【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題
【低炭素社会・新たなエネルギー社会の構築】

経営課題１

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞
・再生可能エネルギーの普及拡大や省エネルギーの推進を通して、温室効果ガスの排出抑制や経済活性化が図られ、かつ、エネルギーコストの低
減・エネルギーセキュリティの向上を実現する新たなエネルギー社会
・市民や事業者等が環境配慮行動に積極的に取り組む社会
○「おおさかエネルギー地産地消推進プラン（平成26年３月策定）」の概要（計画期間：プラン策定時～平成32年度）
【 】内の数字は市域分
供
給 増
力 加
の

需
要 削
の 減

･太陽光発電による供給力の確保：90万kW【17万kW】
･分散型電源（コージェネレーション等）による供給力の確保

125万kW

：30万kW【５万kW】

【22万kW】

150万kW

以上

･廃棄物発電等による供給力の確保：５万kW 等
･ガス冷暖房等による需要の削減：20万kW【10万kW】
･BEMS等による需要の削減：5万kW【２万kW】

【34万kW】
以上を創出

25万kW
【12万kW】

等

以上

○「大阪市地球温暖化対策実行計画[区域施策編]（平成29年３月改定）」の概要（計画期間：平成23年度～平成32年度）

温室効果ガス削減目標

改定計画

目標年度

基準年度

削減目標

<参考>国の削減目標

計画目標

平成32年度

平成25年度

５％以上

５％以上※

中期目標

平成42年度

平成25年度

30%

26%

長期目標

平成62年度

平成２年度

80%

80%

※国の削減目標（平成17年度比3.8％減以上）を平成25年度排出量比に換算した値

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）
・「おおさかエネルギー地産地消推進プラン」の達成状況（平成28年度） 〔環境局調べ〕
項目
供給力の増加

需要の削減

【 】内の数字は市域分

目標値

達成状況

達成率

太陽光発電

+90万kW【+17万kW】

+58.2万kW【+9.1万kW】

64.7%【53.5％】

分散型電源

+30万kW【+5万kW】

+3.7万kW【+0.1万kW】

12.3%【2.0％】

廃棄物発電等

+5万kW

+2.9万kW

58.0%

ガス冷暖房等

-20万kW【-10万kW】

-19.2万kW【-17.7万kW】

96.0%【177％】

-5万kW【-2万kW】

-3.7万kW【-1.3万kW】

74.0%【65.0％】

150万kW【34万kW】

87.7万kW【28.2万kW】

58.5%【82.9％】

ＢＥＭＳ等
合計

・関西電力発電電力量構成比
（平成28年度実績）

・市域の太陽光発電導入容量
〔出典：資エネルギー庁HP〕

・電力供給のエネルギー効率
〔出典：（一財）コージェネ財団HP〕

〔出典；関西電力（㈱）HP〕

・大阪市と連携して、海外で環境分野の
ノウハウを提供したTeam OSAKA
ネットワーク事業者数（累計）

計
画

エネルギーロス
・地中熱の導入ポテンシャルは大阪が全国で３位[出典：環境省ＨＰ]となっているが、地中熱利用についての建物所有者、開発事業者等の認知度は
低く、導入機運の更なる向上が必要。また、法により市内全域が揚水規制対象となっている。
・部門別CO2排出量の推移[環境局調べ]

部門

平成２年度排出量
（万t-CO2）

平成27年度排出量
（万t-CO2）

増減率(％)

産業

997

533

▲47％

業務

392

559

43%

家庭

285

395

39%

運輸

320

267

▲17％

廃棄物

67

52

▲22％

合計

2,061

1,806

▲12％

・市域のＣＯ２排出量は、オフィス･店舗等の業務部門、家庭部門で増加している。

－1－

・冷暖房及び給湯について環境に配慮した
取組を行っていると答えた市民の割合
（平成29年度市政モニターアンケート）

【様式２】
要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞
・再生可能エネルギーの活用や省エネ・省ＣＯ２の取組のメリット、環境ビジネスの魅力を市民・事業者に十分に示せていない。
・火力発電中心の大規模集中電源に依存し、市域で自立分散型エネルギーの導入が進んでいない。
・新たなエネルギー源として、ポテンシャルを有する地中熱について、導入普及施策が必要である。
・ＪＣＭ制度の活用等、低炭素化に対する国際的支援が求められている。
・業務部門については、オフィスのＯＡ化や第３次産業への転換、家庭部門については、世帯数の増加等によりＣＯ２排出量が増加している。
・省エネ等の環境配慮行動の重要性について、家庭部門へ十分に浸透していない。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞
・再生可能エネルギーの利用や省エネ・省ＣＯ２のメリット等を示し、導入を促進するための施策・事業を実施
・エネルギーの面的利用に関する具体的な導入事例を通じて、全市的に展開できるエネルギーインフラ整備のモデルを提示
・地中熱利用について、地盤環境に配慮した地下水の有効利用に関する調査・検討により、大規模・低コストな地下水熱利用システムの導入を促進
・水素エネルギー社会の構築に向け、ＣＯ２削減、エネルギーセキュリティの確保、新たな市場創出・産業競争力の強化に繋がる水素に関する新たな
プロジェクトの創出を促進
・国連環境計画（UNEP）国際環境技術センター（IETC）や（公財）地球環境センター(ＧＥＣ)等の花博のレガシーを活用し、都市間交流を進めることで
大阪の国際的プレゼンスを高める。
・市民に身近なところで、環境意識の向上や具体の取組につなげる機会の提供

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括
自
己
評
価

各具体的取組は概ね達成しているが、市域における太陽光発電と分散型電源の導入量については、やや遅れている。今後、社会情勢の変化を踏
まえ、大阪における太陽光発電を一層推進するため、地産地消プランの改定に合わせて検討する。また、平成29年３月に策定した「大阪市地球温暖
化対策実行計画〔区域施策編〕（改定計画）」等に基づき、地中熱の活用、エネルギーの面的利用、水素エネルギーの利活用等、再生可能エネル
ギーの利用や市民・事業者の省エネルギー・省CO2等を促進するための取組を推進する。さらに、環境技術の海外展開の事業化など、環境ビジネス
における近畿圏の強みを生かした取組は、経済活性化や低炭素社会の実現に有効であり、引き続き、取組を推進する。

－2－

【様式２】
めざす成果及び戦略

１－１

【環境未来型の都市・産業構造への変革】

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

戦略＜中期的な取組の方向性＞

・再生可能エネルギーの普及拡大や省エネルギーの取組によりCO2の削
減が進んでいる状態
・エネルギーの面的利用、地中熱導入、水素利活用等により効率の向上
を図ることで、エネルギーコスト低減とセキュリティの向上をめざす。
・環境・エネルギー関連産業を中心に、環境技術の需要創出に取り組むこ
とで、大阪経済を活性化し、雇用の創出につなげる。
・日本を代表する都市として、国の温室効果ガスの削減目標の達成や世
界の温暖化対策へ貢献する。

・事業者等の再生可能エネルギー活用や省エネルギー推進の取組を促
進する。
・建物間のエネルギーの相互融通等、建築物におけるエネルギーの有効
利用を促進する。
・大阪市域における地下水利用のための課題解決を図り、地中熱の導入
を促進する。
・地域の特性を活かした水素エネルギーの利活用の拡大を図る。
・「地球温暖化対策推進本部」のもと、「大阪市地球温暖化対策実行計
画」に基づく施策（入札による電力調達、二国間クレジット（JCM）を活用し
計
た海外展開等）を推進し、市域の温室効果ガス排出量を削減するととも
画 アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
に、気候変動の影響への適応を推進する。
・市域における太陽光発電の導入容量 平成32年度までに20万kW（うち地 ・民間企業のもつ先進的な技術や、本市が有する環境分野のノウハウの
産地消プラン分17万kW)
海外移転を促進する。
・市域における分散型電源の導入容量 平成32年度までに25万kW(うち地
産地消プラン分５万kW)
・大阪市と連携して、海外で環境分野のノウハウを提供したTeam OSAKA
ネットワーク事業者数 平成32年度までに75事業者
・温室効果ガス排出量削減に係る施策の実施状況等の点検・評価、施策
の見直しによる継続的改善

戦略のアウトカムに対す
る有効性
アウトカムの達成状況

ア

課題

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

※有効性が「イ」の場合は必須

太陽光発電について、国のFIT制度によるコストダウン効果が不十分な
前年度 個別 全体 まま買取価格が低下し、導入ペースが鈍化しているため、導入に向けた
新たな施策構築が必要。
市域における太陽光発電の導入容量 13.2万kW
12.6万kW B
また、環境ビジネスの実施を促進するため、一層の取組が必要である。
（H30.12月時点）

自
己 市域における分散型電源の導入容量 19.6万kW 19.1万kW
評
価 大阪市と連携して、海外で環境分野のノウハウを

提供したTeam OSAKAネットワーク事業者数 42 28事業者
事業者

戦略の進捗状況

b

B

B
今後の対応方向

A

※有効性が「イ」の場合は必須

社会情勢の変化を踏まえ、今後、大阪における太陽光発電を一層推進
するため、地産地消プランの改定に合わせて検討する。
Ａ：順調 Ｂ：順調でない また、市域における平時の低炭素化と災害時のBCP対策として、今後の
開発や改築更新時にエネルギー面的利用を促進し、分散型電源の導入
ａ：順調
拡大を行う。
ｂ：順調でない
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【様式２】
具体的取組１－１－１

