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【主なＳＤＧｓゴール】

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題１ 【低炭素社会・新たなエネルギー社会の構築】

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徹底した省エネルギーの推進を通して、温室効果ガスの排出削減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～令和２年度）
　【　】内の数字は市域分

○「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～令和２年度）

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

計
　
画

･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
︓30万kW【５万kW】
･廃棄物発電等による供給⼒の確保︓５万kW 等

増
加

供
給
力
の

125万kW
【22万kW】

以上

･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】 等

削
減

需
要
の

25万kW
【12万kW】

以上

150万kW
【34万kW】
以上を創出

・市域の太陽光発電導入容量

〔出典：資源エネルギー庁HP〕

・関西電力発電電力量構成比

（平成30年度実績）
〔出典；関西電力（㈱）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〕

・地球温暖化の原因となる温室効果ガスを

減らすための省エネルギーの取組を行って

いないと答えた市民の割合

（令和元年度民間ネット調査）

・部門別CO2排出量の推移[環境局調べ]      

・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。

※国の削減目標（2005（平成17）年度比3.8％減以上）を2013（平成25）年度排出量比に換算した値

・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）

・「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30年度） 〔環境局調べ〕 【 】内の数字は市域分

・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。

⽬標年度 基準年度 削減目標 <参考>国の削減目標
計画目標 2020（令和２）年度 2013（平成25）年度 ５％以上 ５％以上※

中期目標 2030（令和12）年度 2013（平成25）年度 30% 26%
⻑期⽬標 2050（令和32）年度 1990（平成２）年度 80% 80%

改定計画

温室効果ガス削減目標

部門
1990（平成２）年度

排出量
（万ｔ－CO2）

2017（平成29）年度
排出量

（万ｔ－CO2）
増減率（％）

産業 1,177 603 ▲49％
業務 392 467 19%
家庭 285 405 42%
運輸 320 252 ▲21％
廃棄物 67 47 ▲26％
合計 2,242 1,774 ▲21％

目標値 達成状況 達成率
太陽光発電 +90万kW【+17万kW】 +72.3万kW【+11.0万kW】 80.3%【65.0％】
分散型電源 +30万kW【+5万kW】 +4.2万kW【-0.58万kW】 14.0%【-11.7％】
廃棄物発電等 +5万kW【ー】 +4.4万kW【ー】 87.8%【ー】
ガス冷暖房等 -20万kW【-10万kW】 -24.1万kW【-10.55万kW】 120.5%【105.5％】
ＢＥＭＳ等 -5万kW【-2万kW】 -5.2万kW【-1.6万kW】 103.5%【80.7％】

150万kW【34万kW】 110.1万kW【22.6万kW】 73.4%【66.5％】

項目

供給⼒の増
加

需要の削減

合計

エネルギーロス
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【様式２】

・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
・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、エネルギーセキュリティの確保、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
・国連環境計画国際環境技術センター（UNEP-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

自
己
評
価

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

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

・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の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、引き続き家庭部門への普及啓発は必要である。

課題（上記要因を解消するために必要なこと）
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【様式２】

円 円 円

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

自
己
評
価

当年度の取組実績

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

計
画

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】

30決算額 ２百万 元予算額 ２百万 ２予算額

・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　
　
　省エネセミナー（講師派遣を含む）を開催　45回

・マッチング件数　90件
（低利ソーラークレジットの申込、省エネ診断等の件数）
【撤退・再構築基準】
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
令和元年実績(９月末現在）
　・マッチング件数　45件
　・おおさか版ＢＥＭS事業者登録　　19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　　361件　・省エネセミナー　　19回

平成30年度までの実績
　・マッチング件数　621件
　（・25年度 32件 ・26年度 149件 ・27年度 138件 ・28年度 73件 ・29年度 140件 ・30年度 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　4,134件
　（・25年度 668件 ・26年度 701件 ・27年度 645件 ・28年度 712件 ・29年度 778件 ・30年度 630
　　件）

  ・省エネセミナー 289回
　（・25年度 26回 ・26年度 51回 ・27年度 40回 ・28年度 74回 ・29年度 59回 ・30年度 39回）

当年度の取組内容

自
己
評
価

戦略の進捗状況
ａ：順調
ｂ：順調でない

全体

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

前年度 個別

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

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

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】

計
画

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

プロセス指標の達成状況

２百万

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。
・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」に基づく施策を推進し、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。
・二国間クレジット制度（JCM）等を活用し、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海外移転を促進する。
・森林環境譲与税を有効に活用し、地球温暖化防止や災害防止に資す
る木材利用を促進する。

アウトカム指標の達成状況

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）

プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

・市域における太陽光発電の導入容量　令和２年度までに20万kW（うち地
産地消プラン分17万kW)
・市域における分散型電源の導入容量　令和２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　令和２年度までに75事業者
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【様式２】

円 円 円

プロセス指標の達成状況

【市公共施設の省エネ化・再エネ化の推進】

課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

当年度の取組内容
・市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。
　①太陽光発電等の活用を推進
　　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
　②市有施設のZEB化事業化可能性検討

前年度までの実績

自
己
評
価

当年度の取組実績

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

計
画

令和元年度実績（見込）
・６MW（140校）の屋根に太陽光パネルを設置
・LED照明導入による電力の削減　計640kW（39施設）
　○市有39施設にＬＥＤ照明導入工事の完了（７月末）
　○電力削減効果の検証（８月より１年間）

