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おすすめの景色を

見にいこう！

主催 ： 大阪府
後援 ： 和泉リサイクル環境公園・エスアイエススターゲイトホテル株式会社・大浦ファーム・

大阪モノレール株式会社・近鉄不動産株式会社・ 一般社団法人グランフロント大阪TMO・
KKRホテル大阪・積水ハウス梅田オペレーション株式会社・日蓮宗霊場 能勢妙見山

応募は簡単２ステップ！
抽選で素敵な景品をGET！

ステップ１. 80か所ある「ビュースポットおおさか」の写真・動画を2か所以上撮影！

ステップ２. ウェブ・メール・インスタグラムから応募

参加
無料

大阪港帆船型

観光船「サンタマリア」

ペア招待券

５組１０名様に

スターゲイトホテル

関西エアポート

ペア宿泊券

１組２名様に

他にも素敵な
景品が当たるよ！

イベントHPは
こちらから☟



２ メールで応募
写真や動画（※動画の場合は、作品をアップ

ロードしたYouTubeのURL）をメールに添付す

るとともに、「①氏名、②住所、③ビュースポッ

ト名、④希望景品」を本文に記載の上、下記のア

ドレスまで送信してください。添付ファイルの容

量が大きい場合、受信できない場合があります。

メール１通あたり、３MBまでを目安としてくだ

さい。

大阪府の公式景観インスタグラム（＠osaka_landscape）をフォローした後、ビュースポット名と応

募用ハッシュタグ「#ビュースポットおおさか景観フォトラリー2022」を付けて写真または動画を投稿し、

下記の必要事項を公式景観インスタグラム宛にDM（ダイレクトメッセージ）を送ってください。

【必要事項】

① 氏名 ② メールアドレス
③ 年齢 ④ 希望景品

【メールでの申請】

大阪府都市整備部住宅建築局

建築環境課ビュースポット担当宛

(メールアドレス)

viewspot-osaka@gbox.pref.osaka.lg.jp

３ インスタグラムで応募

☝公式景観
インスタグラム

1 ウェブで応募

「大阪府行政オンラインシステム」にア

クセスし、「申請できる手続き一覧」から

「景観フォトラリー」を検索。

必要事項を記入の上、写真や動画（※動画

の場合は、作品をアップロードした

YouTubeのURL）を添付し、応募してくだ

さい。

QRコードからも

アクセスできます！☞

🏔撮影対象
「ビュースポットおおさか」に選定された全80か所

📷募集する写真
・募集する写真はオリジナルの写真とします。
・撮影機材はカメラ、スマートフォンを問いません。
・写真データはおおむね３MBまでとしてください。

🎥募集する動画
・募集する動画はオリジナルの動画とします。
・撮影機材はカメラ、スマートフォンを問いません。
・ウェブ・メールで応募する場合は、ご自身のYouTubeのアカウントに応募作品をアップロードしたうえで、応
募方法に沿って、作品をアップロードしたYouTubeの共有URL※を記載し、ご応募ください。
※共有URLとは、「http://youtube.be」から始まる文字列で、動画を表示後、「共有」ボタンをクリックする
と表示されます。

・動画の長さは3分（180秒）以内としてください。

⚠ 注意事項
・応募いただく写真や動画は、応募者自身がその権利を所有しているものとします。また、動画等に使用する
素材（音楽・写真・動画など）は全て、応募者自身がその権利を所有しているもの、著作権フリーのもの又
は権利者から二次利用も含めて応募までに許諾を得たものであることとします。

・応募いただいた写真や動画は、大阪府及び大阪府が許可する第三者が無償で使用する権利を保有します。ま
た、広報等で使用する際にトリミング等、加工する場合があります。

・応募いただいた写真や動画は、大阪府の景観行政に活用する場合があります。また、大阪府の景観啓発等を
目的とした広報活動のため、第三者に貸与する場合があります。

・応募にあたり要した費用は、全て応募者の負担とします。
・写真や動画の制作に際して起こった事故、その他一切のトラブル（肖像権、商標権、知的財産権等の侵害で
問題が生じた場合を含む）について、大阪府は一切の責任を負わないものとします。

・①個人、企業、団体などを中傷する内容を含むもの／②特定の企業、政治目的、宗教などの宣伝又は勧誘を
意図する内容を含むもの／③虚偽の内容に関わらず誤認や錯誤を与えるもの／④暴力団員による不当な行為
の防止に関する法律に規定する、暴力団若しくは暴力団員又はそれらに関与している者が制作したもの又は
出演したもの等の応募はご遠慮ください。