【おおさかスマートエネルギーセンターの運営】
２百万 円 2９予算額
３百万 円 ３０予算額
2８決算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

省エネの推進拠点として府市共同で運営する「おおさかスマートエネル
ギーセンター」で、次の事業等を実施する。
・電力需要のピークシフトや省エネのための具体的な方法を提案する事業
者を登録して周知するおおさか版ＢＥＭS事業者登録制度
・要件を満たす事業者を登録・公表する太陽光パネル普及啓発事業
・府・市民、民間事業者への創エネ･蓄エネ、省エネ、省CO２対策へのワン
ストップによる相談、アドバイス

２百万 円

・マッチング件数 90件
【撤退基準】
マッチング件数が目標値の半分未満の場合は、事業の進め方を再検討
する。

前年度までの実績
平成29年度実績
・マッチング件数 140件
・おおさか版ＢＥＭS事業者登録 20事業者
・太陽光パネル普及啓発事業登録 92事業者
・相談件数 778件 ・省エネセミナー 59回

計 省エネセミナーを開催 45回
画

平成28年度までの実績
・マッチング件数 392件
（・25年度 32件 ・26年度 149件 ・27年度 138件 ・28年度 73件 ）
・おおさか版ＢＥＭS事業者登録 20事業者
・太陽光パネル普及啓発事業登録 90事業者
・相談件数 2,726件 （・25年度 668件 ・26年度 701件 ・27年度 645件 ・28年度 712
件）

・省エネセミナー 191回（・25年度 26回 ・26年度 51回 ・27年度 40回 ・28年度 74回 ）

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
返
○：有効
○ ×：有効でないため取組を見直す
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

省エネセミナーを開催 39回

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

引き続き、省エネの推進や再生可能エネルギーの普及拡大に向けて、
事業者ニーズ及び事業シーズの掘り起こしを行う必要がある。

業績目標の達成状況
自
己
評
価

改善策

マッチング件数 89件
・おおさか版ＢＥＭS事業者登録 20事業者
・太陽光パネル普及啓発事業登録 55事業者
・相談件数 630件
・おおさか版イニシャルゼロ事業者登録 8事業者

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

屋根貸し・土地貸し等による公共施設等への太陽光発電設備設置につ
いて、固定価格買取制度の調達価格が低下する中ではあるが、改めて応
②(ⅰ)
募が見込まれる施設の検討を行う。
エネルギー対策のための国や市町村等が実施する各種補助事業等に
ついて、府市民や民間事業者に対してよりわかりやすく紹介する。
さらに省エネの推進については、業界団体等と連携して中小事業者等
①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった へ省エネ診断の受診及びエネルギーマネジメントシステムの導入促進に
向けた働きかけを強化することで、マッチング件数の増加に努める。
③：撤退基準未達成
合わせて、創エネ・省エネの推進に寄与する新たな施策・技術などの発
○：有効
掘にも努める。
○ ×：有効でないため見直す
戦略に対する取組の有効性
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】
具体的取組１－１－２

【市公共施設の省エネ化・再エネ化の推進】
― 円 29予算額
28決算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

・各局の公共施設において、再生可能エネルギーの活用や省エネルギー
の取組を推進する。
太陽光発電、バイオガス発電、小水力発電等の活用を推進
ESCO事業の推進 （都市整備局）
消費電力の削減を図るため、市公共施設にLED照明の導入
高効率な省エネ機器の導入 （水道局）
・市設建築物の屋根の目的外使用許可による太陽光パネルの設置
・市有施設を活用したバーチャルパワープラント構築に向けたＦＳ調査

― 円 ３０予算額

23百万 円

①小水力発電設備の導入（水道局 １施設）
②ESCO事業者の選定 １件
③LED照明導入による電力の削減 （平成30年度の工事着手に向けた調
整結果に基づき算定）
④高効率な省エネ機器の導入（水道局 １施設）
⑤市設建築物の屋根の目的外使用許可による太陽光パネルの設置開始
⑥市有施設を活用したバーチャルパワープラント構築に向けたＦＳ調査の
実施
【撤退基準】
上記目標が全て達成できなかった場合には、事業の進め方を再構築す
る。

前年度までの実績
平成29年度実績
①小水力発電設備導入のための工事契約を実施（水道局 1施設）
②・ＥＳＣＯ事業の導入 ３施設（中央卸売市場、福祉局） ・ＥＳＣＯ事業
者の選定 １施設（中央卸売市場）
③LED照明導入による電力の削減 平成30年度の工事着手に向けた準
備・調整等を実施
④高効率な省エネ機器を導入するための設計・工事契約を実施（水道局
１施設）
⑤市設建築物の屋根の目的外使用許可による太陽光パネルの設置事業
における事業候補者の選定 （導入予定設備容量：小中学校335施設 約
14MW）
⑥市有施設における電力需給調整ポテンシャルの推計を実施
平成28年度までの実績
①・小水力発電設備導入にかかる基本検討を実施（水道局 １施設）
・太陽光発電の導入容量 計約2,500kW（128施設）
②ＥＳＣＯ事業の導入施設 16施設（光熱費削減額2.8億円／年※）
※年間実績が計測されている14施設のみ
③LED照明導入による削減電力 計4,468kW※（区役所、小中学校等）
※平成25年度以降の実績
④高効率な省エネ機器の導入による削減電力 計約１,500千kWh（３施
設）（水道局）

計
画

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
○：有効
返
○ ×：有効でないため取組を見直す
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・小水力発電設備設置工事の完了（水道局）
全庁的な省エネルギー改修等を推進していく必要がある。
・ESCO事業の選定に向けた事務手続き （都市整備局）
市有施設を活用したバーチャルパワープラントの事業化に向け、更なる
・消費電力の削減を図るため、市公共施設にLED照明の導入
調査・検討を進める必要がある。
・インバーター設備設置工事の完了（水道局）
・市設建築物の屋根の目的外使用許可による太陽光パネルの設置に向
けた調整
・市有施設を活用したバーチャルパワープラント構築に向けたFS調査の実
施

自
己
評
価

業績目標の達成状況
①小水力発電設備の導入（水道局 1施設）
改善策
※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
②ESCO事業者の選定 1件
令和2年度までに実施するLED化その他の省エネメニューを検討し、具
③LED照明導入による削減電力見込 869千ｋW
体化していく。
④高効率な省エネ機器の導入（水道局 1施設）
市有施設のZEB化の可能性検討を行い、省エネ化のための取組みを進
⑤市設建築物の屋根の目的外使用許可による太陽光パネルの設
める。
①(ⅰ)
置工事の着手（60校）
市有施設を活用したバーチャルパワープラント構築に向け、民間事業者
⑥市有施設を活用したバーチャルパワープラント構築に向けたＦＳ
等の動向を掴み、調査・検討を進める。
調査の実施

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

○

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

－5－

【様式２】
具体的取組１－１－３

【エネルギー面的利用の促進】
８百万 円 ３０予算額
28決算額 10百万 円 29予算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

５百万 円

・市内中心部の業務集積地区（船場地区）において、コージェネレーション
等の自立・分散型エネルギーを導入し、建物間を繋いでネットワーク化す
る、いわゆるエネルギーの面的利用を促進することで、平常時の省エネル
ギー・低炭素化と災害時のエネルギー安定供給確保を両立した業務継続
計 地区（BCD：Business Continuity District）の構築をめざす。

・エネルギー面的利用促進のための先行事例創出に向け、地元のプレー
ヤーの掘り起しと具体的な検討に着手
【撤退基準】
エネルギー面的利用の事業性が見込まれない場合、事業の進め方を再
構築する。

画

前年度までの実績

先行事例の創出のため、今後想定される開発のモデルケースにおいて
既存の公共インフラを活用したエネルギー面的利用の具体的な検討の実 平成29年度実績
・事業可能性評価（シミュレーション）のための簡易ツール作成
施
平成28年度までの実績
・エネルギー面的利用促進協議会における検討 ４回
・エネルギー面的利用促進に向けた基礎調査

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
○：有効
返
○ ×：有効でないため取組を見直す
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

Osaka Metroと連携し、既存の地下空間を活用したエネルギー面的利用 エネルギーインフラ整備の際の道路占用のための要件の整理が必要で
の事業化可能性の検討。
ある。
国・自治体・地元により策定された御堂筋周辺地域の都市再生安全確保
計画に、今後の開発においてエネルギー面的利用の検討を行うことを記
載。

自 業績目標の達成状況
己 エネルギー面的利用の先行事例形成のための、既存の公共イン
改善策
※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
①(ⅰ) 民間主体でのエネルギー面的利用の自立的な普及を図るために、地域
評 フラを活用したエネルギー面的利用の具体的な検討の実施。
団体等と連携し、普及啓発を行う。
価
①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

○

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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道路占用のための課題整理を行い、事業化に向けた環境整備を行う。

【様式２】
具体的取組１－１－４

【地中熱導入の促進】
28決算額 20百万 円 29予算額 26百万 円 ３０予算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

