Ⅳ 高石工場夜景ツアー

 概要

高石市の臨海部には、石油・ガス・化学・鉄鋼などの工場群が広

がっており、複雑な配管や夜の照明が生み出す夜景は、愛好家を中

心に年々注目が集まっています。

高石商工会議所では、全国的に工場夜景の人気が高まり始めた平

成24年から、情報誌「関西ウォーカー」と、平成25年からは高石市

ともコラボし、「工場夜景ツアー」を行われています。

 開催日

令和３年10月23日（土曜日）
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Ⅴ 大阪・まち・再発見 ぶらりウォーク

「大阪市中央公会堂と大川沿いを楽しもう」

 概要

当日配布される地図を持ち、約10キロメートルの距離を楽しみな

がら歩き、大阪の各地域の名所、史跡などを広く知っていただく企

画です。

今回は、扇町駅を起点に大川沿いの見どころを歩く企画で、コー

スには、ビュースポットおおさかに選定された「中之島公園」「天

満橋」「源八橋」もあります。

 開催日

令和３年10月29日（金曜日）

Ⅵ 古墳のまち藤井寺・羽曳野を歩く～ビュースポットおおさか探訪～

 概要

近鉄沿線の駅で地図を受け取り、おすすめの特色ある場所をどな

たでも気軽に楽しみながらめぐるハイキング企画です。

今回のコースは、ビュースポットに選定された「応神天皇陵拝

所」や「葛井寺表門通り」をはじめ、誉田八幡宮や葛井寺など魅力

ある社寺を巡るコースとなっています。

 開催日

令和３年11月20日（土曜日）
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Ⅶ 泉南まるごとフェスティバル

 概要

地産知消をテーマとして、地域の特産物を広く発信していくため

のイベント「泉南まるごとフェスティバル」を、泉南りんくう公園

(SENNAN LONG PARK)にて開催します。

まるごと物産展、農業者・漁業者の新鮮市場、手作りの森マル

シェ、子供たちが遊べるエアー遊具、地元のミュージシャンの音楽

ステージなど内容盛りだくさんのイベントとなっています。

 開催日

令和３年11月21日（日曜日）

Ⅷ 大阪湾うみまちウォーク

 概要

南海沿線の駅で地図を受け取り、おすすめの特色ある場所をどな

たでも気軽に楽しみながらめぐるハイキング企画です。

今回のコースは、ビュースポットに選定された「田尻漁港マリー

ナと田尻スカイブリッジを眺める田尻漁港」や「タルイサザンビー

チの夕日を眺める泉南ロングパークメモリーズツリー展望台」を巡

るコースとなっています。

 開催日

令和３年11月23日（火曜日）
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