平成30年度までの実績
・太陽光発電の導入容量　計2,500kW（124施設）
 　○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）
・LED照明導入による削減電力　計4,468kW※（区役所、小中学校等）
　※平成25～29年度実績
・LED照明導入による電力の削減　計640kW（39施設）
　市有39施設にＬＥＤ照明導入を行う事業者と契約を行い、工事に着手

①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導入容
量　６MW(116施設）
②検討した市有施設のZEB化検討方策を、本市地球温暖化対策実行計
画(事務事業編)に反映する。
【撤退・再構築基準】
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。

30決算額

具体的取組１－１－２

１百万 元予算額 201百万 ２予算額 ３百万
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円 円 円

　

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須
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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

具体的取組１－１－３ 【新たなエネルギーの活用について】

２予算額 19百万

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

・地中熱、水素など新たなエネルギーの活用に向けた施策や技
術の普及開発を推進する。

①地中熱
・万博・IRでの活用を見据えて、湾岸地域のアミティ舞洲で大規模
な帯水層蓄熱利用システムの技術開発実証事業を産学官連携
で実施
・帯水層蓄熱利用の市域全域での普及に向けた新たな制度案の
検討

②水素
・H2Osakaビジョン会議や水素プロジェクト調査業務の成果を通じ
て、産学官の協力により、地域の特徴を活かした水素エネルギー
の利活用の拡大プロジェクトを模索する。
・水素の社会受容性向上を図るため、市民向けイベントを実施す
る。

③新たな再生可能エネルギーの普及拡大
　割高な固定価格に支えられた売電から、自家消費を中心とした
再生可能エネルギーの普及に転換を図るため、これまでの普及
施策を抜本的に見直し、PPAモデル（電力購入契約）、EV・蓄電池
との組み合わせによるVtoXや系統安定化のためのVPP活用な
ど、幅広く方策の検討を行う。

①地中熱
アミティ舞洲において構築した実証設備を運用し、地盤沈下や地
下水位の変動などのデータを１年分計測、検証し、新たな制度案
を作成
【撤退・再構築基準】
アミティ舞洲における実証実験において、データ計測が出来な
かった場合に、事業の進め方を再構築する。

②水素
・国の補助事業等を活用した水素プロジェクトの創出
【撤退・再構築基準】
プロジェクト案が国の補助事業等の申請に至らない場合、事業
の進め方を再構築する。

③新たな再生可能エネルギーの普及拡大
検討した普及拡大方策を、2030年度（令和12年度）までの10年
間を目標期間とする「おおさかエネルギー地産地消推進プラン」
の改定に反映する。
【撤退・再構築基準】
検討した普及拡大方策を、新たなプランに反映できなかった場
合、事業の進め方を再構築する。
前年度までの実績
①地中熱
令和元年度実績
・アミティ舞洲において、実証設備を構築
・うめきた2期地区における帯水層蓄熱利用にかかる国家戦略特
区の区域計画の認定
・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
討会議の開催　2回（12月末現在）
平成30年度までの実績
・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
・先行事例形成のための公共建築物を対象としたＦＳ調査
・大規模な帯水層蓄熱利用システムの技術開発実証事業を産学
官連携で実施
・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
討会議の開催　8回
・内閣府に対して国家戦略特区の規制緩和提案を実施
・アミティ舞洲における帯水層蓄熱利用システムの技術開発実証
事業の環境省事業採択

②水素
令和元年度実績
・H２Osakaビジョン推進会議の開催　１回（12月末現在）
・国からの補助実証事業の採択２件
・啓発イベントの実施　8回（12月末現在）
平成30年度までの実績
・H２Osakaビジョン推進会議の開催　６回
・水素に関する正しい知識の普及啓発事業を実施
　水素啓発リーフレットを区役所窓口等に配架
　啓発イベントの実施　10回（H29：2回、H30：8回）
・業務・産業用固体酸化物形燃料電池の実証事業（4,000時間）

③新たな再生可能エネルギーの普及拡大
令和元年度実績
・「おおさかエネルギー地産地消推進プラン」の改定に向けて、府
市で共同設置する「大阪府市エネルギー政策審議会」を設置

３０決算額 29百万 元予算額 181百万

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

　

円 円 円46百万

【新たな「地球温暖化対策実行計画〔区域施策編・事務事業編〕」の策定】

47百万 ２予算額 57百万

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

３０決算額

自
己
評
価

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

元予算額

具体的取組１－１－５ 【環境技術の国際展開】

具体的取組１－１－４

３０決算額 0 元予算額 0.4百万 ２予算額 0.7百万

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・「大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕」及び「大阪市地球温
暖化対策実行計画〔事務事業編〕」について、新たな計画の策定を行う。
・〔区域施策編〕については、パリ協定・SDGs採択後の世界の動向に加
え、国が平成30年11月に策定した「気候変動適応計画」や令和元年6月
に閣議決定した「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」等を踏ま
え、本市の地球温暖化対策（緩和策及び適応策）の強化を図る。
・〔事務事業編〕の策定にあたっては、中長期的な視点をもって地球温暖
化対策に資する手法を幅広く研究・検討し、電力調達コスト削減効果額を
活用して実施する事業を位置付ける。

・新たな「大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕」及び「大阪市
地球温暖化対策実行計画〔事務事業編〕」の策定
【撤退・再構築基準】
（法定計画のため、本市に裁量なし）

