
（別紙本体様式）　A４

環　　境　　局

ア 総　括　表 （単位：百万円）

歳出 税等 歳出 税等 歳出 税等

【23,940】 【27,079】 【▲3,139】

14,586 2,075 17,010 2,390 ▲ 2,424 ▲ 315

14,090 3,163 16,591 3,227 ▲ 2,501 ▲ 64

496 486 419 411 77 75

▲ 1,574 ▲ 1,248 ▲ 326

9,355 9,152 10,069 9,738 ▲ 714 ▲ 586

（　　　　） （　　　　） （　　　　）

【23,940】 【27,079】 【▲3,139】

14,586 17,010 ▲ 2,424

（別途）公債費等

所属配分予算(※)

重点予算事業での要求

財産売却代
（土地、建物、有価証券売却代）

区

分

平成23年度　局配分予算算定案

一　般　会　計

所　　属　　計

（Ａ）－（Ｂ）

特　別　会　計

平成23年度算定（Ａ） 平成22年度当初（Ｂ）

23年度算定（Ａ） 配分額（Ｂ） （Ａ）－（Ｂ）

再

掲
2,651 1,904 747

315

配分額を超過する理由

1,060百万円

▲107百万円

22年度予算編成時における配分残額 ▲710百万円

（注）１. 所属配分予算には、平成22年9月21日付財第88号の会計別総括表の記載要領における、「裁量経費」、「歳出に

　　　　連動しない歳入」、「非裁量経費」、「裁量経費のうち旧重点予算改革枠」の合計を記入すること。

　　　　　また、各区分の税等欄には、同記載要領の再差引市費を記入すること。

　　　２．一般会計・所属計欄の上段【　】には、公債費等を加えた計数を記入すること。

　　　３. 特別会計の税等欄には、一般会計繰入金を記入するとともに、収支過不足額を上段（　）書きで記入すること。

　　　４．23年度算定（Ａ）が配分額（Ｂ）を超過する場合は、その理由を明記すること。

（B）うち
未利用地売却促進ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ制度

ごみ量の減に伴う一般廃棄物処理手数料及び発電収入の減 　

配分超過の対応方策

民間委託化等による人件費削減効果（13人）

所属配分予算(※）の税等のうち
　裁量経費
　歳出に連動しない歳入



イ 環境局 主要事業の概要                 

                                  

  

  

 

 

 

 

経営課題 1  低炭素社会の構築・良好な都市環境の確保と経済の活性化 

戦略１－１ 環境未来型の都市構造への変革  

・ 未利用・再生可能エネルギーの活用などにより、化石燃料に依存しない社会 

システムへの変革をめざす。 

・ 建築物におけるエネルギーの有効利用などを進める。 

・ 水・緑・風などの活用により、水都再生と自然共生社会をめざす。 

 

達成目標（戦略１－１～１－３ 共通） 

○ 2020（平成 32）年度までに市域の温室効果ガス排出量を、1990(平成 2)年度比で

25％以上削減する。 

 

①(仮称)「大阪市地球温暖化対策条例」の制定 (★政Ｆ)           １百万円 

        地球温暖化対策の推進のため、市民・事業者・行政の責務の明確化とともに、一定規模以上の

事業所で CO2 排出削減を促進する制度や、建築物環境配慮制度等をつくる。 

                                          （２２１百万円）        

②市民・事業者との協働による地球温暖化対策推進事業（★政 F）   ２６７百万円 

太陽光発電補助制度により、家庭・事業所における太陽光発電の普及を促進する。 

【業績目標】     補助制度による太陽光発電導入量 3,810ｋW 

        

 

  ・        は重点予算事業を        は新規事業を表す    

 ・（★政 A）：局横断的政策課題「地域活性化」 

 ・（★政 E）：局横断的政策課題「文化・観光振興による都市魅力の創造」 

・（★政 F）：局横断的政策課題「低炭素社会の構築に向けた取組み」 

・（★政 K）：局横断的政策課題「臨海部」 

・上段（ ）内は 22 年度当初予算額 

経営課題に対応する２３年度の主要事業 

 重 

 重 

 新 

 新 



 （１百万円） 

③夢洲 1 区メガソーラー設置事業の推進（★政 F・K）              １百万円 

市民がメガソーラー発電に参加するための手法の検討・広報を実施する。 

 

 

      ④生ごみと下水汚泥のバイオガス化実験（★政 F）               ２８百万円 

生ごみのリサイクルや有効利用を促進するため、下水処理場の既設の施設へ生ごみを投入

してバイオガスを発生させる実験を行う。 

 