10百万 円

・現行地下水採取規制の見直しも視野に入れ、地盤環境に配慮した地下 ・国・有識者・大阪市で組織された地下水の有効利用に関する検討会議
水利用について調査・検討することにより、地下水を揚水できる熱利用シ の開催 ２回
ステムの市域への導入を促進する。
【撤退基準】
上記検討会議を開催できなかった場合、事業の進め方を再構築する。
市内中心部に加え、湾岸地域で大規模な帯水層蓄熱利用システムの技
前年度までの実績
術開発実証事業を産学官連携で実施
平成29年度実績
※帯水層蓄熱利用システムとは
・国・有識者・大阪市で組織された地下水の有効利用に関する検討会議
計 帯水層蓄熱利用は地中熱利用の一種である。地中熱とは、浅い地盤中に存在する の開催 ３回
画 低温の熱エネルギーで、地中の温度は地下10～15m以上の深さになると、年間を通 ・うめきた2期暫定利用区域において、大規模な帯水層蓄熱利用システム
して温度の変化が見られなくなる。そのため、夏期は外気温度よりも地中温度が低
の技術開発実証事業を産学官連携で実施
く、冬期は外気温度より地中温度が高いことから、この温度差を利用して効率的な冷
平成28年度までの実績
暖房等を行う。
帯水層蓄熱利用システムは、特に地下水を多く含む地層を選択的に熱利用するこ ・地中熱のポテンシャルの把握とマップ化による情報発信
とで効率を高めており、新たに開発した大容量熱源専用井戸（注）から熱のみを採り出 ・先行事例形成のための公共建築物を対象としたＦＳ調査
し、夏期に冷水を作ると同時に生じる排熱は地下に蓄え、半年後の暖房用熱源とし ・うめきた2期暫定利用区域において、大規模な帯水層蓄熱利用システム
て使う。同様に、冬期には暖房用温水を作るとともに冷房用の冷水を蓄える。このよ の技術開発実証事業を産学官連携で実施
うに季節間切替え運転により、従来システム比35％の省エネが可能になる。
・国・有識者・大阪市で組織された地下水の有効利用に関する検討会議
（注：２本１組の井戸で100㎥/時間の地下水を汲み上げ・還元することで熱のみを採 の開催 ２回
り出し、約１万㎡以上のクラスのビル空調を賄う）

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況

課題と改善策

①(ⅰ)

①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

○

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・アミティ舞洲における大規模な帯水層蓄熱利用システムの技術開発実証 地下水を熱源として適正に有効利用するための新たなルールや管理手
事業に着手。
法を構築する必要がある。
・環境省に対して、大阪市域における地盤環境に配慮した地下水の有効
利用に関する報告書（第一次とりまとめ）を提出。
・内閣府に対して、帯水層蓄熱利用の普及に向けた国家戦略特区の規制
緩和提案を実施。

自
己
業績目標の達成状況
評
国・有識者・大阪市で組織された地下水の有効利用に関する検
価 討会議の開催 3回

①(ⅰ)

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

○

改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

大規模な地下水熱利用システムの技術開発実証事業の成果を活用し、
地下水の有効利用に関する検討会議において、国・有識者に意見を諮り
ながら、市域全域に適用可能な地下水利用に関する基準の検討を行う。

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】
具体的取組１－１－５

【水素エネルギーの利活用拡大】
― 円 29予算額
１百万 円 ３０予算額
28決算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

５百万 円

・産学官の協力によるプロジェクトを通じて、地域の特徴を活かした水素エ ・水素プロジェクトのシーズ（新技術や新ビジネスの種）の発掘
ネルギーの利活用の拡大を図る。
【撤退基準】
水素プロジェクトのシーズを発掘するためのH2Osakaビジョン推進会議を
事業者間の交流やアイデア創出を図るプラットフォーム（H2Osakaビジョ 開催できなかった場合、事業の進め方を再構築する。
計 ン推進会議）を府市連携で開催 ２回
前年度までの実績

画

・「H2Osakaビジョン」に基づき、水素に関する正しい知識の普及のための
普及啓発事業の実施 ５回

①(ⅰ)
業績目標の達成状況
中
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
返
○：有効
り 戦略に対する取組の有効性
○ ×：有効でないため取組を見直す

平成29年度実績
・H２Osakaビジョン推進会議の開催 ２回
・業務・産業用固体酸化物形燃料電池の実証事業開始
・環境イベントでの水素の知識の普及啓発 ２回
平成28年度までの実績
・H２Osakaビジョン推進会議の開催 ２回

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・「水素エネルギー社会の構築に向けた新規プロジェクト創出事業」を公募 今年度創出した水素新規プロジェクトについて、今後実証につなげてい
型プロポーザルにより契約
くため、さらなる調査・検討が必要である。
・H2Osakaビジョン推進会議の開催２回
・水素に関する正しい知識の普及のための普及啓発事業７回
・水素啓発リーフレットを区役所窓口等に配架1,260部
・小学校の理科特別授業として水素教室の実施 （４回（４校計８クラス））
・eco縁日でFCV展示と水素教室、FCVからの給電によるライブイベント
（各１回）
自 ・府と連携して水素教室とFCバス体験試乗会の実施（１回）
己 ・府、舞洲工場、民間事業者と連携してFCV体験試乗会の実施（１回）

評 業績目標の達成状況
価 「水素エネルギー社会の構築に向けた新規プロジェクト創出事

改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業」を公募型プロポーザルにより契約し、新ビジネスの種となるプロ ①(ⅰ) 本市の持つ特性や強みを活かした水素プロジェクトを実証につなげてい
ジェクト案を作成
くための調査・検討を行う。
①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

○

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】
具体的取組１－１－６

【「地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕」の推進】
３百万 円 29予算額
１百万 円 ３０予算額
28決算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

―円

・「大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕」（平成29年３月改定）
に基づく施策を推進し、着実に市域の温室効果ガス排出量を削減するとと
もに、気候変動の影響への適応を推進する。
・計画の推進にあたっては、市長を本部長とする「大阪市地球温暖化対策
推進本部」のもと、市民・事業者の参加と協働、連携を図ることで実効性を
高め、国等の施策と連携させつつ進めることにより、温室効果ガスの排出
計 削減と経済成長を両立させていく。
画 (主な取組)
再生可能エネルギーの利用の促進、市民・事業者の省エネルギー・省
CO2等の促進、地域環境の整備の促進（交通・物流対策、緑化、低炭素型
の都市づくり）、循環型社会の形成、市民・事業者などの参加と協働・連携
等

・大阪府域の電力需要量 前年度比１％減
【撤退基準】
大阪府域の電力需要量が前年度比５％以上増加した場合、事業の進め
方を再構築する。

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
○：有効
返
○ ×：有効でないため取組を見直す
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

前年度までの実績
平成29年度実績
・大阪府域の電力需要量 572億kWh
・事業者の環境負荷低減活動推進モデル事業の実施
平成28年度までの実績
・「大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕」 の改定
・「地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕」改定に係る環境審議会・温
暖化対策検討部会における検討 ８回（うち、温暖化対策検討部会 ５回）
・大阪府域の電力需要量 562億kWh（平成28年度)

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

・関西広域連合と協調した、「関西夏のエコスタイル」の周知
・ライトダウンキャンペーンの実施

省エネに関する取組は、日常生活の中で一定実践いただいている。一方
で、省エネに関する関心は、電力事情がひっ迫していた際と比較して、薄
れてきており、温室効果ガス削減目標の達成に向け、市民・事業者の省
エネ取組や、低炭素なエネルギーの選択を促進する必要がある。

業績目標の達成状況
自 大阪府域の電力需要量 前年度比1.4％増
（477億kWh 前年度 470億kWh）
己
評
価

改善策

○

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

②(ⅰ) 今後とも、関西広域連合と協働し、取組を推進していくほか、マスコミなど
のメディアを活用するなどの新たな取組みにより、啓発を図っていく。

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

－9－

【様式２】
具体的取組１－１－７

【電力システム改革の取組（電力調達の自由化の推進）】
― 円 ２９予算額
２８決算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

・公平で開かれた競争的な電力市場への誘導に資するよう、電力市場自
由化の状況を把握し、「大阪市地球温暖化対策推進本部」で策定された方
針に基づいて、他所属も含めた電力調達に係る入札対象を拡大し、手続
きを集約化する。
・入札手続きを集約化することで、事務の効率化を図るとともに、複数の施
設をグループ化することでボリュームディスカウントを図る。

計
「大阪市地球温暖化対策推進本部 事務事業編プロジェクトチーム(PT)
画 会議」における検討 １回以上

― 円 ３０予算額

―円

・集約化による入札対象施設に対する入札実施率 100％
【撤退基準】
集約化による入札対象施設に対する入札実施率が80％以下の場合、事
業の進め方を再構築する。

前年度までの実績
平成29年度実績
・入札実施施設数 516施設 落札減 ▲1,363百万円
・「大阪市地球温暖化対策推進本部 事務事業編プロジェクトチーム(PT)会議」にお
ける検討 １回

平成28年度実績
・入札実施施設数 515施設（うち集約化 118施設：入札実施率 100％） 落札減
1,363百万円
・「大阪市地球温暖化対策推進本部 事務事業編プロジェクトチーム(PT)会議」にお
ける検討 １回
・入札手続きの拡大、集約化に向けた制度改正等の検討を実施

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
返
○：有効
○ ×：有効でないため取組を見直す
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