前年度までの実績
令和元年度実績
・「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」において、現行計画の進捗確認を実施

平成30年度までの実績
・「大阪市地球温暖化対策推進本部　区域施策編および事務事業編プロ
ジェクトチーム(PT)会議」において、現行計画の進捗確認を実施
・区域施策編　改定（平成29年3月）
・事務事業編　改定（平成29年3月、平成31年3月）

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況

プロセス指標の達成状況

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

・アジア諸都市等が直面する環境問題の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（GEC）、国
連環境計画国際環境技術センター（UNEP-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とともに、環境分野における
大阪市の取組みを国内外へ発信する。
・ホーチミン市やケソン市等において、JCM（二国間クレジット制度）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
　国際ワークショップの開催　２回
　ホーチミン市・ケソン市・ムンバイ市と本市による市長級政策対話　 ３回
　ホーチミン市・ケソン市等から研修受入・現地調査等　２回以上

前年度までの実績
令和元年度実績(１月末現在）
・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　３回
・ホーチミン市・ケソン市と本市による市長級政策対話　２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
・「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　３件
・「Team OSAKAネットワーク」登録事業者数　148団体

平成30年度実績
・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・ケソン市と本市による市長級政策対話　２回
・ケソン市との低炭素都市形成の実現に向けた覚書締結（平成30年８月）
・ホーチミン市・ケソン市等から研修受入・現地調査等　７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数　３件
・「Team OSAKAネットワーク」登録事業者数　140団体

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

・国等の国際環境協力支援制度を活用し「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の採択を受ける　２件
【撤退・再構築基準】
「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。
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【様式２】

円 円 円

　

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

計
画

・森林環境譲与税を有効に活用し、公共建築物等における木材利用を促
進する。

　森林環境譲与税を活用する事業の募集、選定
　森林環境譲与税の使途の公表

・木材利用の意義をPRするとともに、森林環境譲与税の創設趣旨を踏ま
え、「多くの国産木材を使用する」、「高い普及啓発効果が見込まれる」と
いった観点から、効果的な事業の実施について各区局室に働きかけ、森
林環境譲与税活用事業を決定する。
【撤退・再構築基準】
活用事業を選定できない場合、事業選定手法の再構築を行う。

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

前年度までの実績
令和元年度実績
・令和２年度に森林環境譲与税を活用する事業の募集、選定　８件
・令和元年度森林環境譲与税活用事業を実施中　６件

平成30年度までの実績
・大阪市公共建築物等における木材利用基本方針の策定
・地域と連携し、木材利用を題材とした環境講座・イベントを実施
・　「大阪市地球温暖化対策推進本部　区域施策編および事務事業編プ
ロジェクトチーム(PT)会議」における連絡調整
・令和元年度に森林環境譲与税を活用する事業の募集、選定　６件（平
成30年度）

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

３０決算額 ― 元予算額 ― ２予算額 ―

具体的取組１－１－６ 【木材利用の促進（森林環境譲与税の活用）】

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

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】

計
画

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
境に配慮した取組を進めている状態

・学校や地域と連携した環境学習等の取組を通じた環境配慮行動を促
進する。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別

・民間ネット調査で、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを減らすこと
につながる省エネルギーの取組みを行っていないと回答した市民の割合
　令和２年度15％以下、将来的な目標として令和７年度10％以下

令和元年度実績（12月末現在）
・学校でのおおさか環境科使用率　３月末アンケートで集約予定
・編集部会　２回開催　　編集委員会　３回開催

平成30年度実績
・学校でのおおさか環境科使用率　小学校　96.9％、中学校　92.4％
・編集部会　２回開催　編集委員会　３回開催

具体的取組１－2－１ 【学校と連携した環境学習等】

30決算額 ４百万 元予算額 ６百万 ２予算額 ７百万

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況
ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

全体

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・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。

・小学校・中学校での「おおさか環境科」使用率　小学校 97％以上　中学
校 92％以上
【撤退・再構築基準】
・小学校・中学校の平均使用率が85％を下回った場合、実施手法等を検
討の上再構築する。

前年度までの実績
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【様式２】

円 円 円

具体的取組１－2－２ 【地域と連携した環境学習等】

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・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
進めるとともに、環境に関するＮＧＯ／ＮＰＯ等環境団体や国連環境計画
国際環境技術センター（UNEP-IETC）によるネットワークを活用した取組を
充実する。

　区における環境学習講座・イベント等　96回以上実施
  国連環境計画国際環境技術センター（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等を７回以上実施

・民間ネット調査で、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを減らすこと
につながる省エネルギーの取組みを行っていないと回答した市民の割合　
15％以下を目標とする。
【撤退・再構築基準】
・民間ネット調査で、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを減らすこと
につながる省エネルギーの取組みを行っていないと回答した市民の割合
が25％以上の場合、実施手法等を検討のうえ、再構築する。

前年度までの実績
令和元年度実績（12月末現在）
・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　84.1%
・環境活動団体等のネットワーク会議　６回開催
・区における環境学習講座・イベント　65回実施
・UNEP-IETC等と連携した地域イベント　２回実施

平成30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　72.7％
・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　144回実施
・市民を対象としたＵＮＥＰ-ＩＥＴＣツアーを開催し、環境学習プログラムを
実施

30決算額 35百万 元予算額 48百万 ２予算額 49百万

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

【主なＳＤＧｓゴール】

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】

計
　
画

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～令和７年度）

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

  
  