⑤EV 体験試乗事業（★政 F）                             ２百万円 

環境局が保有する EV（電気自動車）2 台を活用し、業務に使用しない土曜・日曜・祝日に市民

を対象にした体験試乗事業を実施する。 

 【業績目標】     事業実施期間中（約 60 日間）の利用者数 240 人 

 

              （７百万円） 

⑥充電スタンドの整備（★政 F）                           １１百万円 

EV（電気自動車）の普及を促進するため、都市間移動・長距離移動の支援として、急速充電

器を 1 基設置する。 

（９百万円） 

⑦「風の道」事業の推進（★政 F）                         １２百万円 

「風の道」ビジョン（平成２２年度策定）を具体化する施策の１つとして、長堀通（「風の道」モデ

ル地区）において、路面散水設備の実証実験を行う。また、「風の道」に配慮したまちづくりにつ

いて調査研究を行う。 

      （５百万円） 

      ⑧ドライ型ミスト設置補助制度の運用 (★政Ｆ)                  ５百万円 

 ドライ型ミストの設置補助を行い、ミスト散布の民間への普及拡大を図る。 

【業績目標】     補助制度によるドライ型ミスト設置ヵ所数 １０ヵ所 

（４百万円） 

      ⑨市民協働による打ち水の実施(★政Ｆ)                      ３百万円 

          「大阪打ち水大作戦」打ち初めイベントのほか、区民祭り等のイベントに対し打ち水の実施支

援を行う。 

【業績目標】     実施ヵ所数 ４０ヵ所 

 

 重 

 新 

 重 

 重 

 重 

 新 



 

（４百万円） 

      ⑩緑のカーテン・カーペットづくりの推進(★政Ｆ)                 ２百万円 

          区役所等で緑のカーテン・カーペット作りを行い、効果的に PR することにより、市民との協働に

よる建物緑化の取組を促進する。 

【業績目標】     実施施設数 ５００施設 

 

      ⑪「生物多様性地域戦略」の策定 (★政Ｆ)                   １０百万円 

          市域における生き物の生息空間の保全・創出の取組みとともに、市外の自然環境との広域

的な連携を視野に入れた取組みや自然環境の活用策などをまとめた地域戦略を策定する。 

 

 

       

戦略１－２  環境未来型の産業構造への転換 

・  環境エネルギー産業の誘致・活性化をめざす。 

 ・  大阪の都市インフラや環境技術をビジネスに活用する。 

 

①スマートコミュニティ実証事業（企画立案）（★政 F・K）            ２０百万円 

情報技術を使って電力需給を制御するスマートグリッドなど、環境・エネルギー分野における

先端技術の実証実験を事業者と連携して咲洲地区で行い、新たなビジネスを創出する。 

 

 

②水・環境技術の海外プロモーションの推進（★政 F）              ３百万円 

経済界と連携して（仮称）「大阪市 水・環境技術海外展開推進機構」へ参画し、見本市、現

地調査への参加やプロモーションの実施などに取組む。 

 

 

 

③関西エコビジネスツアーの創設（★政 E・F・K）                 －百万円 

夢洲・咲洲の環境・エネルギー産業、環境関連施設などを組み込み、 新技術などの見学・

体験とともに商談なども可能なエコビジネスツアーを創設する。 

 

 重 

 新 

新 

 重 

 新 

 新 



戦略１－３  環境未来型のライフスタイルの創造 

・  「ポイント化」と「見える化」でメリット感を創出する。 

 ・  環境教育・啓発、市民協働の取組みを一層推進する。 

    

①なにわエコポイントモデル事業の実施(★政Ｆ)                 ２百万円 

         市民のエコ活動にエコポイントというインセンティブを付与することにより、市民が積極的にエ 

コ活動に取組む仕組みを創出する。 

【業績目標】  ３行政区においてモデル事業を実施し、本格実施に向けた課題の抽出・検討 

 

②市民協働ポイントと連携した環境活動の推進(★政Ｆ)            ４百万円  

交通局が実施する「市民協働ポイント事業」と連携し、エコ活動に取組む市民にポイントを付

与し、その活動を促進する。 

       【チャレンジ目標 エコポイントを付与されるエコ活動参加者 8,500 人】 

 

③「見える化機器」を活用した省エネ行動の促進(★政Ｆ)            ３百万円 

消費電力・電気料金・省エネ効果が一目で分かる「見える化機器」を市民に貸し出すことに 

より、市民の省エネ行動を促進する。 

       【業績目標 貸出世帯数 200 世帯】 

 

