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３ 多様な主体と連携、協働した取組みの推進 

第２章の１に記載の地域循環共生圏の考え方に基づき、市民・環境NGO/NPO・事業者・研究

機関・教育機関・行政など多様な主体と連携・協働を行うとともに、「環境学習・環境保全活動

の促進（消費と生物多様性の関連についての普及啓発等）」、「社会教育施設（自然史博物館な

どの情報蓄積）との連携」や「生態系サービスの保全強化（自然環境保全による減災を含む）」

などの取組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪各主体の役割≫ 

市民（※市外からの通勤・通学者を含めて「市民」として位置付け） 

 生物多様性に配慮した環境にやさしいライフスタイル、ビジネススタイルを実践する 

 地域の環境保全活動へ参加する 

 生物多様性への配慮に取り組む企業の製品等を選択的に購入する 

環境NGO/NPO、他の関係団体 

 地域の環境保全のための活動を実践する 

 市民などへの行動促進のための環境教育・環境学習や環境啓発を実践する 

 生物多様性への配慮の促進 

事業者 

 生物多様性に配慮した製品・技術の開発やサービスの提供を行う 

 経営方針等に生物多様性を盛り込む 

 生物多様性に配慮した調達に取り組む 

 事業活動による生物多様性への影響評価を行う 

 地域の環境保全活動への参加や協力を行う 

研究機関 

 生物多様性や生態系サービスが有する価値の評価を行う 

 生物多様性に関する研究開発や技術協力などへ貢献する 

 生物多様性に関する最新の知見を発信する 

教育機関 

 環境に関する学習の機会を提供し、児童・生徒に自然の素晴らしさや生物多様性の大切さを伝える 

行政（大阪市） 

 市民・事業者等に率先した取組みを実践する 

 市民等が環境について学習できる場・機会を提供する 

 各主体と連携し、戦略の推進を図る 
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大阪市では、2050年のめざすまちの姿「生物多様性の恵みを感じるまち」の実現に向け、情報共

有・意見交換の場として、「生物多様性の保全に向けたネットワーク会議」を 2018年３月に立ち上

げ、2018年度より年３～４回程度開催しています。 

多様な主体が参画できる仕組みの構築・形成に向け実施していたところ、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、2020年３月より中止を余儀なくされましたが、2020年度については、初めての試み

でオンライン開催となりました。 

 2030年度に向けては、持続可能な社会の 

実現に向け、ビジョンや計画を行政が示すと 

いうかたちにこだわらず、自立や社会変革へ 

の意思を共有し、活動の幅をひろげた取組み 

を進める必要があります。 

2050年を見据えたまちづくり（生物多様 

性の恵みを感じるまち大阪）の具体化に向け、 

今後も多様なパートナーシップの連携を進め、 

生物多様性戦略を推進していきます。 

 

生物多様性の保全に向けたネットワーク会議

“ク 

≪取組み経過≫ 

2018年 3月 「大阪市生物多様性戦略」策定 

 

2018年度   生物多様性の保全に向けたネットワーク会議の開催 

～2019 年度  〔市民参加による様々な取組みとともに、各主体間のパートナーシップの仕組

み形成（各主体間のつながり）〕 

 

2020年度  初のオンライン（zoomウェビナー）開催 

           〔新たな協働のあり方を模索（新たな連携・協働の仕組み）各主体間のさらなる

発展・連携強化をめざす〕 
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４ 大阪府下の生物多様性関連施設など 

大阪市内には、生物多様性に関する施設などが集積しており、自然や生き物に関する展示、

講座や学習、自然体験などの機会の提供、調査・研究など様々な取組みが行われています。ま

た、大阪府内の生物多様性関連施設では、府域に残された貴重な自然や生き物にふれることが

できます。 

 

●展示施設（一部研究機関を兼ねる）・自然とふれあえる施設 

 

   

   