「大阪市地球温暖化対策推進本部 事務事業編プロジェクトチーム(PT)
会議」における検討 １回

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

業績目標の達成状況

自 集約化による入札実施施設数 118施設（実施率 100%） 落札減
改善策
①(ⅰ)
己 ▲188百万円
評
価 ①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

○

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

【様式２】
具体的取組１－１－8

【環境技術の国際展開】
28決算額 46百万 円 2９予算額 47百万 円 ３０予算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

・アジア諸都市等が直面する環境問題解決に向けた国際貢献と、大阪・関
西経済の活性化を図るため、都市間協力のもと、事業者参加の「Team
OSAKA ネットワーク」を軸に、（公財）地球環境センター、国連環境計画（Ｕ
ＮＥＰ）国際環境技術センター（ＩＥＴC）、大学及び大阪 水・環境ソリューショ
ン機構等との連携を強化する。
・ホーチミン市に加えて新たにケソン市等においても、JCM（二国間クレ
ジット）の活用による低炭素化プロジェクトを創出し、国際的な地球温暖化
対策に貢献する。
事業者向けセミナー・個別相談等 ４回

計 国際ワークショップの開催 ２回
画 ホーチミン市と本市による市長級政策対話 １回

ホーチミン市・ケソン市等から研修受入・現地調査等 ２回

45百万 円

・「Team OSAKA ネットワーク」参加事業者による官民連携調査等事業数 ２件

【撤退基準】
「Team OSAKA ネットワーク」参加事業者による官民連携調査等事業を１
件も創出できなかった場合は、事業の進め方を再構築する。

前年度までの実績
平成29年度実績
・事業者向けセミナー・個別相談等 ６回
・国際ワークショップの開催 ２回
・ホーチミン市と本市による市長級政策対話 １回
・ホーチミン市等から研修受入 ６回
・ホーチミン市等への現地調査等 ７回
・「Team OSAKA ネットワーク」登録事業者数 134団体
・「Team OSAKA ネットワーク」参加事業者による官民連携調査等事業数 ２件

平成28年度までの実績
・産学官によるネットワーク「Team OSAKA ネットワーク」の立ち上げ（111登録事業
者）
・市長とホーチミン市人民委員会委員長（市長）により、ホーチミン市の低炭素都市
形成の実現に向けて覚書を交換
・ベトナム国 現地調査 ７回 ・研修視察受入れ・ワークショップ等開催 ６回
・事業者向け説明会 ４回
・「Team OSAKA ネットワーク」参加事業者による官民連携調査等事業 ３件
・都市間協力により事業着手した官民連携事業数 ６件
・二国間クレジット制度（JCM）都市間連携調査事業を実施

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間
振 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
返
○：有効
り 戦略に対する取組の有効性
○ ×：有効でないため取組を見直す

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

・事業者向けセミナー・個別相談等 ４回
・国際ワークショップの開催 ２回
・ホーチミン市と本市による市長級政策対話 １回
・ケソン市との覚書締結及び市長級政策対話の実施 １回
・ホーチミン市・ケソン市等から研修受入・現地調査等 ７回
自 ・｢Team OSAKAネットワーク」登録事業者数 140団体

業績目標の達成状況
己 「Team OSAKA ネットワーク」参加事業者による官民連携調査等
評 事業数 ３件
①(ⅰ) 改善策
価
①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

○

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

官民連携事業の創出につながる取組の一層の充実が必要である。

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

UNEP-IETC等様々なステークホルダーと連携して、低炭素化等に係る海
外の環境支援ニーズを把握し、「TeamOSAKAネットワーク」参加事業者へ
の情報提供や意見交換等を行い、官民連携事業の創出を図る。

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】
具体的取組１－１－9

【「環境基本計画」改定に向けた検討】
― 円 ２９予算額
２８決算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

― 円 ３０予算額

１百万 円

・「持続可能な開発目標（SDGs）」や国の「第５次環境基本計画」策定の動 ・環境審議会への諮問
向をふまえ、環境施策のマスタープランとなる「大阪市環境基本計画」の 【撤退基準】
改定に着手する。
課題対応に関する検討ができなかった場合、実施手法等を検討のうえ再
構築する。
計

画

「大阪市環境基本計画」における指標の設定、課題対応に関する検討

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
○：有効
返
○ ×：有効でないため取組を見直す
り 戦略に対する取組の有効性

前年度までの実績
30年度新規事業

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

・部会による審議 ２回
・環境基本計画にかかる「2070 年からみたおおさかデザイン」募集の実施
・小学生を対象とした「環境にやさしいまちのために、私がやりたいこと」作
⽂コンクールの実施

自 業績目標の達成状況
己 第35回環境審議会にて諮問（７月）
評
価

①(ⅰ)

―

改善策

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

○

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

【様式２】
めざす成果及び戦略

１－2

【環境未来型のライフスタイルの創造】

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

戦略＜中期的な取組の方向性＞

・市民が環境についての理解や認識を深め、省エネなどをはじめとする環 ・地域や学校と連携した環境学習等の取組を通じた環境配慮行動の促進
境に配慮した取組を進めている状態

計 アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
画 ・市民アンケートにおいて、冷暖房及び給湯について環境に配慮した取組
を行っていると答えた市民の割合 平成32年度までに50％以上
・家庭部門の夏冬の電力消費量 平成32年度までに平成22年度比８％以
上の減
・夏季と冬季の省エネ行動促進

戦略のアウトカムに対す
る有効性
アウトカムの達成状況

ア

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

冷暖房及び給湯について環境に配慮した取組を

自 行っていると答えた市民の割合 13.9％
己
評
価 家庭部門の夏冬の電力消費量 7.3％減（平成
22年度比）

戦略の進捗状況

具体的取組１－2－１

a

課題

※有効性が「イ」の場合は必須

冷暖房の温度設定については高い値で安定しており、LED電球の導入な
前年度 個別 全体 ど、導入しやすい取組みの拡大が進んでいる。一方で、省エネに関する
関心は、電力事情がひっ迫していた際と比較して、薄れてきており、温室
効果ガス削減目標の達成に向け、市民・事業者の省エネ取組や、低炭素
17.1%
A
なエネルギーの選択を促進する必要がある。
A
12.1%減

今後の対応方向

A

※有効性が「イ」の場合は必須

今後とも、取組みを継続するための広報活動を継続するほか、マスコミな
Ａ：順調 Ｂ：順調でない どのメディアを活用するなどの新たな取組みにより、啓発を図っていく。

ａ：順調
ｂ：順調でない

【地域と連携した環境学習等】
28決算額 36百万 円 29予算額 34百万 円 30予算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

34百万 円

・区と連携して、地域の環境資源等を活用した環境学習、普及啓発等を進 ・環境学習講座、イベントへの参加を通して環境への意識が「高まった」と
めるとともに、環境に関するＮＧＯ／ＮＰＯ等環境団体によるネットワークを 答えた市民の割合 75％以上
活用した取組を充実する。
【撤退基準】
環境への意識が「高まった」と答えた市民の割合が65％以下の場合、実
区における環境学習講座・イベント等 146回実施
施手法等を検討のうえ再構築する。
UNEP-IETCと連携した環境学習の推進 （地域と連携したワークショップ
前年度までの実績
等を実施）
計
平成29年度実績
画
・環境学習講座、イベントの参加を通して環境への意識が「高まった」と答
えた市民の割合 83.8％
・環境活動団体等のネットワーク会議開催 12回
・区における環境学習講座・イベント 154回実施
平成28年度実績
・環境学習講座、イベントの参加を通して環境への意識が「高まった」と答
えた市民の割合 75.3％
・環境活動団体等のネットワーク会議開催 12回
・区における環境学習講座・イベント 237回実施
①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
返
○：有効
○ ×：有効でないため取組を見直す
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・区における環境学習講座・イベント 146回実施
参加者層の拡大を図るとともに、環境意識の向上や環境保全活動の実
・UNEP-IETCと連携した環境学習の推進 （ECO縁日2018におけるUNEP- 践につながるよう、より一層の工夫が必要である。
IETCガイドツアーを実施）
・ネットワーク会議 12回開催

自 業績目標の達成状況
己 環境学習講座、イベントへの参加を通して環境への意識が「高
評 まった」と答えた市民の割合 72.7％
価

②(ⅰ)

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

○

改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

工作の要素を取り入れるなど親しみやすい講座を企画・開催して参加者
層の拡大を図るとともに、環境意識の向上や環境保全活動の実践を促す
プログラムに誘引するなど、環境学習のプログラムを充実させる。

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

－13－

【様式２】
具体的取組１－2－２

【学校と連携した環境学習等】
６百万 円 ２９予算額
６百万 円 ３０予算額
2８決算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

・大阪の特色を盛り込み、発達段階に応じた内容で学習できる副読本「お
おさか環境科」を活用し、小中学校の授業の中で、地球温暖化、ごみ減
量、生物多様性、都市環境保全等の環境教育を推進する。また、副読本
の内容をより充実させるために、教職員や有識者の意見を踏まえ、改定す
るための編集部会を２回、編集委員会を３回開催する。