④おおさか環境科（仮称）の創設準備(★政Ｆ)                 １５百万円 

小中学校の授業の中で（仮称）「おおさか環境科」を創設し、NPO や企業とも連携して、地球 

温暖化、ごみ減量、生物多様性、都市環境保全など実践を交えた環境教育を推進する。 

【業績目標 小学校 3・4 年生用、5・6 年生用、中学生用の副読本及び電子黒板用教材の作成】 

 

⑤（仮称）「市民会議」の設立(★政Ｆ)                       －百万円 

低炭素社会の構築や循環型社会の形成などをテーマに、市民協働のもと幅広く環境活動

の展開に取り組む（仮称）「市民会議」を新たに設立する。 

(４百万円) 

⑥ライトダウンキャンペーンの参加拡充(★政Ｆ)                  ４百万円 

御堂筋沿道や中之島のライトアップ実施事業所に対し、「ライトダウンキャンペーン」の参

加を呼び掛けるとともに、取組事業所の拡大を図る。 

 【業績目標】  御堂筋沿道や中之島におけるライトアップ実施事業所の 90％の参加 

市域のライトダウン参加数の拡大 

 新 

 新 

 新 

 新 

 新 



経営課題２  持続可能な循環型都市の構築 

戦略２－１  市民・事業者等と協働した３Ｒの推進 

・ 市民・事業者等との協働により、一層のごみ減量・リサイクルを推進し、徹底し

たごみ減量を図る。 

・  ごみ処理量の６割を占める事業系ごみの減量に積極的に取り組む。 

（達成目標） ごみ処理（焼却）量    平成 19 年度  →   平成 27 年度 

１４８万ｔ  →    １１０万ｔ 

 

①(仮称)「大阪市循環型社会形成推進条例」の制定(★政Ｆ)        －百万円  

 循環型社会形成に向けた本市の基本理念等をまとめた条例を制定し、市民・事業者・行政 

の責務を明確化するとともに、リサイクルに供されるべき「もの」を具体的に示し、その循環利用 

を促進する。    

                

（１２百万円） 

        ②紙パック・乾電池などの拠点回収場所の拡大(★政 A)           １１百万円 

         公共施設や民間施設での回収ボックスの設置を拡大し、紙パック･乾電池などの回収を促進

する。 

【業績目標】 ・拠点回収場所数         180 ヵ所 

 ・回収量   紙パック        ９２トン 

（紙パックの資源集団回収移行分除く） 

              乾電池・蛍光灯管  ８０トン 

（９６百万円） 

③資源集団回収活動の活性化 (★政 A)                    ９２百万円 

 資源集団回収団体の拡大と回収量の増量を図り、ごみ減量・リサイクルを促進する。 

【業績目標】 ・資源集団回収団体登録数  ３,０００団体 

      ・古紙回収量           ４９,０００トン 

 

 

 

 

 

 重 

 重 

 新 



（４２百万円） 

４２百万円 

④排出事業者と協働した事業系廃棄物の適正区分・適正処理の推進(★政 A)      

焼却工場への搬入物のチェックを強化するとともに、産業廃棄物などの搬入不適物が発見され 

れば収集業者に排出状況等の確認、指導を行い、状況に応じてごみを排出した事業者に対し 

て、個別に適正処理方法の啓発と指導を行うなど、事業系廃棄物の適正区分・適正処理を推進 

する。 

【業績目標】 ・検査台数                      約１５万台 

  ・搬入不適物排出事業者への啓発指導   全件実施 

  （１１百万円） 

 １１百万円      

⑤市民・事業者との協働によるごみ減量・リサイクルの実践に向けた働きかけ(★政 A) 

市民・事業者の参加により、ごみの減量やリサイクルを身近な取組として働きかける様々な施 

策を展開し、市民・事業者との協働のもとに大阪市全体でごみの減量・リサイクルの推進に取組 

む。 

 【業績目標】 ・ごみ減量の取組の認知度及び実践度８０％ 

 

⑥(仮称)小物金属類分別収集                                   ２百万円 

資源の有効利用、市民のごみ減量意識を高める視点から、一部の行政区において、平成２３ 

年１０月から新たに小物金属類の分別収集を試行実施し、その排出状況等を調査・検証する。

また、あわせて希少金属（レアメタル）の回収が有効と思われる廃小型家電品の排出状況につ 

いても調査する。 

 

戦略 2－２  安定的な処理体制の確立 

・ 安定した処理体制を確立するため、ごみ焼却工場の整備配置計画の方針に

基づき、施設整備を進める。 

 （達成目標） 

○森之宮工場の建替事業を進め、平成 32 年度の竣工をめざす。 

（１３百万円） 

①森之宮工場建替調査 (★政Ｆ)                     ４７百万円 

【業績目標】   森之宮工場の建替えに向けた環境影響調査の着手 

             新森之宮工場の具体的な設備概要等の策定 

 重 

 重 

 新 



 