展示や観察会などの教育普及活動を通じて、自

然を知り学ぶ場を提供し、自然と人間の調和し

た関係や、生物多様性について考えてもらうた

めの社会教育施設です。市民や研究機関と連携

しつつ、自然に関する資料を収集・保管し、研

究成果を展示・教育普及活動を通じて市民に還

元しています。 

 四季を通じて色々な花を楽しめる植物園で、

太古から現在に至るまでの大阪の森林を年代

別に再現した｢歴史の森｣なども整備していま

す。季節の植物や生き物について興味をもっ

てもらうため、観察会や講演会、展示会などの

イベントを開催しています。 

   

   

 
1915（大正４）年の開園以降、100 年を超える

長い歴史を持つ動物園で、約 180 種 1,000 点

の動物を飼育しています。都心で身近に動物を

感じる場として、動物の生息地にいるような臨

場感あふれる生態的展示やナイト Zoo をはじ

め、生物多様性をテーマにした企画展、絶滅危

惧種に関するガイドなどの教育普及活動も実

施しています。 

 「地球とそこに生きるすべての生き物は、互

いに作用しあう、ひとつの生命体である」とい

う考えに基づき、太平洋を中心に環太平洋火

山帯周辺の自然環境を再現し、そこに生息す

る多種多様な生き物を展示しています。 

海遊館スクールなどを通し、生物多様性や地

球や海の大切さやすばらしさ、環境問題につ

いて普及啓発活動を行うとともに、大阪湾に

生息するスナメリの調査保護活動にも取り組

んでいます。 

自然史博物館 長居植物園 

天王寺動物園 海遊館 

天王寺公園 ガオウ（ライオン・オス） 
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1990 年に開催された国際花と緑の博覧会のテ

ーマである「自然と人間との共生」を継承し、

「熱帯から極地まで」の世界中の植物を栽培展

示する国内最大級の大温室です。世界の植物に

関する展示会やイベントなどを開催していま

す。 

 大阪城公園は、総面積が 106ha で、数々の重

要文化財を有する一方で、大阪を代表する緑

あふれる都市公園であり、観光の拠点にもな

っています。多くの野鳥や昆虫などの生き物

を見ることができる貴重な場所で、多くの

人々が生き物の観察などに訪れています。 

  
 

  

 

住吉大社などの寺社仏閣には、大阪の歴史・文

化や豊かな緑が保たれています。 

住吉大社には、様々な動植物が生息・生育して

おり、御神田では、遠い昔は海の近くであった

ことが分かる植物（ハマヒエガエリ：大阪市内

における保護上注目すべき生き物）も見つかっ

ています。 

提供：住吉大社 

 

 

 

 

 

 

  

咲くやこの花館 大阪城公園 

住吉大社 
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●体験型学習施設 

   

   

大阪湾に飛来するシギ・チドリなどの渡り鳥の

休息地として、人工の湿地を整備・保全してい

ます。野鳥が観察できる貴重な環境学習の場と

して活用されています。 

 多くの生き物があふれる自然体験観察園で

は、来園者が自然に親しみ、多様な生き物の関

わりあいを学べる場となっています。季節に

あわせた講座、生物について学べる講座も開

催しています。 

●事業者が取り組む特徴ある施設 

   

   

日本の原風景「里山」を都心部（梅田）に再現

した空間として、3,700 本を超える在来種中心

の雑木林、水田、畑などがあり、鳥や蝶など多

くの生き物を育んでいます。身近な自然を感じ

る場としてオフィスワーカーや近隣住民、観光

客にも親しまれています。 

 国内最大級規模の屋上庭園で、多彩な樹木や

草花が約 500 種類、10 万株以上植えられてお

り、都心で多くの鳥や昆虫を見ることができ

る貴重なスポットです。ヒートアイランドの

緩和や生態系の保全・再生など、環境との共生

を視野にいれたデザインとなっています。 

   

   