・応募の際は、応募概要を十分にご確認いただき、全ての内容に同意の上、応募してください。（応募された
時点で、上記について承諾したものとみなします。）



世界に誇れる大阪の魅力ある景観、きらりと光る個性豊かで多彩な大阪の

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

により発掘し、「ビュースポットおおさか」として選定したものを発信して

いくことで、府民・事業者・来訪者の方々に大阪の景観に興味をお持ちいた

だき、府域全体の良好な景観形成を推進していこうとする取り組みです。

景観
（視対象）

ビュースポット
（視点場）

● ビュースポットとは? …………… 景観を眺めることのできる場所です。

提供団体 景品内容

・和泉リサイクル環境公園 … ラベンダーポプリ商品

・エスアイエススターゲイトホテル（株） … ペア宿泊券（朝食付き）

・大浦ファーム … ポン菓子

・大阪水上バス（株） … 大阪港帆船型観光船「サンタマリア」招待券（ペア）

・積水ハウス梅田オペレーション（株） … 梅田スカイビル25周年記念オリジナルフィギュア

・日蓮宗霊場 能勢妙見山 … 純金箔福米守と開運シールセット

・堺市 … 旧堺燈台のクリアファイル

・岸和田市 … 岸和田市イメージキャラクター「ちきりくん」缶バッジ、だんじりはっぴストラップ 他

・高槻市 … 高槻市マスコットキャラクター「はにたん」グッズセット

・枚方市 … 枚方市のキャラクターひこぼしくんグッズ、枚方家族グッズ

・茨木市 … メモ帳、安威川ダムカード 他

・八尾市 … 缶バッジ（久宝寺寺内町燈路祭りのマスコットキャラクター久麟（きゅーりん））

・泉佐野市 … イヌナキンボールペン、日根荘遺跡ガイドブック 他

・富田林市 … 富田林寺内町絵はがき

・河内長野市 … ポストカード（高野街道）

・和泉市 … ネックレス＆イヤリング（いずみパール）

・柏原市 … 手ぬぐい

・羽曳野市 … つぶたんシール（第１弾・第２弾）

・門真市 … ハンドタオル、ポロシャツ（門真市イメージキャラクター「ガラスケ」のプリントあり）

・高石市 … 高石市オリジナルグッズ(工場夜景タオル、サコッシュ、工場夜景缶バッジ、Tシャツ)