  
  
  
  
　 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

・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）

・排出事業者への啓発指導実施延べ件数

・ごみ処理量推移

コミュニティ回収

資源集団回収

本市

収集

（計画量）

本市収集

容プラ対象品目

資源ごみ対象品

衣類

新聞、折込チラシ、

段ボール、雑誌、

紙パック

その他の紙

紙類、古布類

産業廃棄物

その他

[環境局調べ] 

・普通ごみに含まれる資源化可能物の割合

・事業系ごみに含まれる資源化可能な紙類等や産業廃棄物

資源化可能

物の割合

25.86%

資源化可能

物の割合

25.21%

資源化可能

物の割合

25.78%

（１）家庭ごみ

（平成30年度）

（２）事業所ごみ

・排出されているごみのうち生ごみの推計割合（量）

6.8／15.3（万トン）

割合量は組成率から推計

小規模事業所の総量は、H30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、特定建築

9.7／33.4（万トン）

うち食べ残し2..2万トン

手つかず食品 1.5万トン

うち食品ロス 4.5万トン うち食品ロス 4.3万トン

割合量は組成率から推計

H29・・・平成29年度事業系一般廃棄物排出実態調査（特定建築物）より

H30・・・平成30年度事業系一般廃棄物排出実態調査より

※厨茶類には流出

水分等3.2%を含ま

ない

目標年度 基準年度 計画目標

ごみ処理量 令和７年度 平成26年度
84万トン

（10万トン削減）

▲124万トン

（▲57％）

中小事業所（平成30年度） 大規模事業所（平成29年度）

8.7／22.4（万トン）
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【様式２】

課題（上記要因を解消するために必要なこと）

・市民・事業者・地域・区をはじめとしたすべてのステークホルダーと連携し、排出者がごみ減量や分別といった実際の行動を起こすような効果のあ
る取組を展開する。
・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。
・人口の増加等、ごみ量の増加要因はあるものの、古紙や容器包装プラスチック等の資源化可能なものの分別排出の徹底、適正処理を推進し、ご
み減量を進める。
・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、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。
・時間にとらわれず容易にアクセスできる媒体（ホームページ等）を活用し、ごみ減量に関する情報発信・普及啓発を効果的に行う。
・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・適正処理を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。
・大規模災害時に大量の災害廃棄物が発生することが予想され、その適正かつ迅速な処理を進める体制が必要である。

自
己
評
価

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

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

・平成30年度のごみ処理量は93万トンとなり、ピーク時である平成３年度の217万トンと比較すると、減少しているものの、近年は横ばいとなってい
る。
・排出されるごみの中に、手つかずのまま捨てられている食品や食べ残しといった食品ロス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。
・普通ごみのうち約１／４が資源化可能物であり、その割合が変わっておらず、分別排出が進んでいない。
・ごみ減量に関する普及啓発については、ICT技術を活用しながら情報発信を一層充実する必要がある。
・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・適正処理の施策が、十分に浸透していない現状がある。
・災害時は、がれき等の廃棄物が大量に発生するとともに交通の途絶等に伴い、排出されるごみの収集・処理が困難になる。
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【様式２】

円 円 円

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
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・各区の実情（ごみの減量目標）に応じた実効性のある啓発を、各区と連
携して実施していく。

　各区役所等の施設を利用した減量目標パネルの掲出や、イベント等に
おいて区民へのチラシ配布などによる啓発　24回以上

・令和２年度ごみ減量目標を達成した区の数　半数以上
【撤退・再構築基準】
令和２年度ごみ減量目標を達成した区の数が５区以下の場合、啓発手
法を再構築する。

前年度までの実績
令和元年度実績　
・各区において、ごみ減量目標を設定し、目標達成に向け、区と連携した
取組について調整を実施

具体的取組２－１－１ 【区ごとのごみ減量目標の取組】

30決算額 ― 元予算額 ― ２予算額 ―

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

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
ａ：順調
ｂ：順調でない

計
画

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
トで処理されている状態
・地域の特性に応じて、再生可能資源や人材、資金等が活用されるととも
に、地域間で補完し合う状態

・地域と連携しながら、資源化可能なごみの分別排出率のさらなる向上を
めざし、地域コミュニティの活性化（財源確保）にもつなげる。
・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
の発生抑制をめざす。
・地域と連携した分別排出を促進する。
・「大阪市プラスチックごみ削減目標」に基づき、2025年（令和７年）までに
ペットボトルを100％資源化（リサイクル）する。
・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。
・大規模災害に伴い発生する災害廃棄物を迅速かつ適切に処理するた
めの、事前の体制整備を進める。
・「家庭系ごみ収集輸送事業改革プラン2.0」に基づき、更なる経費の削減
と市民サービスの質的向上を図る。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
・ごみ処理量　令和２年度90万トン、将来的な目標として令和７年度84万ト
ン

めざす成果及び戦略　２－１ 【さらなる３Ｒの推進】

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円30決算額 0.3百万 元予算額 ５百万 ２予算額 0.9百万

令和元年度実績（12月末現在）
・「食べ残しゼロ」の推進に関する連携協定締結（株式会社京阪神エルマ
ガジン社、株式会社ＲＥＡＲＳ）
・排出事業者へのセミナー等での啓発　１回
・ミーツ・リージョナル（株式会社京阪神エルマガジン社）への「食品ロス
削減」にかかる本市施策の掲載　８回
・「大阪市食べ残しゼロ推進店舗登録制度」登録店舗数　101店舗
・飲食店の食品ロスに関するアンケートの実施
・フードドライブ連携実施にかかる協定（令和元年６月７日）