６百万 円

・学校での「おおさか環境科」使用率 前年度以上
【撤退基準】
使用率が過去３年平均に達しない場合、実施手法等を検討のうえ再構築
する。

前年度までの実績
平成29年度実績
・学校でのおおさか環境科使用率 小学校 97％、中学校 90％
・編集部会 ２回開催 編集委員会 ３回開催
平成28年度実績
・学校でのおおさか環境科使用率 小学校 93％、中学校 79％
・編集部会 ２回開催 編集委員会 ３回開催
平成27年度実績
・学校でのおおさか環境科使用率 小学校 95％、中学校 89％
・編集部会 ２回開催 編集委員会 ３回開催

計
画

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
返
○：有効
― ×：有効でないため取組を見直す
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

・編集部会 ２回開催
・編集委員会 ３回開催

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

業績目標の達成状況

自 学校でのおおさか環境科使用率 小学校 97％、中学校 91％
改善策
①(ⅰ)
己
評
価 ①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

○

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

－14－

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題
経営課題２

【循環型社会の形成】

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞
ごみを適正に処理するとともに、発生抑制、再使用や再生利用の取組を積極的に推進することで、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷
ができる限り低減される循環型社会の形成をめざす。
（参考）
○「大阪市一般廃棄物処理基本計画（平成28年３月改定）」の概要（計画期間：平成28年度～平成37年度）

ごみ処理量

目標年度

基準年度

計画目標

平成37年度

平成26年度

84万トン
（10万トン削減）

現状（課題設定の根拠となる現状・データ） [環境局調べ]
・ごみ処理量推移

▲127万トン
（▲59％）

・普通ごみに含まれる
資源化可能な紙類の割合（量）
(平成29年度）
4.5／33.1（万トン）

・古紙の収集量
（※大阪市による全区分別収集は平成25年10月から実施）
本市収集
（計画量）

資源集団回収

コミュニティ回収

本市収集

割合量は組成率から推計
総量は決算見込量（H30.1)

計

・排出事業者への啓発指導実施延べ件数

・排出されているごみのうち生ごみの推計割合（量）
（１）家庭ごみ
（平成29年度）

画

11.7／33.1（万トン）

（２）事業所ごみ
中小事業所（平成26年度）

大規模事業所（平成29年度）

10.2／32.4（万トン）

7.3／16.5（万トン）

割合量は組成率から推計
中小事業所の総量は、H26許
可業者契約量割合に基づく許
可業者収集量実績から推計

割合量は組成率から推計
大規模事業所の総量は、H26
許可業者契約量割合に基づく
許可業者収集量決算見込量
（H30.1)から推計

うち食べ残し2..5万トン
手つかず食品 1.7万トン
割合量は組成率から推計
総量は決算見込量（H30.1)

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞
・平成28年度のごみ処理量は90万トンとなり、ピーク時である平成３年度の217万トンと比較すると、127万トン（▲59％）の減量となっている。
・資源化可能な紙類の資源化ルートへの排出が市民に十分に定着していないため、普通ごみに未だ含まれている。
・排出事業者に資源化可能な紙類の搬入禁止など事業系廃棄物の適正区分・適正処理が、十分に浸透していない現状がある。
・排出されるごみの中に、生ごみが相当量を占めていることから、市民・事業者と連携した食品ロス削減等の取組を通じてさらなるごみ処理量削減
の余地がある。
・ごみ減量に関する広報について、従来の紙媒体等を活用するほか、平成27年度から導入しているスマートフォン用ごみ分別アプリを利用した環境
関連の情報発信を一層充実する必要がある。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞
・資源化可能な紙類の適切な資源化方法（分別収集・資源集団回収等）について、市民へのより分かりやすい情報提供や普及啓発を徹底する。ま
た、第三者による資源の持ち去り行為については、一部改正した条例に基づき、引き続き持ち去り行為等の根絶に向けた取組を行う。
・資源化可能な紙類等の搬入禁止など事業系廃棄物の適正区分・適正処理について認識していない事業者に対しては、繰り返し指導を行っていく
とともに、収集運搬を行う許可業者に対しても、資源化可能な紙類等の不適物が混入していた場合は収集を行わないよう指導を行うなどの取組を
継続する。
・さらなるごみ減量を推進するため、家庭及び事業所の生ごみの減量に関する手法等についての普及啓発活動を徹底する。
・時間に囚われず容易にアクセスできる媒体（スマートフォンアプリ）を活用し、スマートフォン保有率が高く、これからの社会を支える若年世代へご
み減量に関する情報発信・普及啓発を効果的に行う。

自 戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括
己 平成30年度のごみ処理量については、平成29年度に対し、増加していることから、災害による一時的な増加要因および人口増等の継続的な増加
評 要因について、検証を行ったうえで、引き続き、ごみ減量の取組を推し進める。
価
－15－

【様式２】
めざす成果及び戦略

２－１

【さらなる３Ｒの推進】

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

戦略＜中期的な取組の方向性＞

・ごみの発生抑制が進み、かつ、資源化可能なごみが適切な資源化ルー ・資源化可能なごみの持ち去りを規制するとともに、地域と連携しなが
トで処理されている状態
ら、資源化可能な紙類の分別排出率のさらなる向上をめざす。
・本市のごみ処理量の約６割を占める事業系ごみの減量を図るため、搬
入不適物を排出した事業者等に対する啓発指導を継続的に実施する。
計 アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・手つかず食品や食べ残しといった、「食品ロス」の削減等により、生ごみ
画
の発生抑制をめざす。
・ごみ処理量 平成30年度89万トン、将来的な目標として平成37年度84
・ＩＣＴを活用した普及啓発を推進する。
万トン
・平成27年度に改定した「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、ごみ処
※重点目標
理量の動向や各種施策の効果等を十分に検証し、新たなごみ減量施策
について検討する。

戦略のアウトカムに対す
る有効性
アウトカムの達成状況

ア

具体的取組２－１－1

※有効性が「イ」の場合は必須

ごみ処理量が前年度に対して増加となっている。

前年度 個別 全体

自 ごみ処理量 約93万トン
己
評
価
戦略の進捗状況

課題

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

約90万ト
ン

b

ａ：順調
ｂ：順調でない

B
B

今後の対応方向

※有効性が「イ」の場合は必須

災害や人口増等、ごみ処理量に影響を与える要因について、検証を行
Ａ：順調 Ｂ：順調でない い、令和元年度策定する大阪市一般廃棄物処理基本計画に反映させ、
より有効なごみ減量の取組を推し進める。

【古紙・衣類の持ち去り等防止対策】★
― 円 2９予算額
５百万 円 ３０予算額
２８決算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

・古紙・衣類の持ち去りを規制するため一部改正した「大阪市廃棄物の
減量及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」に基づ
き、引き続き古紙・衣類の持ち去り行為等の根絶に向けた取組の強化を
図る。
警察OBとの連携を図りながら、職員による地域パトロールの実施
1,980回以上

10百万 円

・古紙の行政回収量 前年度比10％以上増
【撤退基準】
古紙の行政回収量が前年度より増加しなかった場合、条例による啓発指
導のあり方を再構築する。

前年度までの実績
平成29年度実績
・古紙の行政回収量 16,342トン
・４月に「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清
潔保持に関する条例」の一部改正を行い、10月から罰則規定を施行
・持ち去り行為に関する相談窓口を新設
・巡回パトロールの実施
・規制の開始に伴う、周知や啓発の実施
・本市ホームページや区広報誌、啓発ポスターを活用したＰＲの実施
・古紙流通安定協会との連携・協力を行う協定を締結
平成28年度実績
・古紙の行政回収量 13,896トン
・「大阪市廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関
する条例」の一部改正

計
画

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間
①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
返
○：有効
○ ×：有効でないため取組を見直す
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

職員による地域パトロール 3,068回実施
―

業績目標の達成状況
改善策
自 古紙の行政回収量 17,767トン 前年比 9％増
※コミュニティ回収量を含む古紙の行政回収量 25,137トン 前年度比25％増
①(ⅰ)
己 （平成30年度のコミュニティ回収量は集計中のため推計）
評
価 ①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

○

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

－16－

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

【様式２】
具体的取組２－１－２

【古紙・衣類分別収集の促進】★
１百万 円 ３０予算額
２８決算額 １百万 円 2９予算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

１百万 円

・ごみ減量・リサイクルの一層の促進を図るため、各地域の廃棄物減量 ・資源化可能な紙類の分別排出率 38％以上
等推進員と連携しながら説明会を開催するほか、必要に応じて個別の訪 【撤退基準】
問指導、ごみの残置等に伴う重点的な啓発・指導を実施する。
・資源化可能な紙類の分別排出率が、30％を下回った場合、啓発・指導
の実施手法等を検討のうえ再構築する。
啓発シールによる残置等啓発 310,000 件

計
画

前年度までの実績
平成29年度実績
・資源化可能な紙類の分別排出率 57.6％
・啓発シールによる残置等啓発 350,000件
平成28年度実績
・資源化可能な紙類の分別排出率 37.7％
・啓発シールによる残置等啓発 312,000 件

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間
①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
返
○：有効
― ×：有効でないため取組を見直す
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

啓発シールによる残置等啓発 315,000件
―

業績目標の達成状況
自 資源化可能な紙類の分別排出率 55.5%
改善策
①(ⅰ)
己
評 ①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
価 ②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

具体的取組２－１－３

○

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

【地域連携による資源集団回収活動の活性化】★
2８決算額 84百万 円 2９予算額 91百万 円 ３０予算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

