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 大阪市環境局では、SDGs 達成に貢献し、安心・快適な環境と活力ある経済・

社会が好循環し、地球環境に貢献する環境先進都市をめざし、様々な施策を展開

しています。 

 

 この事業概要は、「脱炭素社会の構築」「循環型社会の形成」「快適な都市環境の

確保」を３本柱とした幅広い環境施策について取りまとめたものであり、毎年、

大阪市ホームページで公表しています。 

  

 本書が、皆様の環境問題に対する理解と関心を深めていただく一助となれば幸

いです。 

 

大阪市環境局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本書は、令和３年４月 1日現在の状況を基本に作成しております。 
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