平成30年度実績
・家庭ごみに含まれる食品ロスの推定量　3.7万トン
・啓発チラシ等の配布　5,632枚
・市ＨＰで生ごみ「３きり」運動の協力呼びかけ
・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
・「大阪市食べ残しゼロ推進店舗登録制度」登録店舗数　41店舗
・排出事業者への説明会等　３回
 ・事業者向け啓発チラシの配布　約9,400枚

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

（家庭ごみ）
・地域やＮＰＯ等と、協定の締結等により連携した仕組みを構築し、新たに
フードドライブを実施するとともに、広報紙やホームページ等の媒体を活
用した広報や、各種イベントを通じ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。
　ガレージセール等でのイベントにおいて、フードドライブの啓発活動等　23回
　啓発チラシ等の配布　5,000枚

　
（事業所ごみ）
・食品ロスの削減に関する施策を実施する。「大阪市食べ残しゼロ推進店
舗登録制度」の登録店舗の拡大や、関係団体や民間企業との連携協定
に基づく食品ロス削減の取組の実施、排出事業者を対象とする民間企業
主催のセミナー等において本市施策の紹介や食品ロス削減について啓
発することにより、事業所から排出される生ごみの減量を図る。また、本
市イベント等での連携協定の内容やドギーバッグの普及啓発の実施や、
インバウンド向け「食べ残し削減」の多言語メッセージカードの配布によ
り、飲食店等での食べ残し削減を図る。
　排出事業者等へのセミナー等での啓発　３回
　ミーツ・リージョナル（株式会社京阪神エルマガジン社）への「食品ロス削減」にかかる本市施策の

掲載　12回

　

・令和２年度に1,680トン削減（令和７年度までに8,400トン削減とする目標
に対して達成率20％）

・排出事業者等（セミナー参加者）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・再構築基準】
家庭及び事業所ごみいずれの指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

具体的取組２－１－２ 【生ごみの発生抑制】

計
画

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

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
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

具体的取組２－１－３ 【古紙・衣類の分別施策の推進】

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・古紙・衣類の分別排出促進による、ごみ減量を図るため、地域と連携し
た減量施策であるコミュニティ回収を積極的に推進する。また、地域が安
心してコミュニティ回収を実施できる環境をつくりだすため、古紙・衣類の
持ち去り行為を抑止するための巡回パトロールを実施するほか、違反者
に対して厳正に対処することによりコミュニティ回収のさらなる拡大を図
る。

　コミュニティ回収団体等への「コミュニティ回収通信」の発行　３回
　警察OBによる事業者等への啓発　　40回以上

・古紙衣類の実質分別排出率　平成30年度から３％向上させ47％とする
・コミュニティ回収実施団体数　130団体
【撤退・再構築基準】
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
令和元年度実績
・コミュニティ回収実施団体数　97団体（１月末現在）
・古紙・衣類の回収量　30,622トン（コミュニティ回収含む）（10月末見込）

平成30年度実績
・コミュニティ回収実施団体数　75団体
・古紙・衣類の回収量　27,153トン（コミュニティ回収含む）　

平成29年度実績
・コミュニティ回収実施団体数　40団体
・古紙・衣類の回収量　22,212トン（コミュニティ回収含む）

30決算額 98百万 元予算額 104百万 ２予算額 114百万

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

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

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・次世代に豊かな環境を引き継いでいくため、プラスチック製品等への依
存度を減らすとともに、経済性及び技術的可能性を考慮しつつ、使用され
た資源を徹底的に回収し、何度も循環利用することを旨として、プラスチッ
クの資源循環を総合的に推進する。とりわけ令和２年度においては、Ｇ20
大阪サミットや大阪・関西万博の開催地として、次の取組を進める。
・令和元年度に開催されたＧ20大阪サミットの開催地として、首脳宣言に
おいて採択された、2050年（令和32年）までに海洋プラスチックごみによる
追加的な汚染をゼロにすることをめざす「大阪ブルー・オーシャン・ビジョ
ン」の実現に向けた取組を推進する。
・本取組においては、令和元年度から本市が全国の他の自治体に先駆け
て実施している、新たなペットボトル回収・リサイクルシステムを支える事
業者数の拡大を図る。また、普及啓発を強化することにより、実施地域コ
ミュニティ数の拡大を図り、持続可能な仕組みを構築する。
・さらには、関連する具体的取組と有機的に連携し、「大阪ブルー・オー
シャン・ビジョン」の計画的かつ効率的な達成に向けて展開する。

・2025年（令和７年）までにペットボトルを100％資源化（リサイクル）する
べく、令和２年度のペットボトル回収率を、平成30年度から4％向上させ
90％とする。
【撤退・再構築基準】
・2025年（令和７年）までに「大阪市プラスチックごみ削減目標」に掲げる
目標が達成できないことが見込まれる場合には、本取組みの効果と分別
排出における普及啓発の手法等について再検討する。