・古紙・衣類回収について、登録団体の活性化を図るとともに、地域コミュ
ニティ主体の回収を拡大（平成26年11月～）できるよう、各地域の廃棄物
減量等推進員との連携により、周知や啓発を行う。また、報奨金の見直
し等新たなインセンティブを設定する。

計
画

コミュニティ回収制度等に関する事務説明等 20回以上実施

99百万 円

・コミュニティ回収実施団体数 60団体
【撤退基準】
コミュニティ回収実施団体の増加がなかった場合、周知・啓発の実施手
法等を検討のうえ再構築する。

前年度までの実績
平成29年度実績
・資源集団回収登録団体数 2,973団体
・コミュニティ回収実施団体数 40団体
・コミュニティ回収制度等に関する事務説明等 163回実施
平成28年度実績
・資源集団回収登録団体数 2,999団体
・コミュニティ回収実施団体数 21団体
・コミュニティ回収制度等に関する事務説明等 38回実施

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間
①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
返
○：有効
○ ×：有効でないため取組を見直す
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

コミュニティ回収制度等に関する事務説明等 83回
―

業績目標の達成状況
改善策
自 コミュニティ回収実施団体数 75団体
①(ⅰ)
己 （資源集団回収登録団体数 2,807団体）
評
①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
価 ②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

○

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

【様式２】
具体的取組２－１－４

【搬入不適物を排出した事業者等に対する啓発指導の徹底】
２８決算額 39百万 円 ２９予算額 40百万 円 ３０予算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

・事業系廃棄物の適正区分・適正処理を徹底するため、排出事業者へ啓
発指導の取組を行うことに加え、焼却工場への搬入物チェックの強化を
施設管理者に依頼し、資源化可能な紙類等の搬入不適物が発見されれ
ば、収集業者から事情聴取のうえ指導を行う。また、排出事業者等に事
業系廃棄物適正処理啓発指導員が直接赴き、資源化可能な紙類等の
事業系廃棄物の適正区分・適正処理について啓発指導を行う。

計
画 要指導事案の100％の排出事業者を対象に指導

・搬入不適物における要指導事案件数に対して指導完了となった割合
過去３年平均以上
【撤退基準】
指導完了となった件数の割合が50％を下回った場合、啓発指導の実施
手法等を再構築する。

前年度までの実績
平成29年度実績
・啓発指導実施件数（延べ件数） 合計 2,735件（100％）
・搬入不適物における要指導事案件数に対して指導完了となった割合 66％
平成28年度実績
・啓発指導実施件数（延べ件数） 合計 2,526件（100％）
・搬入不適物における要指導事案件数に対して指導完了となった割合 63％
平成27年度実績
・啓発指導実施件数（延べ件数） 合計 2,948件（100％）
・搬入不適物における要指導事案件数に対して指導完了となった割合 58％

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
○：有効
返
○ ×：有効でないため取組を見直す
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

要指導事案の100％の排出事業者を対象に指導
・啓発指導件数 111件
・啓発指導実施件数（述べ件数）
合計
啓発指導
現況確認・再指導

2,620件
284件
2,336件

自 業績目標の達成状況
己 ・搬入不適物における要指導事案件数に対して指導完了となった
改善策
評 割合 79.7％（過去３年平均64.7％）
①(ⅰ)
価
①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

○

40百万 円

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

【様式２】
具体的取組２－１－５

【生ごみの発生抑制】★
― 円 29予算額
１百万 円 ３０予算額
28決算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

（家庭ごみ）
・広報紙やホームページ等の広報媒体を活用した普及啓発等を行い、手
つかず食品や食べ残しといったいわゆる「食品ロス」を削減するとともに、
排出時の水切りの徹底等による生ごみの「３きり」運動を推進すること
で、家庭から排出される生ごみの減量を図る。また、消滅型生ごみ処理
機を使用した啓発活動を行う。
啓発チラシ等の配布 5,000枚
消滅型生ごみ処理機を使用した地域イベント等における啓発 48回

計
画 （事業所ごみ）

・食品リサイクル法の趣旨や内容の普及啓発に努めるとともに、「大阪市
食べ残しゼロ推進店舗登録制度」や関係団体との連携協定に基づく食
品ロス削減の取組を実施することで、食品関連事業者等の自主的な取
組を促進し、事業所から排出される生ごみの減量を図る。
排出事業者等への説明会等 ３回
「大阪市食べ残しゼロ推進店」啓発ポスター等の配布 11,000枚
消滅型生ごみ処理機の本市施設等への導入 ３施設

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
○：有効
返
― ×：有効でないため取組を見直す
り 戦略に対する取組の有効性

・家庭ごみに含まれる食品ロスの推定量 前年度以下
・排出事業者等（セミナー参加者及び本市の学校園等）における生ごみ
削減の必要性について理解が深まったとする回答率 85％以上
【撤退基準】
家庭及び事業所ごみいずれの業績目標も達成できなかった場合、生ご
み発生抑制の啓発手法を再構築する。

前年度までの実績
平成29年度実績
・啓発チラシ等の配布 約5,110枚 ・市ＨＰで生ごみ「３きり」運動の協力呼びかけ
・家庭ごみに含まれる食品ロスの推定量 4.2万トン
・「大阪市食べ残しゼロ推進店舗登録制度」実施
・「食べ残しゼロ」の推進に関する連携協定締結（一般社団法人 大阪外食産業協会）
・排出事業者への説明会等 ３回
・生ごみ削減について課題としたセミナーにおける排出事業者の理解度 94％
・事業者向け啓発チラシの配布 約950枚 ・消滅型生ごみ処理器の試験運用 ３施設
平成28年度実績
・啓発チラシ等の配布 約3,000枚 ・市ＨＰで生ごみ「３きり」運動の協力呼びかけ
・家庭ごみに含まれる食品ロスの推定量 4.0万トン
・手つかずのまま食品を捨てることがあると答えた市民の割合 32.0％
・排出事業者への説明会等 ２回
・生ごみ削減について課題としたセミナーにおける排出事業者の理解度 90％
・啓発チラシの配布 約9,000枚 ・消滅型生ごみ処理器の試験導入 ３施設

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

（家庭ごみ）
啓発チラシ等の配布 5,232枚
消滅型生ごみ処理機を使用した地域イベント等における啓発 66回
（事業所ごみ）
排出事業者等への説明会等 4回
「大阪市食べ残しゼロ推進店」啓発ポスター等の配布 4,300 枚
「大阪市食べ残しゼロ推進店」登録店舗 88店舗
消滅型生ごみ処理機の本市施設等への導入 ３施設

自
己 業績目標の達成状況
評 ・家庭ごみに含まれる食品ロスの推定量 3.7万トン
価 ・生ごみ削減について課題としたセミナーにおける排出事業者の
理解度 87％

○

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①(ⅰ)

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

１百万 円

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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―

【様式２】
具体的取組２－１－６

【スマートフォン用ごみ分別アプリを利用した３Ｒの推進】
１百万 円 ３０予算額
２８決算額 １百万 円 2９予算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

計
画

１百万 円

・スマートフォン用ごみ分別アプリを配信し、ごみの分け方・出し方や環
・アプリケーションの利用回数 前年度以上
境・エコに関するイベント・講座情報などを発信することで、３Ｒ推進の普 【撤退基準】
及啓発を図る。
利用回数が700,000回以下の場合、事業内容を見直し、アプリによる情
報発信手法の再構築を行う。
環境関連の情報配信 24回以上

前年度までの実績
平成29年度実績
・アプリケーションの利用回数 840,119回
・環境関連の情報配信 29回
平成28年度実績
・アプリケーションの利用回数 683,519回
・環境関連の情報配信 30回

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間
①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
返
○：有効
○ ×：有効でないため取組を見直す
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

環境関連の情報配信 40回
―

業績目標の達成状況
自 アプリケーションの利用回数 1,231,859回
改善策
①(ⅰ)
（前年度実績 840,119回）
己
評 ①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
価 ②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった

―

③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

○

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題
【快適な都市環境の確保・自然共生社会の実現】

経営課題３

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞
すべての市民が安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な都市の環境を享受している状態をめざす。また、大都市でありながら身近な
ところに貴重な自然があり、自然や生き物との関わりを多くの人が実感するとともに、生物の多様性を守る行動につなげているまち、すなわち「生物
多様性の恵みを感じるまち」をめざす。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）
・残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約が、平成13年５月に採択され、ポリ塩化ビフェニルに関し、平成37年までの使用の全廃、平成40年
までの適正な処分等が定められている。このような状況において、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」及び「ポリ
塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に基づき、高濃度PCB廃棄物については平成32年度末までに、低濃度PCB廃棄物については平成38年度末ま
でにPCB廃棄物の処理完了を図ることになっている。
・特に、本市が保有する照明用安定器等（約5.3万個 平成29年４月現在）については、平成31年度までの早期処理を行うこととしている。（市域にお
ける高圧変圧器・コンデンサー処分見込量約５千台、蛍光灯等の安定器等処分見込量約45万個（平成28年３月末現在））
・石綿含有建築材料が使用されている建築物の解体・改修工事棟数〔出典：国土交通省ＨＰ〕

・水辺に対する市民満足度
（平成29年度市政モニターアンケート）

・大阪市内の河川水域毎のＢＯＤ年平均値の経年変化

計
画

寝屋川水域
大和川水域

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）：
河川の汚れを表す指標で、数値が大きいほど
汚濁も大きい