 

 

１． ごみ焼却工場の地方公営企業化に向けた検討                 ６百万円        

（取組内容） 

  ごみ焼却工場の経営形態について、独立採算を目指した、効率的且つ効果的な事業運営の実現

に向けて、地方公営企業化の検討を進めることとし、23 年度においては移行に向けた課題の整理及

び個別課題の検討を進める。 

(目標) 

  ごみ焼却工場の地方公営企業化（平成 25 年度を目途） 

 

２． 粗大ごみ収集等の民間委託化                          ５０百万円 

（取組内容） 

  廃棄物処理事業のより一層の効率化を図るため、粗大ごみ収集及び環境整備業務の一部につい

て、職員の退職数や民間市場の状況を勘案しつつ、段階的に民間委託を進める。23 年度においては、

10 月を目途に５行政区で、粗大ごみ収集の民間委託を実施する。 

(目標) 

  平成 27 年度民間委託率 

       粗大ごみ収集       １００％ 

       環境整備業務        ７５％（緊急的な不法投棄処理等の対応を除く） 

       

３． 斎場運営事業の民間委託化                            ４３百万円 

(取組内容、目標) 

  斎場業務の効率的な運営を目指して、小林・佃斎場の火葬等の業務について平成 23 年 10 月から

民間委託を実施する。また、民間委託導入にあわせて、外部委員による委員会を設置し、斎場の運営

における直営と民間委託を比較評価・検証し、平成 25 年度からの斎場運営に反映させる。 

 

 

４． 収集輸送業務の効率化                                －百万円          

 （取組内容）  

   ごみ収集業務の、より一層の効率化を図るため、普通ごみ収集において、当面、環境事業センタ

ーと焼却工場が併設もしくは隣接している行政区における共同住宅（マンション・アパート）を対象に、

二人乗務作業を拡大する。 

  (目標) 

    平成２７年度 普通ごみ収集車の２５％に二人乗務作業を拡大 

見直しを進める主な取組み 

 新 

 新 

 新 



 

ウ 環境局  新規・拡充事業（主なもの） 

 

 

                                                         

 

 

経営課題 1  低炭素社会の構築・良好な都市環境の確保と経済の活性化 

 

○(仮称)「大阪市地球温暖化対策条例」の制定 (★政Ｆ)                     １百万円 

地球温暖化対策の推進のため、市民・事業者・行政の責務の明確化とともに、一定規模以上の事業所で

CO2 排出削減を促進する制度や、建築物環境配慮制度等をつくる。 

      

 

○生ごみと下水汚泥のバイオガス化実験（★政 F）                         ２８百万円 

生ごみのリサイクルや有効利用を促進するため、下水処理場の既設の施設へ生ごみを投入してバイ

オガスを発生させる実験を行う。 

 

○EV 体験試乗事業（★政 F）                                       ２百万円 

環境局が保有するEV（電気自動車）2台を活用し、業務に使用しない土曜・日曜・祝日に市民を対象に

した体験試乗事業を実施する。 

 【業績目標】     事業実施期間中（約 60 日間）の利用者数 240 人 

 

○充電スタンドの整備（★政 F）                                     11 百万円 

EV（電気自動車）の普及を促進するため、都市間移動・長距離移動の支援として、急速充電器を 1 基

設置する。 

 

○「生物多様性地域戦略」の策定 (★政Ｆ)                             １０百万円 

      市域における生き物の生息空間の保全・創出の取組みとともに、市外の自然環境との広域的な連携を

視野に入れた取組みや自然環境の活用策などをまとめた地域戦略を策定する。 

 

○スマートコミュニティ実証事業（企画立案）（★政 F・K）                      ２０百万円 

情報技術を使って電力需給を制御するスマートグリッドなど、環境・エネルギー分野における先端技術 

の実証実験を事業者と連携して咲洲地区で行い、新たなビジネスを創出する。 

 

○水・環境技術の海外プロモーションの推進（★政 F）                        ３百万円 

経済界と連携して（仮称）「大阪市 水・環境技術海外展開推進機構」へ参画し、見本市、現地調査へ

の参加やプロモーションの実施などに取組む。 

 

・          は重点予算事業を表す    

・（★政 F）：局横断的政策課題「低炭素社会の構築に向けた取組み」 

・（★政 K）：局横断的政策課題「臨海部」 

 重 

 重  

 重  

 重  

 重  



 