NEXT21 は、近未来の都市型集合住宅のあり

方を提案することを目的として、1993 年 10 月

に建設された実験集合住宅です。敷地 1,500 ㎡

に対し、約 1,000 ㎡の植栽を地上から屋上まで

縦方向に積み重ね、大きな規模の自然環境を作

り出し、野鳥や蝶の休息の場となる緑地を形成

しています。公益財団法人日本野鳥の会と連携

した生き物調査により、これまで 22 種類の野

鳥や 17 種類の蝶類などが確認されています。 

 2015年にオープンした大阪ガスショールーム

「ハグミュージアム」の屋上には、約 100 ㎡

の水田を設けられています。生物多様性、環境

問題を考える体験学習の一環として、田植え

作業の体験、稲及び水田に集まる生物の成長

観察、稲刈り、脱穀作業の体験、収穫米の調理

の機会を提供しています。 

野鳥園臨港緑地（もと南港野鳥園） 自然体験観察園（なにわ ECOスクエア隣接） 

新梅田シティ  新・里山 なんばパークス 

NEXT21 ハグミュージアム 
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●大阪市内の施設一覧（施設番号は P79 生物多様性関連施設マップを参照） 

施設

番号 施設など 所在地 電話番号など 

○1  自然史博物館 〒546-0034  

大阪市東住吉区長居公園 1-23 

ＴＥＬ:06-6697-6221    

ＵＲＬ:http://www.mus-nh.city.osaka.jp/ 

○2  

 