神崎川水域

淀川水域

市内河川水域

・「大阪市生物多様性戦略（平成30年３月策定）」の概要
（計画期間：平成30年度～平成32年度）

・あなたは、「生物多様性」という言葉 ・生物多様性の恵みを受けていること
を、
を知っていましたか。
（平成29年度市政モニターアンケート） 暮らしの中で意識しているか
（平成23年度市民アンケート）

≪目標（平成32年度まで）≫
・「愛知目標」や「持続可能な開発目標（SDGs）」など世界
の動きを踏まえた生物多様性の保全をめざす。
・生物多様性の保全のため、市民・環境ＮＧＯ／ＮＰＯ・民
間事業者・研究機関・教育機関・行政などとのパートナー
シップの仕組みを形成する。
・生物多様性の意味を知っている市民の割合を50%以上に
するとともに、自然や生き物を身近に感じる市民を増やす。
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【様式２】
・「まちなかが暑く日中に出歩きにくい」と ・「ヒートアイランド現象」という言葉・内容
を知っていると回答した市民の割合
回答した市民の割合
（平成29年度市政モニターアンケート）
（平成29年度市政モニターアンケート）

・「おおさかヒートアイランド対策推進計画
（平成27年３月策定）」の概要
（計画期間：平成27年度～平成37年度）

目標１

住宅地域における夏の夜間の気温を下げる
ことにより、地球温暖化の影響を除外した熱
帯夜日数を平成12年より３割減らす。 ※

目標２

屋外空間における既存のクールスポットの活
用や創出をすることにより、屋外空間におけ
る夏の昼間の暑熱環境を改善する。

※府内３地点（大阪市、豊中市、枚方市）平均で37日から
26日に減少。大阪市では、46日から32日に減少
・熱帯夜日数[環境局調べ]

・市内年平均気温の経年変化[環境局調べ]
日平均気温
の年平均値
日最高気温の年平均値

計

日最低気温の年平均値

画

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞
・膨大な量のＰＣＢ廃棄物について、国の基本計画に則った適正処理を行うためには、行政、保管事業者等、処理事業者と連携した計画的取組が必
要である。
・石綿含有建築材料が使用されている建築物の解体・改修工事が平成40年頃をピークに全国的に増加することが予想される状況にあり、平成25年
度の法令等改正により新たに届出者となった「工事発注者」（事業者等）に対する法令等の規制内容の周知・広報の徹底が求められている。
・工場排水規制の強化や下水道整備等により、水質は大幅に改善してきているが、実際の水質と市民の抱く印象に隔たりがあり、水辺環境に関する
満足度を向上する余地がある。
・日々の暮らしの中で生物多様性の多大な恵みを受けているが、生物多様性の認知度について、さらなる向上のための取組が必要である。
・大阪市域では地球温暖化に加えて、人工排熱の増加、地表面被覆の人工化、都市形態の高密度化によるヒートアイランド現象の影響により、年平
均気温がこの100年間で約２℃上昇する等、昼間の暑熱環境の悪化や寝苦しい熱帯夜の増加により、市民の快適な生活環境が阻害されている。

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞
・「大阪市ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」に基づき、計画的に、処理事業者及び国や電気保安法人等の関係者と協力しながら、早期の適正な
処理が行われるよう、保管事業者等へ積極的な指導等を行う。
・石綿使用建築物の解体等工事に関し、事業者等への法令等の規制内容の積極的な周知・広報を実施する。
・実際の水辺環境について、親水体験型のイベント等を開催
・生物多様性の保全と持続可能な利用のための地域戦略に基づき、生物多様性の意義や重要性についての市民意識向上等の取組を行う。
・ヒートアイランド現象は、長期間にわたって累積してきた都市化全体と深く結びついているため、着実な気温上昇の原因への対策と、すでに生じてい
る都市の気温上昇に対する影響を抑制する対策を進める。

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括
自
己
評
価

・石綿使用建築物の無届解体等工事により勧告措置に至った件数は１件となり、アウトカムの達成状況が順調ではなかったことから、これまでの取り
組みに加え、周知広報の充実を図っていく。
・本市域のPCB廃棄物の処理は着実に進展しているが、関係機関との連携した取り組み等を強化し、使用中のPCB使用機器を保有している事業者
など未届出のPCB保管事業者を立入調査等により確実に掘り起こし、処理期限までに全ての処理を完了させるため、早期適正処理に向けた事業を
推進していく必要がある。

－22－

【様式２】
めざす成果及び戦略

３－１

【都市環境の保全と創造】

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

戦略＜中期的な取組の方向性＞

・市民が大気、水等に関する都市環境に満足している状態
・市民が自然を身近に感じている状態

・事業者等に対して講習会や立入等を通して法令等の規制内容の周知徹
底の取組を進める。
・イベント等を通じ、水環境への満足度の向上を図る。
・自然的社会的条件に応じた生物の多様性の保全及び持続可能な利用
に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。

計 アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
画 ・平成32年度末までに、市内の高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理を完了
・石綿使用建築物の無届解体等工事により勧告措置に至った件数 平成
32年度まで０件を維持
・水辺に対する市民満足度 平成32年度まで30％以上を維持
・生物多様性の意味を知っていると回答した市民の割合 平成32年度まで
に50％以上

戦略のアウトカムに対す
る有効性
アウトカムの達成状況

ア

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理実績 高圧トランス
（T）98.1％、高圧コンデンサ（C)90.4 ％
自 石綿使用建築物の無届解体等工事により勧告
己 措置に至った件数 １件
評 水辺に対する市民満足度 38.2％

価
生物多様性の意味を知っていると回答した市民
の割合 40.4％

戦略の進捗状況

具体的取組３－１－１

b

41.1%

※有効性が「イ」の場合は必須

今後の対応方向

B

※有効性が「イ」の場合は必須

これまでの取組に加え、周知先の拡大等、周知広報の充実を行う。
Ａ：順調 Ｂ：順調でない 生物多様性の認知度向上に向け、各種関連団体等の実施するイベント等
への参加など、様々なチャンネルを利用し、引き続き認知度の向上を図
ａ：順調
る。
ｂ：順調でない

【ポリ塩化ビフェニル（PCB)廃棄物の適正処理】
２百万 円 ２９予算額
３百万 円 ３０予算額
２８決算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

・市内の高濃度ＰＣＢ廃棄物が平成32年度末までの処理期限内に適正に
処理されるよう、未処理事業者の掘り起こしを行い、処理の時期を確認す
るとともに、本市をはじめとする保管事業者等へ適正処理に必要な指導
等を行う。

計
画

課題

石綿使用建築物の処理について引き続き周知・広報を行う必要性があ
前年度 個別 全体 る。
生物多様性について、業績目標の指標が変更となり、目標を大きく下回っ
T：94.4％
B
た。民間事業者や市民など、これまで生物多様性をはじめ、環境に興味を
C：94.4％
持っていない人への周知方法を検討する必要がある。
０件
B
B
38.5%
A

ＰＣＢ廃棄物適正処理に関する事業者向け周知 約1,400件
ＰＣＢ使用製品等の掘り起こし調査 約40,000件

22百万 円

・高圧変圧器及び高圧コンデンサーの処理実績 前年度以上
【撤退基準】
高圧変圧器及び高圧コンデンサーいずれもの処理実績が前年度未満の
場合、保管事業者等への指導等の実施手法を検討のうえ再構築する。

前年度までの実績
平成29年度実績
・処理実績 高圧変圧器 94.4％
高圧コンデンサー 94.4％
・ＰＣＢ廃棄物適正処理に関する事業者向け周知 約2,700件
平成28年度実績
・処理実績 高圧変圧器
90.2％
高圧コンデンサー 91.6％
・ＰＣＢ廃棄物適正処理に関する事業者向け周知 約1,400件
・ＰＣＢ廃棄物の未処理事業者の一覧表を作成

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
○：有効
返
○ ×：有効でないため取組を見直す
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

・ＰＣＢ廃棄物適正処理に関する事業者向け周知 約3,000件
・ＰＣＢ使用製品等の掘り起こし調査 約25,000件

高濃度PCB廃棄物の処理期限までに確実に未処理事業者を把握し、早
期適正処理指導を実施

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
自 処理実績 高圧変圧器
98.1％（前年度実績 94.4％）
改善策
※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
己
②(ⅰ)
高圧コンデンサー 90.4％（前年度実績 94.4％）
各関係機関との情報交換や連携した取り組みを図るとともに、これまでの
評
掘り起こし調査で未回答の事業者に対し立入調査等を実施し、保管事業
価 ①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった 者等の掘り起こし及び早期適正処理指導を徹底する。
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

○

特に処理を拒んでいる事業者等の処理困難事業者に対する指導も実施し
ていく。

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

－23－

【様式２】
具体的取組３－１－２

【石綿使用建築物の解体等工事に関する法令等規制内容の周知・広報】
― 円 ２９予算額
２８決算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

・関係部署と連携しながら、事業者等へ大気汚染防止法や大阪府条例の
規制内容の周知広報に努めるとともに、現場パトロールを行う。また、届
出があった現場においては、事前の立入検査や作業時の石綿濃度の現
地分析を行うなど、法令遵守の徹底を図る。
特定建設作業実施届出の受付時における法・条例の規制内容の周知