前年度までの実績
令和元年度実績
・国の「プラスチック資源循環戦略」等を踏まえた「一般廃棄物処理基本
計画」の中間見直しについて、大阪市廃棄物減量等推進審議会で審議
を受けた。
・レジ袋削減に関する協定を、14事業者、１市民団体と締結（６月７日）
・新たなペットボトル回収・リサイクルシステムにおける国と連携した「先
進的モデル事業」を実施した（10月の1月間）

平成30年度実績
・おおさかプラスチックごみゼロ宣言の実施
・プラスチック資源循環戦略小委員会へ自治体代表として参画
・マイバッグキャンペーンの実施

平成29年度までの実績
・環境省モデル実証事業（製品プラスチック一括回収及び選別一本化）へ
参加
・スーパーマーケット７事業者128店舗とレジ袋削減協定を締結
・マイバッグキャンペーンの実施　７回
・容器包装プラスチックの分別収集を開始（平成13年度～）
・資源ごみの収集品目にペットボトルを追加（平成９年度～）

30決算額 ― 元予算額 ３百万 ２予算額 24百万

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

具体的取組２－１－４
【新たなペットボトル回収・リサイクルシステムの取組推進
（プラスチックごみ削減の取組）】
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

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
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・大規模災害発生時における、「大阪市災害廃棄物処理基本計画」や同
「業務実施マニュアル」の実効性を高めるため、生活ごみ、避難所ごみ及
び災害廃棄物等を迅速かつ適切に処理できるよう、平時からセンターと地
域・区役所と協力体制を構築するためマニュアル等に沿った訓練を実施
する。

・区役所及び地域との連携した合同訓練の実施　各センター１回以上
【撤退・再構築基準】
未実施センターがあった場合は、原因を精査し訓練方法の再構築を行
う。

前年度までの実績
令和元年度実績(12月末時点)
・区役所及び地域との合同訓練実施　32回
平成30年度実績
・区役所及び地域との合同訓練実施　27回

30決算額 27百万 元予算額 29百万 ２予算額 29百万

具体的取組２－１－６ 【災害時の廃棄物処理体制の構築】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

具体的取組２－１－５ 【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】　

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・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。

　搬入物チェックによる排出事業者への要指導事案への指導実施率　
100％

・搬入不適物における排出事業者への要指導事案に対する指導完了と
なった割合　過去３年平均以上
【撤退・再構築基準】
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
令和元年度実績（12月末現在）
・啓発指導実績延べ件数（排出事業者への指導率）　　2,433件（100％）
・搬入不適物における排出事業者への要指導事案件数に対する指導完
了となった割合　86％

平成30年度実績
・啓発指導実施延べ件数（排出事業者への指導率）　　　2,620件（100％）
・搬入不適物における排出事業者への要指導事案件数に対する指導完
了となった割合　73％

平成29年度実績
・啓発指導実施延べ件数（排出事業者への指導率）　　　2,735件（100％）
・搬入不適物における排出事業者への要指導事案件数に対する指導完
了となった割合　66％

30決算額 38百万 元予算額 40百万 ２予算額 42百万

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

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
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

30決算額 27百万 元予算額 29百万 ２予算額 30百万

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・職員数の減員に合わせ、資源ごみ・容器包装プラスチック収集の民間委
託を拡大
・輸送効率や災害対策を考慮しながら、環境事業センターの適正配置に
向けて、２環境事業センターの廃止に着手
・公務上交通事故”０”をめざし、更なる取組を推進
・福祉的サービスの拡充など、地域との連携業務を強化
・国際観光都市を見据えつつ、市民からの要望度も高い普通ごみの午前
収集を一部のエリアで試行実施し、検証
・ICT活用策の調査・研究
・安定的かつ効率的な、ごみ焼却処分事業との一体的運営手法の検討

・「家庭系ごみ収集輸送事業改革プラン2.0」のアクションプラン編に掲げ
る目標全18項目の達成
【撤退・再構築基準】
目標とする成果が得られるよう、環境事業センター改革検討委員会にお
いて定期的に点検、評価を行うなど、PDCAサイクルを徹底

前年度までの実績
令和元年度実績
「家庭系ごみ収集輸送事業改革プラン」に掲げた目標（全19項目）を達成

具体的取組２－１－７ 【家庭系ごみ収集輸送事業改革（改革の柱２－１－（６））】
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【様式２】

【主なＳＤＧｓゴール】

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題３ 【快適な都市環境の確保・自然共生社会の実現】

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、令和７年までの使用の全廃、令和10
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廃棄物については令和２年度末までに、低濃度PCB廃棄物については令和８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。
・なお、本市が保有する照明用安定器等（計 約6.8万個）については、確実な期限内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1.5万台、蛍光灯等の安定器等処分見込量約30万個（令和元年11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より加工〕