○なにわエコポイントモデル事業の実施(★政Ｆ)                            ２百万円 

      市民のエコ活動にエコポイントというインセンティブを付与することにより、市民が積極的にエコ活 

動に取組む仕組みを創出する。 

【業績目標】   ３行政区においてモデル事業を実施し、本格実施に向けた課題の抽出・検討 

 

○市民協働ポイントと連携した環境活動の推進(★政Ｆ)                       ４百万円  

交通局が実施する「市民協働ポイント事業」と連携し、エコ活動に取組む市民にポイントを付与し、そ

の活動を促進する。 

【チャレンジ目標 エコポイントを付与されるエコ活動参加者 8,500 人】 

 

○「見える化機器」を活用した省エネ行動の促進(★政Ｆ)                       ３百万円 

消費電力・電気料金・省エネ効果が一目で分かる「見える化機器」を市民に貸し出すことにより、市 

民の省エネ行動を促進する。 

  【業績目標 貸出世帯数 ２００世帯】  

 

○おおさか環境科（仮称）の創設準備(★政Ｆ)                            １５百万円 

小中学校の授業の中で（仮称）「おおさか環境科」を創設し、NPO や企業とも連携して、地球 

温暖化、ごみ減量、生物多様性、都市環境保全など実践を交えた環境教育を推進する。 

【業績目標 小学校 3・4 年生用、5・6 年生用、中学生用の副読本及び電子黒板用教材の作成】 

 

 経営課題２  持続可能な循環型都市の構築 

 

○（仮称)「大阪市循環型社会形成推進条例」の制定(★政Ｆ)                   －百万円  

  循環型社会形成に向けた本市の基本理念等をまとめた条例を制定し、市民・事業者・行政の責 

務を明確化するとともに、リサイクルに供されるべき「もの」を具体的に明示し、その循環利用を推 

進する。         

                

○(仮称)小物金属類分別収集                                             ２百万円 

資源の有効利用、市民のごみ減量意識を高める視点から、一部の行政区において、平成２３年１０月

から新たに小物金属類の分別収集を試行実施し、その排出状況等を調査・検証する。また、あわせて

希少金属（レアメタル）の回収が有効と思われる廃小型家電品の排出状況についても調査する。 

  

 

 

 

       