長居植物園 〒546-0034 

大阪市東住吉区長居公園 1-23 

ＴＥＬ:06-6696-7117 

ＵＲＬ: https://www.nagai-park.jp/n-syoku/ 

index.html 

○3  天王寺動物園 〒543-0063 

大阪市天王寺区茶臼山町 1-108 

ＴＥＬ:06-6771-8401 

ＵＲＬ: https://www.city.osaka.lg.jp/contents/ 

wdu170/tennojizoo/ 

○4  海遊館 〒552-0022  

大阪市港区海岸通 1-1-10 

ＴＥＬ:06-6576-5501 

ＵＲＬ: https://www.kaiyukan.com/ 

○5  咲くやこの花館 〒538-0036 

大阪市鶴見区緑地公園 2-163 

ＴＥＬ:06-6912-0055 

ＵＲＬ: https://www.sakuyakonohana.jp/ 

○6  大阪城公園 〒540-0002 

大阪市中央区大阪城 3-11 

ＴＥＬ:06-6755-4146 

ＵＲＬ: https://www.osakacastlepark.jp/ 

○7  住吉大社 〒558-0045 

大阪市住吉区住吉 2-9-89 

ＴＥＬ:06-6672-0753 

○8  野鳥園臨港緑地 

（もと南港野鳥園） 

〒559-0034 

大阪市住之江区南港北 3-5-30 

《施設の管理に関すること》 

大阪港湾局計画整備部施設管理課緑地管理グル

ープ 

ＴＥＬ:06-6572-4050 

《観察会やイベントに関すること》 

大阪市建設局臨港方面管理事務所 

ＴＥＬ:06-6613-7716  

ＵＲＬ:http://www.osaka-nankou-bird-

sanctuary.com/ 

○9  自然体験観察園 

（なにわ ECO スクエア隣接）  

〒538-0036 

大阪市鶴見区緑地公園 2-135 

（花博記念公園鶴見緑地内） 

なにわ ECO スクエア 

ＴＥＬ:06-6915-5820  

ＵＲＬ:https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/ 

page/0000390039.html 

○10  新梅田シティ 新・里山 〒531-0076 

大阪市北区大淀中 1-1-88  

新梅田シティ内 

総合インフォメーション 

ＴＥＬ:06-6440-3899 

ＵＲＬ:https://www.sekisuihouse.co.jp/exterior/ 

ext02/ 

○11  なんばパークス 〒556-0011 

大阪市浪速区難波中 2-10-70 

パークスガーデン事務局 

ＴＥＬ:06-6647-0092（10:00～18:00） 

ＵＲＬ:https://www.nambaparks.com/ 

parks_garden.html  

○12  ハグミュージアム 

（大阪ガスショールーム） 

〒550-0023 

大阪市西区千代崎 3丁目南 2番 59号 

ＴＥＬ:06-6586-3789 （休館日：水曜日） 

ＵＲＬ:https://www.osakagas.co.jp/company/ 

efforts/hugmuseum/index.html 

○13  新ダイビル  堂島の杜 〒530-0004 

大阪市北区堂島浜 1-2-1 

ＴＥＬ:06-6441-1934 

ＵＲＬ:https://www.daibiru.co.jp/office_osaka/ 

newdaibiru/ 

○14  加賀屋新田会所跡・ 

加賀屋緑地 

〒559-0015 

大阪市住之江区南加賀屋 4-8 

ＴＥＬ:06-6683-8151 

○15  あべのハルカス 〒545-6090 

大阪市阿倍野区阿倍野筋 

1-1-43 

ＵＲＬ:https://www.abenoharukas-300.jp/ 

○16  大阪ステーションシティ 〒530-0001 

大阪市北区梅田 3-1-3 

ＴＥＬ:06-6458-0212 

ＵＲＬ:https://osakastationcity.com/green/ 

○17  実験集合住宅 

「ＮＥＸＴ21」 

〒543-0011 

大阪市天王寺区清水谷町 6-16 

ＵＲＬ:https://www.osakagas.co.jp/company/ 

efforts/next21/ 

○18  大阪府営住之江公園 〒559-0015 

大阪市住之江区南加賀屋 1-1-117 

ＴＥＬ: 06-6685-9521 

ＵＲＬ: https://www.toshi-kouen.jp/ 

staticpages/index.php/suminoe_top 

○19  大阪府営住吉公園 〒559-0002 

大阪市住之江区浜口東 1-1-13 

ＴＥＬ: 06-6671-2292 

ＵＲＬ: https://www.toshi-kouen.jp/ 

staticpages/index.php/sumiyoshi_top 

 

 

 

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
https://www.nagai-park.jp/n-syoku/index.html
https://www.nagai-park.jp/n-syoku/index.html
https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu170/tennojizoo/
https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu170/tennojizoo/
https://www.kaiyukan.com/
https://www.sakuyakonohana.jp/
https://www.osakacastlepark.jp/
http://www.osaka-nankou-bird-sanctuary.com/
http://www.osaka-nankou-bird-sanctuary.com/
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000390039.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000390039.html
https://www.sekisuihouse.co.jp/exterior/ext02/
https://www.sekisuihouse.co.jp/exterior/ext02/
http://www.nambaparks.com/parks_garden.html
http://www.nambaparks.com/parks_garden.html
https://www.osakagas.co.jp/company/efforts/hugmuseum/index.html
https://www.osakagas.co.jp/company/efforts/hugmuseum/index.html
https://www.daibiru.co.jp/office_osaka/newdaibiru/
https://www.abenoharukas-300.jp/
https://osakastationcity.com/green/
https://www.osakagas.co.jp/company/efforts/next21/
https://www.osakagas.co.jp/company/efforts/next21/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/suminoe_top
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/suminoe_top
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/sumiyoshi_top
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/sumiyoshi_top
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●大阪府下の施設一覧（施設番号は P79 生物多様性関連施設マップを参照） 