・水辺に対する市民満足度

（平成30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

寝屋川水域

大和川水域

神崎川水域

市内河川水域淀川水域

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

R10 R20 R30 R40

令和10年
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【様式２】

計
　
画

・「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～令和２年度）

≪目標（令和２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。

・日々の暮らしの中で、自然や生き物を

身近に感じますか。

（令和元年度民間ネット調査）

・あなたは、「生物多様性」という

言葉や意味を知っていましたか。

（令和元年度民間ネット調査）

・大気汚染物質の環境基準達成状況（過去10年間）

・大気汚染物質濃度の経年変化
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【様式２】

計
　
画

要因分析（めざすべき将来像と現状に差が生じる要因の分析結果）

・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。
・工場等のばい煙規制等の結果、大気汚染物質である硫黄酸化物等は改善されたが、近年問題となっているPM2.5等は国の環境基準を達成して
おらず、大気環境の改善が必要である。
・石綿含有建築材料が使用されている建築物の解体・改修工事が令和10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、適切な石
綿除去工事の実施が求められているが、石綿使用の事前調査が不十分であることを原因とする不適切な石綿除去工事が年に数件ある。
・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、処理期限内
に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。
・国の環境基準を達成していない大気汚染物質の状況を把握するため、大気中濃度の観測網を充実させる。
・事前調査不足による不適切な石綿除去工事を防止するためには、施工業者に対する指導を徹底することにより、確実な事前調査を実施させるこ
とが必要である。
・生物多様性の保全については、「大阪市生物多様性戦略」に基づき、市民をはじめ、さまざまな主体と連携・協働しながら、施策を総合的に推進す
るとともに、同戦略の改定を行う。
・ヒートアイランド対策については、「おおさかヒートアイランド対策推進計画」に基づき、人工排熱の低減、建物・地表面の高温化抑制など「緩和策」
と、熱中症などの人の健康への影響等を軽減する「適応策」を、大阪府や関係所属と連携して推進する。

自
己
評
価

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

・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]

・「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～令和７年度）

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。

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。
目標２

目標１

※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

※

・「街なかが暑く、日中に出歩きにくい」と

回答した市民の割合

（令和元年度民間ネット調査）

－20－



【様式２】

円 円 円

ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・市内の高濃度ＰＣＢ廃棄物が令和２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、保管事業者等へ処
理期限内の適正処理に必要な指導等を行う。

　ＰＣＢ廃棄物適正処理に関する事業者向け周知　約1,700件
　ＰＣＢ使用製品等の掘り起こし調査（これまでの調査対象外の事業者を
対象）　約1,000件

・高圧変圧器及び高圧コンデンサーの処理実績　100％（処理される見込
みのものを含む）
【撤退・再構築基準】
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100％未満の
場合、保管事業者への改善命令及び代執行を行う。

前年度までの実績
令和元年度実績(11月末現在）
・処理実績   高圧変圧器 98.4％　
　　　　　　　   高圧コンデンサー　92.4％
・ＰＣＢ廃棄物適正処理に関する事業者向け周知　約1,700件
・ＰＣＢ使用製品等の掘り起こし調査　約2,300件
・処理困難事業者への指導等　約100件

平成30年度実績
・処理実績   高圧変圧器   98.1％　
　　　　　　　   高圧コンデンサー　90.4％
・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25,300件

具体的取組３－１－１ 【ポリ塩化ビフェニル（PCB)廃棄物の適正処理】

30決算額 14百万 元予算額 5百万 ２予算額 3百万

めざす成果及び戦略　３－１ 【都市環境の保全と創造】

計
画

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

・事業者等に対して通知や立入指導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。
・「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」実行計画に基づき、あらゆるステー
クホルダーとの連携強化を図り、海洋ごみの発生抑制等に取組む。
・常時監視測定局の適正配置により、現在の大気汚染の状況をより精緻
に把握し、大気汚染対策を効果的に進める。
・施工業者に対する石綿使用の事前調査に係る指導を徹底することによ
り、確実な事前調査を実施させる。
・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、市民をはじめ、さまざまな主体と連携・協働しながら推
進する。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
・令和２年度末までに、市内の高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理実績を100％
（処理される見込みのものを含む）とする。
・令和12年度までに市内全域で、大気にかかる環境基準を達成
・十分な事前調査が実施されないまま石綿使用建築物の解体工事が行
われ、大気汚染防止法に基づく勧告措置に至った件数０件
・2030年度（令和12年度）に「日々の暮らしの中で自然や生き物を身近に
感じる」と回答した市民の割合　50％

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

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
ａ：順調
ｂ：順調でない

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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円 円 円

円 円 円

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

具体的取組３－１－２ 【「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」実行計画の策定】

30決算額 ― 元予算額 ― ２予算額 ８百万

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・Ｇ20大阪サミットの開催地として、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の
実現に向け、海洋ごみの発生抑制や豊かな水環境の保全を推進するた
め、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」実行計画を策定する。

・大阪市環境審議会において専門部会を設置し、「大阪ブルー・オーシャ
ン・ビジョン」実行計画の策定を行う。
【撤退・再構築基準】
環境審議会の答申まで至らなかった場合、実施手法等を検討のうえ再
構築する。

前年度までの実績
令和２年度新規事業

具体的取組３－１－３ 【新たな大気汚染常時監視網の構築】

30決算額 ― 元予算額 ― ２予算額 21百万

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・現在の工場・事業場の分布や自動車交通量等の発生源データをもとに
大気拡散シミュレーションを実施し、学識経験者の意見をふまえて最適な
常時監視網を構築するための方針を策定する。

　方針策定に向けた検討委員会の開催　２回

・最適な常時監視網に必要な測定局数及び配置を定める。
【撤退・再構築基準】
必要な測定局数及び配置を定めるまで至らなかった場合、実施手法等を
検討のうえ再構築する。

前年度までの実績
令和元年度実績（見込み）
大気拡散シミュレーションに必要となる、現在の工場・事業場の分布や自
動車交通量等の発生源データの調査

課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

自
己
評
価

当年度の取組実績

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

具体的取組３－１－４ 【建築物等の解体等工事時における石綿の事前調査の徹底】

30決算額 ― 元予算額 ― ２予算額 ―

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・特定建設作業実施の届出の受付の際や、建設リサイクル法の届出の
情報を基に、施工者に対し、事前調査が確実に実施されたかヒアリング
により確認するとともに、事前調査に係る指導を行う。また、現場パトロー
ルを実施し、事前調査が適切に行われているか確認する。