ごみ減量の推進

市民・事業者との協働により、分別排出の徹底、拠点回収の充実、紙ごみ回収

の充実などのごみ減量・リサイクル施策を推進します。

また、(仮称)「大阪市循環型社会形成推進条例」を制定し、循環型社会形成に

向けた本市の基本理念や考え、市民・事業者の責務を示し、その考え方の市民・

事業者への浸透を図ります。

さらに、資源の有効利用を図り、市民のごみ減量に対する意識を高める視点か

ら、一部の行政区において、新たに小物金属類の分別収集を試行実施します。

小物金属類の分別収集にあわせて、希少金属（レアメタル）の回収が有効と思

われる廃小型家電品の排出状況についても調査し、今後のレアメタル回収に役立

ててまいります。

●「『元気な大阪』をめざす政策推進ビジョン」に基づく重点事業

●(仮称)「大阪市循環型社会形成推進条例」の制定

≪政策番号F「低炭素社会の構築に向けた取組み」参照≫

ごみ減量の推進

市民・事業者との協働により、分別排出の徹底、拠点回収の充実、紙ごみ回収

の充実などのごみ減量・リサイクル施策を推進します。

また、(仮称)「大阪市循環型社会形成推進条例」を制定し、循環型社会形成に

向けた本市の基本理念や考え、市民・事業者の責務を示し、その考え方の市民・

事業者への浸透を図ります。

さらに、資源の有効利用を図り、市民のごみ減量に対する意識を高める視点か

ら、一部の行政区において、新たに小物金属類の分別収集を試行実施します。

小物金属類の分別収集にあわせて、希少金属（レアメタル）の回収が有効と思

われる廃小型家電品の排出状況についても調査し、今後のレアメタル回収に役立

ててまいります。

○ 紙パック･乾電池などの拠点回収場所の拡大

○ 資源集団回収活動の活性化

○ 排出事業者と協働した

事業系廃棄物の適正区分・適正処理の推進

（焼却工場における産業廃棄物等の混入排除）

○ 市民・事業者との協働による

ごみ減量・リサイクルの実践に向けた働きかけ

●「『元気な大阪』をめざす政策推進ビジョン」に基づく重点事業

○ (仮称)小物金属類分別収集の試行実施（一部行政区）

－あわせて廃小型家電の実態調査を実施－

●新たな分別収集の試行実施

●(仮称)「大阪市循環型社会形成推進条例」の制定

≪政策番号F「低炭素社会の構築に向けた取組み」参照≫



環 境 局

事業名 紙パック･乾電池などの拠点回収場所の拡大

＜ごみ減量の推進＞

○ 事業内容

○ 実施期間

○ 達成目標

平成２１年度～

○ 事業費

１１百万円 （うち一般財源 １１百万円）

平成２３年度

・拠点回収場所数 １８０ヵ所

・回収量 紙パック ９２トン

（紙パックの資源集団回収移行分除く）

乾電池・蛍光灯管 ８０トン

拠点回収場所（スーパーマーケットなどの民間施設や、区民センター・図書館など

の市公共施設）を拡大し、紙パック･乾電池・蛍光灯管の回収を促進します。

環 境 局

事業名 紙パック･乾電池などの拠点回収場所の拡大

＜ごみ減量の推進＞

○ 事業内容

○ 実施期間

○ 達成目標

平成２１年度～

○ 事業費

１１百万円 （うち一般財源 １１百万円）

平成２３年度

・拠点回収場所数 １８０ヵ所

・回収量 紙パック ９２トン

（紙パックの資源集団回収移行分除く）

乾電池・蛍光灯管 ８０トン

紙パック

蛍光灯管

回収場所を拡大します。

乾電池

○ 事業イメージ

拠点回収場所（スーパーマーケットなどの民間施設や、区民センター・図書館など

の市公共施設）を拡大し、紙パック･乾電池・蛍光灯管の回収を促進します。



環 境 局

事業名 資源集団回収活動の活性化

＜ごみ減量の推進＞

「資源集団回収団体が地域住民に回収日時を周知し、住民は、指定された日時に

各家庭の前に古紙を出し、その古紙を再生資源業者が直接回収する」という、「各

戸回収方式」を平成２２年度より全市に拡大し、ごみ減量・リサイクルの促進を図

ります。

○ 事業内容

○ 実施期間

○ 達成目標

平成２１年度～

○ 事業費

９２百万円 （うち一般財源 ９２百万円）

平成２３年度

・資源集団回収団体登録数 ３,０００団体

環 境 局

事業名 資源集団回収活動の活性化

＜ごみ減量の推進＞

「資源集団回収団体が地域住民に回収日時を周知し、住民は、指定された日時に

各家庭の前に古紙を出し、その古紙を再生資源業者が直接回収する」という、「各

戸回収方式」を平成２２年度より全市に拡大し、ごみ減量・リサイクルの促進を図

ります。

○ 事業内容

○ 実施期間

○ 達成目標

平成２１年度～

○ 事業費

９２百万円 （うち一般財源 ９２百万円）

平成２３年度

・資源集団回収団体登録数 ３,０００団体

・古紙回収量 ４９,０００トン

活動を活性化します。

○ 事業イメージ

≪資源集団回収のメリット≫



環 境 局

事業名 排出事業者と協働した事業系廃棄物の適正区分・適正処理の推進

（焼却工場における産業廃棄物等の混入排除）

＜ごみ減量の推進＞

○ 事業内容

○ 実施期間

○ 達成目標

平成２１年度～

○ 事業費

４２百万円 （うち一般財源 ４２百万円）

平成２３年度

検査台数 約１５万台