エリア 施設

番号 施設 概要 電話番号など 

北部

大阪 
□20  

明治の森箕面国定公園 

箕面ビジターセンター 

季節ごとに変化する明治の森箕面国定公園の「今」を標本と写真

で紹介しています。ハイキングや生き物観察ツアー、自然素材を

使った工作教室など楽しいイベントも体験できます。 

072-723-0649 

□21  
箕面公園昆虫館 都市部に近い場所にありながら、多様な昆虫を観察することがで

きます。 

072-721-7967 

□22  
吹田市自然体験交流セ

ンター（わくわくの

郷） 

公園の中にある施設で、日帰り・宿泊による自然体験（野外炊事

やクラフト、ハイキングなど）ができます。 

06-6872-0713 

□23  
まちなか水族館（吹田

市役所本庁舎） 

市の施設でフナ、カワムツ、モツゴなど、現在ではあまり市内で

見ることのできない、琵琶湖・淀川水系の淡水魚を展示している

小さな水族館です。 

06-6384-1782 

□24  
大阪府日本万国博覧会

記念公園 

自然観察学習館 

万国博覧会跡地に再生した森には、生き物がたくさん戻ってきま

した！公園内にいるカエルや昆虫などの生体展示のほか、週末に

は自然観察会や工作イベントを行っています。 

06-6877-6923 

□25  
パナソニックホームズ

㈱「つながりのひろ

ば」 

絶滅危惧種ミナミメダカとカワバタモロコを約 2,000 匹保全し

ています。都市部の緑地として生き物たちの憩いの場になってお

り、年間を通じて色んな種類のお花が楽しめます。 

06-6834-4461 

□26  
高槻市自然博物館 

あくあぴあ芥川 

林と川が隣接する博物館で、外で生き物を観察した後に館内で展

示を見て、身の回りの生き物を知ることができます。また、観察

会や子どもワークショップ、自然工作教室などのイベントもあり

ます。 

072-692-5041 

□27  
高槻森林観光センター 里山に住むたくさんの生き物たちに出会えます。昆虫や川に住む

生き物を探してみよう。また、クラフトセンターでは木の枝など

を使った工作ができるよ。 

072-688-9400 

□28  
能勢町けやき資料館 国の天然記念物、野間の大けやきはけやきとしては西日本最大の

巨樹です。樹齢は 1,000 年とも言われています。 

072-737-2121 

□29  
大阪府営箕面公園 まちのすぐ隣にあって、いつでも行けて、自然と人が豊かな関わ

りを持つことができる公園です。 

072-721-3014 

□30  
スノーピーク箕面自然

館 

ダムの湖の湖畔で豊かな自然を体感できる「キャンプフィール

ド」と、キャンプを中心に自然にかかわるさまざまな体感ができ

る「自然館」の２つのフィールドからなる施設です。 

072-732-2588 

□31  
池田市五月山動物園 オーストラリアの珍獣ウォンバットの繁殖に国内で唯一成功し

た動物園。展示室「アップルアイランド」では、骨格標本などウ

ォンバットの貴重な資料を展示。 

072-752-7082 

□32  
池田市緑のセンター 五月山ハイキングコースの入り口にあるという立地条件から、五

月山の自然を生かした自然観察会や里山体験教室などを実施し

ており、ハイカーからの自然情報も掲示しています。 

072-752-7082 

□33  
大阪府営服部緑地 樹林や竹林、原っぱや池など多様な環境があり、虫や鳥などいろ

いろな生き物に出会える都市部の貴重な緑地です。都市緑化植物

園のみどりも楽しむことができます。 

06-6862-4945 
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北部

大阪 
○18  （再掲）大阪府営住之

江公園 

5,500 本を超える木々に囲まれ「まちの中のオアシス」として生

き物たちの集う場所となっています。20 種類以上の鳥やバッタ

やチョウなどを観察できるので、頑張って探しましょう。 

06-6685-9521 

○19  （再掲）大阪府営住吉

公園 

池には色々な生き物がいて楽しいよ。いろんな種類の木の実を