　特定建設作業実施の届出の受付時、事前調査実施の確認や指導の実
施率100%

・「建築物等解体等現場一斉パトロール」における、事前調査に関する法
令違反があった現場の割合　基準年度※実績未満
【撤退・再構築基準】
過去３年の「事前調査に関する法令違反があった現場の割合」の平均が
基準年度を上回った場合、事前調査の徹底に係る取組内容を再検討、
強化する。
※本取組はこれまでの取組内容と併せて平成27年度から実施している
ため、平成27年度(「事前調査に関する法令違反があった現場の割合」
24.9％）を基準年度とする。

前年度までの実績
令和２年度新規事業

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

計
画

・「日々の暮らしの中で自然や生き物を身近に感じる」と回答した市民の
割合40％以上を目標とする。
【撤退・再構築基準】
「日々の暮らしの中で自然や生き物を身近に感じる」と回答した市民の割
合が30％未満の場合、実施手法等を検討のうえ再構築する。

前年度までの実績
令和元年度実績
・「日々の暮らしの中で自然や生き物を身近に感じる」と回答した市民の
割合　民間ネット調査　 37.8％
・小学校での生き物調査　60回（30校）
・「大阪市生物多様性戦略（概要版）」の配布 1,380部（１月末現在）
・自然体験観察園でのビオトープ整備（設計）講座７回
・なにわＥＣＯスクエア会議の開催　３回
・平成30年度に実施した小学校生き物調査の結果を、天王寺動物園､中
央図書館､南港ATCホールにて、4月から8月の間に順次展示
・大阪市生物多様性戦略に基づく取組み状況の確認

平成30年度実績
・「日々の暮らしの中で自然や生き物を身近に感じる」と回答した市民の
割合　民間ネット調査　 30.4％
・生物多様性に関するシンポジウム開催　１回
・小学校での生き物調査　60回（30校）
・「大阪市生物多様性戦略（概要版）」の配布　2,000部

30決算額 ２百万 元予算額 ４百万 ２予算額 ７百万

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・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。前年度に引き続
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。
・令和２年度に計画期間が終了することから、次期計画の策定のため、
有識者にヒアリングを行い、新計画を策定し周知する。
　
　新計画の策定、周知
　小学校での生き物調査　60回(30校)
　なにわECOスクエア（生物多様性の保全に向けたネットワーク会議）の
開催

具体的取組３－１－５ 【「大阪市生物多様性戦略」の推進】

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

自
己
評
価

当年度の取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

プロセス指標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

計
画

当年度の取組内容 プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）
・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
する情報についての発信を行う。

　身近な暑さ対策に関するリーフレットの配布　　2,000部
　緑のカーテン・カーペットのリーフレットの配布　　2,000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

・打ち水や緑のカーテン・カーペットに取組んだ市民の割合の実施率上昇
を目標とする。
※令和元年度/打ち水：17.8％・緑のカーテン・カーペット：10.8％
【撤退・再構築基準】
市民による打ち水や緑のカーテン・カーペットの取組み実施率が、いずれ
も前年度実績を5ポイント以上、下回った場合は事業を再構築する。

前年度までの実績
令和元年度実績
・打ち水に毎年または毎年ではないが継続して取り組んでいると回答し
た市民の割合　　民間ネット調査　17.8％
・緑のカーテン・カーペットづくりのいずれか１つでも取り組んでいると回答
した市民の割合　　民間ネット調査　10.8％
・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　3,520件
・身近な暑さ対策に関するリーフレットの配布　　200部
・緑のカーテン・カーペットに関するリーフレットの配布　 　264部
・ホームページでの情報発信　13回（１月現在）
・大阪市ヒートアイランド対策推進連絡会の開催

平成30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　4,040件
・身近な暑さ対策に関するリーフレットの配布　　2,000部
・緑のカーテン・カーペットのガイドブック配布　 　2,400部
・ホームページでの情報発信　11回
・大阪市ヒートアイランド対策推進連絡会の開催

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組３－２－１ 【「おおさかヒートアイランド対策推進計画」の推進】

30決算額 0.2百万 元予算額 0.2百万 ２予算額 0.1百万

自
己
評
価

戦略のアウトカム指標に
対する有効性

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

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

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

アウトカム指標の達成状況 前年度 個別 全体

計
画

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
の健康への影響等が現状より軽減されている状態

・「おおさかヒートアイランド対策推進計画」に基づき、気温上昇抑制を目
的とした「緩和策」に取り組むとともに、夏の昼間の都市部の暑熱環境に
対応するため、人への影響等を軽減する「適応策」を推進する。

アウトカム（成果）指標（めざす状態を数値化した指標）
・2025年度（令和７年度）までに、大阪市における地球温暖化の影響を除
外した熱帯夜日数を2000年(平成12年)の46日より３割減らす。

めざす成果及び戦略　３－２ 【ヒートアイランド対策の推進】

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

プロセス指標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「イ」がある場合は必須

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・再構築基準未達成

戦略に対する取組の有効性
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、取組を見直す
―：プロセス指標未設定(未測定)
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