焼却工場への搬入物のチェックを強化するとともに、産業廃棄物などの搬入不適物

が発見されれば収集業者に排出状況等の確認、指導を行い、状況に応じてごみを排出

した事業者に対して、個別に適正処理方法の啓発と指導を行うなど、事業系廃棄物の

適正区分・適正処理を推進します。

環 境 局

事業名 排出事業者と協働した事業系廃棄物の適正区分・適正処理の推進

（焼却工場における産業廃棄物等の混入排除）

＜ごみ減量の推進＞

○ 事業内容

○ 実施期間

○ 達成目標

平成２１年度～

○ 事業費

４２百万円 （うち一般財源 ４２百万円）

平成２３年度

・検査台数 約１５万台

・搬入不適物排出事業者への啓発指導 全件実施

焼却工場への搬入物のチェックを強化するとともに、産業廃棄物などの搬入不適物

が発見されれば収集業者に排出状況等の確認、指導を行い、状況に応じてごみを排出

した事業者に対して、個別に適正処理方法の啓発と指導を行うなど、事業系廃棄物の

適正区分・適正処理を推進します。

○ 事業イメージ

《事業系ごみ減量担当》

《廃棄物規制担当》

搬入物展開検査によるチェック及び啓発指導体制（イメージ）

検査体制（直営）

指導員
（警察ＯＢ）

適正区分・

適正処理

収集運搬許可業者

産廃処理

《産業廃棄物処理施設》

行政職

一般廃棄物

産業廃棄物

《排出事業者》
啓発指導

（持ち帰り）

搬入物（展開）検査

NG ＯＫ （ピット投入）

《本市焼却工場》

事情聴取
＜排出状況等＞

報 告 ＜ＮＧの状況＞

＜区分排出、適正処理＞



環 境 局

事業名 市民・事業者との協働による

ごみ減量・リサイクルの実践に向けた働きかけ

＜ごみ減量の推進＞

市民・事業者の参加により、ごみの減量やリサイクルを身近な取り組みとして働

きかける様々な施策を展開し、市民・事業者との協働のもとに大阪市全体でごみの

減量・リサイクルの推進に取り組みます。

◇市民・事業者参加による取り組みの推進

・ごみ減量市民フォーラムの開催

・ごみとリサイクルの流れ見学会の実施

・ごみ減量の取り組みに関する協定（「レジ袋削減協定」）の締結

◇ごみ減量特設ホームページの活用

◇意識調査の実施

○ 事業内容

○ 実施期間

○ 達成目標

平成２１年度～平成２３年度

○ 事業費

１１百万円 （うち一般財源 １１百万円）

平成２３年度末 ８０％以上の市民が３Ｒ※を実践

環 境 局

事業名 市民・事業者との協働による

ごみ減量・リサイクルの実践に向けた働きかけ

＜ごみ減量の推進＞

市民・事業者の参加により、ごみの減量やリサイクルを身近な取り組みとして働

きかける様々な施策を展開し、市民・事業者との協働のもとに大阪市全体でごみの

減量・リサイクルの推進に取り組みます。

◇市民・事業者参加による取り組みの推進

・ごみ減量市民フォーラムの開催

・ごみとリサイクルの流れ見学会の実施

・ごみ減量の取り組みに関する協定（「レジ袋削減協定」）の締結

◇ごみ減量特設ホームページの活用

◇意識調査の実施

○ 事業内容

○ 実施期間

○ 達成目標

平成２１年度～平成２３年度

○ 事業費

１１百万円 （うち一般財源 １１百万円）

平成２３年度末 ８０％以上の市民が３Ｒ※を実践

※ Reduce（リデュース）＝発生抑制、Reuse（リユース）＝再使用、Recycle（リサイクル）＝再生利用の３つの頭文字

市民・事業者のみなさんと

取り組みを推進します。

「大阪市におけるレジ袋削減に関する協定」締結 →

（写真は協定締結式 平成21年12月12日開催）

＜参加事業者・市民団体＞（敬称略）

○市民団体 ・なにわエコ会議

○事業者 ・イズミヤ株式会社

・生活協同組合おおさかパルコープ

・株式会社グルメシティ近畿

・株式会社ダイエー

・株式会社阪食

← ごみとリサイクルの流れ見学会＆ごみ減量フォーラムの様子

〔写真はフォーラム 平成22年9月25日開催〕

○ 事業イメージ



環 境 局 

 

事業名 (仮称)小物金属類分別収集の実施 

    －あわせて廃小型家電の実態調査を実施－ 

 

○ 事業内容 

 他都市と比較し、分別収集品目が少ない本市において、現在、普通ごみとして収集している

アイロン、電話機などの小型電気製品や傘などを(仮称)小物金属類として分別収集することで、

資源の有効利用を図り、市民の方々のごみの減量に対する意識を高めていきます。 

  分別収集にあたっては、現行の粗大ごみ収集時にあわせて収集することにより、既存の機材

等の活用が可能であり、効率的であるため、粗大ごみ収集受付センターへの電話申込みによる

粗大ごみ収集受付システムを利用します。（無料収集） 

  また、同時に、(仮称)小物金属類のうち希少金属（レアメタル）回収が有効と思われるデジ

カメ、ＩＣレコーダーなどの廃小型家電の排出状況についても調査します。 

 

○ スケジュール 

  平成 23 年度(平成 23 年 10 月)から一部の行政区において試行実施 

  平成 25 年度以降 順次拡大予定 

 

○ 事業費 

    ２百万円（うち一般財源 ２百万円） 

  

○ 事業イメージ 

(仮称)小物金属類分別収集の流れ（試行） 

   