使って工作するイベントやバタフライガーデンには、色々なチ

ョウと虫を観察できるイベントがあります。 

06-6671-2292 

東部

大阪 
□34  

公立大学法人大阪市立

大学理学部附属植物園 

日本の代表的な 11 の樹林型を復元するほか、外国産樹林や花木

の展示を行っています。絶滅危惧種の保全にも取り組んでお

り、これら植物を観察できるイベントやガイドツアーもありま

す。 

072-891-2059 

□35  
大阪府民の森 なるか

わ園地 

生駒山系のインフォメーション施設です。府民の森の様々な自

然情報やハイキングに必要なリアルタイムな情報を提供してお

り、自然素材を使ったクラフトイベント等も楽しめます。 

06-6266-1038 

□36  
大阪府民の森 むろい

け園地 森の工作館 

生駒山陵部に古くからある、室池と周辺の豊かな自然環境の中

にある施設です。土日祝を中心に自然観察、自然素材での工作

等の講座を提供しており、学校やグループには園地内のガイド

ウォーク等のプログラムを提供しています（要予約）。 

06-6266-1038 

□37  
（地独）大阪府立環境

農林水産総合研究所 

生物多様性センター 

淀川をはじめとする水辺に生息する生き物や植物、シカなどの

野生生物、外来種など大阪の生物多様性の保全に向けた調査研

究をしています。天然記念物のイタセンパラをはじめとする淡

水魚の展示と、水辺ビオトープの観察ができます。 

072-833-2770 

□38  
大阪府営久宝寺緑地 園内にはバッタやチョウなどの生き物がいっぱい。木々の間を

よく見てみるといろんな鳥に出会えるかも。森の植物や昆虫の

観察会もやっています。 

072-992-2489 

□39  
大阪府営山田池公園 淀川水系と生駒山系の中継地点で、地域の生物多様性の拠点と

なっています。池や樹林、田んぼなどがあるので、鳥や昆虫な

ど多様な生き物と出会えます。毎月第４日曜日には、パークセ

ンターで木の実などを使った工作イベントを開催しています。 

072-851-4761 

□40  
大阪府民の森ほしだ園

地 

園地内には様々なハイキングコースが設置され自然観察に最適

です。園地内の岩壁に近年ハヤブサの営巣や園地中央部の大吊

橋からの景観が見どころです。 

06-6266-1038 

□41  
大阪府民の森くろんど

園地 

なだからな起伏の雑木林が広がり、園地内には湿地もありモウ

センゴケやサワギキョウなども観察できます。森林に囲まれた

炊事棟も整備され、野外料理なども楽しめます。 

06-6266-1038 

□42  
交野いきものふれあい

の里 

春は山桜、初夏はササユリ、秋は紅葉、冬はオシドリなど、豊

かな自然にふれあえ、自然体験学習ができます。いきものふれ

あいセンターには野鳥・昆虫などの展示があります。 

072-892-0121 

□43  
大阪府営 寝屋川公園 公園の樹木と飛来する野鳥を知ることができ、公園の中にある

いろんな種類のどんぐりや木の枝を使った工作や公園の植物を

季節ごとに観察できるなどイベントがたくさんあります。 

072-824-8800 

□44  
大阪府営深北緑地 都市に浮かぶ島のよう。生き物のホットスポットになっていま

す。かつて、水田や蓮田が広がる低湿地であったことから、北

河内の原風景である土手やあぜ道、蓮田を復活しました。 

072-877-7471 

□45  
パナソニック㈱ライフ

ソリューションズ社

「はんえいの広場」 

事業場緑地「はんえいの広場」の一角に、環境の森とビオトー

プ池を設けています。絶滅が危惧されるミナミメダカ、カワバ

タモロコやミズアオイの保護の場となっています。 
― 

□46  
㈱小松製作所大阪工場

「コマツ里山」 

工場内には、ビオトープ池と里山林があり、池には希少種の水

生植物が生育し、カルガモが毎年やってきています。里山林で

は、植樹したコナラやクヌギがすくすく育ち、里山林でのイベ

ントもあります。 

072-840-4162 
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南部

大阪 
□47  