計 広報、届出指導実施率 100％
画

― 円 ３０予算額

―円

・現場パトロール立入時における要指導率 基準年度※実績以下
【撤退基準】
要指導率が過去３年平均を上回った場合、周知広報の手段を再検討、強
化する。
※本取組を具体的取組として示した平成27年度を基準年度とする。

前年度までの実績
平成29年度実績
・現場パトロール立入時における要指導率 18.2％
・特定建設作業実施届出の受付時における法・条例の規制内容の周知広報、届出指導実施率
100％
平成28年度実績
・現場パトロール立入時における要指導率 20.7％
・特定建設作業実施届出の受付時における法・条例の規制内容の周知広報、届出指導実施率
100％
平成27年度実績
・現場パトロール立入時における要指導率 24.9％

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
○：有効
返
○ ×：有効でないため取組を見直す
り 戦略に対する取組の有効性

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

特定建設作業実施届出の受付時における法・条例の規制内容の周知
広報、届出指導実施率 100 ％

―

業績目標の達成状況

自 現場パトロール立入時における要指導率 16.5％
①(ⅰ) 改善策
己
評 ①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
価 ②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

具体的取組３－1－３

―
○

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

【水辺環境を活用した啓発】
２百万 円 ２９予算額
５百万 円 ３０予算額
２８決算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

２百万 円

・身近な河川等の水環境への関心・愛着を深めていただくため、様々な水 ・イベント等の参加者のうち水環境に満足すると回答した市民の割合
90％以上
環境に関する出前講座、イベント等を行う。
【撤退基準】
イベント等の参加者のうち水環境に満足すると回答した市民の割合が
水環境イベント 20回実施
50％以下であった場合、啓発手法の手段を再検討する。

前年度までの実績

計
画

平成29年度実績
・水環境に満足する市民の割合 94.8％
・水環境イベント 21回実施
・市内河川魚類春季・夏季・秋季・冬季調査の実施
平成28年度実績
・水環境に満足する市民の割合 92.4％
・水環境イベント 20回実施

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
返
○：有効
り 戦略に対する取組の有効性
○ ×：有効でないため取組を見直す

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

水環境イベント 26回実施

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

イベント開催については地域により、進捗状況に差がある。

業績目標の達成状況
イベント等の参加者のうち水環境に満足すると回答した市民の割

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
自 合 91.0％
①(ⅰ) 改善策
己
区役所と連携の具体化を図るため調整を行い、地域のニーズに合わせた
評 ①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった 取組みを進める。
価 ②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

○

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

－24－

【様式２】
具体的取組３－１－４

【「大阪市生物多様性戦略」の推進】
― 円 2９予算額
1百万 円 ３０予算額
2８決算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

・大都市でありながら貴重な自然環境が存在する大阪市において、誰もが
心豊かで快適な生活を送ることができる都市環境を創造するため、「大阪
市生物多様性戦略」を平成30年３月に策定した。この戦略に基づき、身近
な自然環境の保全にとどまらず、周辺地域や国内外にも目を向けて、生
物多様性へ好影響を与える消費を通じた社会の変革に向けた取組等、
様々な施策を推進する。

計
画

１百万 円

・生物多様性の意味を知っていると回答した市民の割合 44％以上
【撤退基準】
生物多様性の意味を知っていると回答した市民の割合が35％以下の場
合、実施手法等を検討のうえ再構築する。

前年度までの実績

生物多様性に関するシンポジウムの開催
「大阪市生物多様性戦略（概要版）」の配付 9,000部
ビオトープの整備（設計）

平成29年度までの実績
・生物多様性の意味を知っていると回答した市民の割合
平成29年度41.1％ 平成28年度 38.4％
・「大阪市生物多様性戦略」の策定
・生物多様性に関するシンポジウムを開催 １回
・「国連生物多様性の10年日本委員会（UNDB-J)」地域フォーラムin大阪を
UNDB-J、国、府と共同で開催
・府内及び周辺地域の生物多様性の保全に資する調査研究や普及啓発
事業等を関係自治体、地域住民、教育・研究機関等が協働し実施する大
阪生物多様性保全ネットワークへの参画
・地域と連携し、生物多様性を題材とした環境講座・イベントを実施

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
返
○：有効
り 戦略に対する取組の有効性
― ×：有効でないため取組を見直す

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

・生物多様性に関するシンポジウムの開催 １回
・大阪市生物多様性戦略（概要版）作成 9,000部（うち配付5,250部）
・なにわECOスクエア会議の開催 ４回
・ビオトープの整備（設計）講座 ５回
・小学校での生き物さがし 30校各２回

業績目標は、横ばい傾向。目標達成に向けて、生物多様性の意味を知
らない市民等への周知方法を検討する必要がある。
なお、 従来の市政モニターアンケートがH30年度をもって廃止されたた
め、認知度の経年比較について検討が必要。
H30年度「生物多様性の意味を知っている」と回答した割合
➢市政モニターアンケート40.4％に対し、民間ネット調査では31.4％

自
己 業績目標の達成状況
評 生物多様性の意味を知っていると回答した市民の割合 40.4%
（市政モニターアンケートによる）
価

②(ⅰ)

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性

○

改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

市民・NPO/NGO・事業者等とのパートナーシップを強化するとともに、将
来を担うこどもに重点をおいて出前事業などの取組みを進める。
認知度の経年比較について検討する。

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

－25－

【様式２】
めざす成果及び戦略

３－２

【ヒートアイランド対策の推進】

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞

戦略＜中期的な取組の方向性＞

・すでに生じているヒートアイランド現象による都市の気温上昇による、人 ・ヒートアイランド対策に関する新たな知見や市民ができる取組について
の健康への影響等が現状より軽減されている状態
情報発信を行い、ヒートアイランド現象に関する認識を向上させる。

計
画 アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・ヒートアイランド現象という言葉・内容を知っていると回答した市民の割合
平成32年度までに85％以上

戦略のアウトカムに対す
る有効性
アウトカムの達成状況

ア

課題

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

※有効性が「イ」の場合は必須

前年度 個別 全体

自 ヒートアイランド現象という言葉・内容を知ってい
己 ると回答した市民の割合 80.0％
評
価

77.0%

―

A
A

今後の対応方向

※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調 Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

具体的取組３－２－１

a

【「おおさかヒートアイランド対策推進計画」の推進】
１百万 円 ２９予算額
１百万 円 ３０予算額
２８決算額
業績目標（中間アウトカム）

取組内容

・府とともに策定した「おおさかヒートアイランド対策推進計画」（平成27年３
月）に基づく施策を推進し、着実な気温上昇の原因への対策と、すでに生
じている都市の気温上昇に対する影響を抑制する対策を進める。
・計画の推進にあたっては、地球温暖化対策をはじめ、府、関係部局との
連携および市民・事業者等との協働を図ることにより、効果的な取組を進
めていく。
・取組の推進に向け、身近な暑さ対策や打ち水、緑のカーテンの取組など
個人でできる対策に関する情報や国等の調査研究等に参画し、最新の
ヒートアイランド現象の緩和や人への健康に関する影響等の軽減に関す
計 る情報についての発信を行う。

画

―

ａ：順調
ｂ：順調でない

身近な暑さ対策に関するリーフレットの配布 2,600部
緑のカーテン・カーペットのリーフレットの配布 2,600部
ホームページでの情報発信 10回以上
大阪市ヒートアイランド対策推進連絡会の開催

・ヒートアイランド対策関連のホームページにおける夏季（６月～９月）のア
クセス件数 3,000件以上
【撤退基準】
ヒートアイランド対策関連のホームページにおける夏季（６月～９月）のア
クセス件数が2,000件に達しない場合、事業の進め方を再構築する。

前年度までの実績
平成29年度実績
・ヒートアイランド対策関連のホームページにおける夏季（６月から９月）の
アクセス件数 2,500件
・緑のカーテン・カーペットのガイドブック配布 6,000部
・ホームページでの情報発信 ４回
・大阪市ヒートアイランド対策推進連絡会の開催
平成28年度までの実績
・「おおさかヒートアイランド対策推進計画」の策定（平成27年度）
・地球温暖化の影響を除外した熱帯夜日数
府内３地点平均28日 大阪市38日（平成27年度）
・緑のカーテン・カーペットのガイドブック配布 約5,000部（平成28年度）
・ホームページでの情報発信 12回（平成28年度）
・大阪市ヒートアイランド対策推進連絡会の開催（平成28年度）

①(ⅰ)
中 業績目標の達成状況
間 ①：目標達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
振 ②：目標未達成(見込) (ⅰ)取組は予定どおり進捗 (ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
り ③：撤退基準未達成
返
○：有効
り 戦略に対する取組の有効性
○ ×：有効でないため取組を見直す

課題と改善策

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

―：中間アウトカム未設定(未測定)

取組実績

課題

・身近な暑さ対策に関するリーフレットの配布 2,600部
・緑のカーテン・カーペットのリーフレットの配布 2,600部
・ホームページでの情報発信 10回
・大阪市ヒートアイランド対策推進連絡会の開催 1回

①：目標達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成 (ⅰ)取組は予定どおり実施 (ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

○

※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

自 業績目標の達成状況
己 ・ヒートアイランド対策関連のホームページにおける夏季（６月～９
改善策
①(ⅰ)
評 月）のアクセス件数 4,044件
価

戦略に対する取組の有効性

１百万 円

○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

―