・藤井寺市 … みずどりはにわたおる（重要文化財水鳥形埴輪をモチーフにしたたおるです）

・泉南市 … 泉南市オリジナルカレー「アスリートカレー（第１弾）」「さといもカレー（第２弾）」他

・四條畷市 … 四條畷郷土史カルタ(復刻版）

・大阪狭山市 … 狭山池ダムカレー

・熊取町 … ジャンプ君＆メジーナちゃんおしぼりタオル、アドクリップ付きボールペン 他

・岬町 … マスコットキャラクターグッズ（手ぬぐい・フェイスタオル・マスコットストラップ等）

・太子町 … 太子町カルタ

・河南町 … レジバッグ（美しい河南町）、マスキングテープ４種セット（カナちゃん） 他

🎁景品一覧

ビュースポットおおさか発掘・発信プロジェクトとは？

▼第３回選定スポット▼



能勢町 ・大阪湾を眺める妙見山星嶺テラス

豊能町 ・高山の棚田を眺める坂道

池田市 ・大阪府北部及び大阪の市街地を眺める池田市五月山緑地

箕面市 ・箕面大滝を眺める瀧前休憩所

茨木市 ・ダムを眺める安威川ダム展望スポット

・緑道を眺める元茨木川緑地

高槻市 ・三好山の紅葉を背景とした芥川を眺める摂津峡公園下

・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

島本町 ・水無瀬川と北摂山系を眺める調子橋

吹田市 ・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

豊中市 ・大阪国際空港と飛行機を眺める千里川土手

摂津市 ・たくさんの新幹線を眺めるモノレール車窓

北区 ・ビルの間に沈む夕日を眺める大阪駅「天空の農園」

・御堂筋の起点（梅田吸気塔）を眺める梅田阪急ビル スカイロビー

・大阪市中央公会堂と高層ビル群を眺める中之島公園

・梅田スカイビルを眺めるうめきた広場

・「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」

都島区 ・銀橋・大川・大阪城を眺める源八橋

中央区 ・大川沿いの風景を眺める天満橋

・大阪城天守閣 を眺めるＫＫＲホテル大阪のテラス

・天神橋と常夜灯を眺める川の駅はちけんや

此花区 ・パーク内のまちなみを眺めるユニバーサル・スタジオ・ジャパン

港区 ・大阪湾と夕陽を眺める中央突堤ダイヤモンドポイント

・港大橋を眺める港区築港の親水護岸

天王寺区 ・歴史ある風景を眺める源聖寺坂

・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

浪速区 ・都心のオアシスを眺めるパークスガーデン

・通天閣を眺める新世界

・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

淀川区 ・梅田の夜景を眺める淀川河川敷

阿倍野区 ・大阪平野を眺めるあべのハルカスの展望台
「ハルカス３００」

・あべのハルカスを眺める阪堺電車「阿倍野停留場」

住之江区 ・大阪湾を眺めるさきしまコスモタワー展望台

枚方市 ・枚方宿鍵屋資料館を眺める京街道

交野市 ・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

寝屋川市 ・桜並木を眺める打上川治水緑地

守口市 ・文禄堤と守口宿を眺める京街道

門真市 ・水路の桜を眺める砂子水路側道

四條畷市 ・室池を眺める水辺自然園

大東市 ・大阪府内を眺める飯盛山山頂

・御領水路と御領菅原神社を眺める御領橋周辺

東大阪市 ・東大阪市民美術センターを眺める花園ラグビー場前

・大阪平野を眺めるなるかわ園地のぼくらの広場

八尾市 ・大阪平野の景色を眺める水呑地蔵尊

・顕証寺大屋根と歴史的まちなみを眺める久宝寺寺内町

堺市堺区 ・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

・世界遺産やハルカスを眺める堺市役所展望ロビー

堺市北区 ・日本一美しい古墳を眺めるニサンザイ古墳前

高石市 ・高石の工場夜景を眺める市道高砂１号線

和泉市 ・公園内を眺める和泉リサイクル環境公園

泉大津市 ・青い空と連なる山々を眺める泉大津フェニックス

岸和田市 ・岸和田城を眺める岸和田高校前

・街道のまちなみを眺める岸和田本町紀州街道

・桜並木を眺める久米田池遊歩道

貝塚市 ・願泉寺を眺める貝塚寺内町

熊取町 ・熊取交流センター煉瓦館を眺める熊取歴史公園

泉佐野市 ・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

・大木地区の農村景観を眺める土丸・雨山城跡

田尻町 ・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

・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

泉南市 ・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

阪南市 ・旧街道のまちなみを眺める山中渓旧街道

・海を眺める「箱の浦」住宅地の坂道

岬町 ・夕景を眺める長松自然海岸

松原市 ・ため池に浮かぶ読書の森を眺める歩道

柏原市 ・石畳と淡い街灯を眺める太平寺地区の細街路

藤井寺市 ・歴史的な街なみを眺める葛井寺表門通り

羽曳野市 ・応神天皇陵を眺める拝所

・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

大阪狭山市 ・狭山池取水塔を眺める狭山池公園遊歩道

太子町 ・大道旧山本家住宅を眺める日本遺産竹内街道

・叡福寺と夕日を眺める太子・和みの広場

河南町 ・棚田の風景を眺める大浦ファーム

千早赤阪村 ・下赤阪の棚田を眺める下赤坂城跡

富田林市 ・寺内町のまちなみを眺める興正寺（富田林別院）前

河内長野市 ・酒蔵のまちなみを眺める高野街道

・ススキ越しの雲海に浮かぶ金剛山を眺める岩湧山山頂

📷北大阪エリア（13か所）

📷東大阪エリア（13か所）

📷南河内エリア（13か所）

📷大阪市エリア（22か所）

📷泉州エリア（19か所）

詳しい位置情報は
こちら☟

（大阪府HPから
ご覧いただけます。）

選定されたビュースポット一覧

大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築環境課

住環境推進グループ

〒559-8555 大阪市住之江区南港北 1-14-16

さきしまコスモタワー27階

TEL：06-6210-9718 

Email：viewspot-osaka@gbox.pref.osaka.lg.jp