（地独）大阪府立環境

農林水産総合研究所 

環境、農林業、自然環境、食品及びバイオマス利用等に関する

調査研究などをしています。緑化展示園又は生垣見本園などの

見学エリア内を見学できます。 

072-958-6551 

□48  
大阪府営 長野公園 自然に囲まれた園内各地には都市公園とは思えないほどたくさ

んの生き物が生息しています。昆虫や野鳥をはじめ、大阪府下

では貴重なムササビなども観察できます。 

0721-62-2772 

□49  
大阪府民の森 ちはや

園地 

ちはや星と自然のミュ

ージアム 

標高約 1,000m、大阪で最も高所にあるミュージアムで、星空観

察、ガイドウォーク等自然を楽しく学べるプログラムの提供や

金剛山の自然情報をリアルタイムに発信しています。 

0721-74-0056 

□50  
大阪府営 浜寺公園 季節によってたくさんの虫や昆虫と出会えます。また、生き物

や自然を学ぶことができるイベントや浜寺公園でとれる松ぼっ

くりなどの自然素材を使ったクラフトイベントもあります。 

072-261-0936 

□51  
大阪府営 大泉緑地 都市にいながら自然を満喫できる都市林公園。池は鳥たちの憩

いの場になっており、野鳥観察にも最適。また、自然に関する

講習会・展示会も年間を通じて開催しています。 

072-259-0316 

□52  
大阪府営 泉佐野丘陵

緑地 

ため池や、人と自然の関わりが見られる雑木林、棚田などが広

がっており、公園のボランティアが中心となって野草や野鳥観

察、工作体験など公園の魅力を活用した様々なイベントを行っ

ています。 

072-467-2491 

□53  
堺自然ふれあいの森 堺市唯一の里山では、四季折々の自然とふれあうことが出来ま

す。また「森の学校」として、農作物の収穫や生き物観察、ク

ラフト教室など、様々なイベントを開催しています。 

072-290-0800 

□54  
貝塚市立自然遊学館 貝塚市民の森に隣接し、自然生態園（トンボの池、バッタの原

っぱなど）がある施設。館内には貝塚市の生き物が剥製・標

本・飼育にて展示され気軽に立ち寄ることができます 

072-431-8457 

□55  
紀泉わいわい村 昆虫、お花、野山の木々など、初めての発見がたくさんありま

す。自然の素材を利用したクラフトや手作りピザ、バームクー

ヘン、手打ちうどんづくりなどの体験もできます。 

072-485-0661 

□56  
（地独）大阪府立環境

農林水産総合研究所 

水産技術センター 

大阪湾の環境の保全・改善や水産資源の管理・増殖技術につい

て調査研究しています。また、大阪湾の漁業、魚などを模型や

パネルで紹介しているほか、水槽にはヒラメやキジハタ、クロ

ダイなどを展示しています。 

072-495-5252 

□57  
大阪府営錦織公園 園内の植物を使ったクラフトイベントがあります。また、自然

豊かな里山公園なので、色々な花や昆虫や鳥を観察できます。

地形の起伏をそのまま残しているので、ハイキング気分で公園

を楽しもう。様々な野鳥を探してみよう。 

0721-24-1506 

□58  
大阪府立花の文化園 日本の絶滅のおそれのある野生植物を日本植物園協会とも連携

し、保全や種子保存を行っています。園内にも 100 種を超える

絶滅危惧種を展示しています。 

0721-63-8739 

□59  
堺第 7-3 区「共生の森

づくり」 

府民・企業・NPO などの多様な主体と協力して、埋立地で森づ

くりを行っています。月に１回活動を行っているので、共生の

森の生き物に会いに行こう。 

06-6210-9557 

□60  
きしわだ自然資料館 森やため池、干潟などにいる生き物や、化石、岩石、鉱物のこ

とを知ることができます。南大阪の海や川、池にすむ生き物と

出会え、自然がテーマの実習イベントもあります。 

072-423-8100 

□61  
多奈川ビオトープ 土取跡地を湿地や草地を創出・維持管理、もともとこの場所に

生育していた樹木を植栽しています。「自然観察会」を開催して

います。希少な昆虫などの生き物に出会える。 

072-492-2775 

  