現　行

普通ごみ 普通
ごみ

小　物
金属類

粗大ごみ
受付センター

試　行

普通ごみ収集車両

粗大ごみ収集車両

週２回収集

排出日指定

電話により申込み

粗大ごみと併せて
収集(無料）

小物金属
を含む

廃小型家電の
排出実態調査



環 境 局    

 

ごみ焼却工場 整備・配置計画の推進 

事業名 森之宮工場建替調査  

 

 

○事業内容 

平成 32 年度の新工場竣工に向けて、平成 23 年度より環境影響調査に着手する。 

（経過） 

・ 平成 21 年 11 月 「大阪市ごみ焼却場整備・配置計画検討委員会報告」 

・ 平成 21 年 11 月 執行会議において森之宮工場の現工場敷地における建替方針を確認   

 

 

○事業期間 

  森之宮工場建替計画 

平成 23 年度～平成 32 年度  環境影響調査開始 ～ 新森之宮工場竣工  

 

 

○事業費  

平成２３年度   ４７百万円 

環境影響調査（総額 約２６０百万円：平成 23 年度～25 年度実施予定） 

 

（参考）森之宮工場を処理能力４００ﾄﾝ/日にて建設する場合の建設事業費 

総 事 業 費  約 ２５０億円（現工場の解体費を含む：用地費は含まず） 

    内 交 付 金  約  ６４億円 

      起  債  約 １２７億円 

      一般財源  約  ５９億円 

 

  

○スケジュール 

平成 23 年度～25 年度  環境影響調査、都市計画決定（平成 25 年度） 

平成 24 年度～25 年度  プラント設備の基本設計並びに実施設計 

平成 26 年度～32 年度  工事契約（平成 26 年度）～竣工（平成 32 年度） 

 



環 境 局 

事業名 ごみ焼却工場の地方公営企業化の検討 

 

○事業内容 

  ごみ焼却工場の経営形態について、独立採算を目指した、効率的且つ効果的な事業運営の実現に

向けて、ごみ焼却工場の地方公営企業化を検討しています。平成２３年度においては、検討を要す

る課題のうち、長期収支シミュレーションや会計事務の検討などの財務会計に関する事項について

は、専門的な観点からの検討が不可欠なことから、その業務の委託を実施します。 

 

 

 

○ 実施期間 

 

  平成２３年度 

 

 

○ 事業費 

 

  ６百万円（うち一般財源 ６百万円） 

 

 

○ 平成 23 年度の検討業務（業務委託分） 

 

① 地方公営企業化に向けた基本的な事項の検討業務 

・長期収支シミュレーションの検討や地方公営企業移行における課題等の整理 など 

 

② 財務会計制度構築に関する検討業務 

・地方公営企業移行後の財務会計事務フロー、会計基準の変更に伴う留意事項の検討 など 

 

③ 承継資産の整理等に関する検討業務 

・資産の調査方法、資産の概算把握の検討 など 

 

 

○ 移行スケジュール 

 

平成 25 年度（目途）に地方公営企業化 

 

 

≪参考≫地方公営企業化によるメリット 

 

① 徹底した業務の効率化 

 

② 独立採算による経営意識の向上  

 

③ 事業運営の透明性の確保 

 

④ 柔軟な組織体制の構築 など 



環 境 局 

     

事業名 粗大ごみ収集業務の民間委託化 

 

 

○ 事業内容 

 粗大ごみ収集業務については、平成２３年度から一部の行政区において民間委託化を実施するこ

とにより、さらなる事業の効率化と経費の削減を図ります。 

 

○ 実施期間 

 平成 23 年度(平成 23 年 10 月)～平成 27 年度（全市実施） 

 

○ 事業費          ５０百万円（うち一般財源 ５０百万円） 

 【 平年度化（24 年度）１０１百万円（うち一般財源 １０１百万円） 】 

 

○ スケジュール 

  平成 23 年度（平成 23 年 10 月） ５行政区で実施 

※委託業務の実施状況を把握・検証する。 

  平成 25 年度～平成 27 年度    各年度 ５行政区～７行政区で実施 

 

○ 事業イメージ 

粗大ごみ収集の流れ（民間委託） 

 

 

   

⑫検査・検収
　　　　⑪報告

　　　　⑥受付データ受領

①電話による
収集の申込み

②料金・収集日等の説明

③受付データ
送　信

受託業者

④手数料支払い

⑤手数料券
（シール）購入

⑧手数料券
（シール）貼付して
収集指定日に排出

⑨収　　集

⑦収集コース作成

粗大ごみ収集
受付センター

粗大ごみ

販売店（コンビニ等）

搬入施設
（破砕施設・中継地）

⑩搬　入

市　民

環境事業センター



環 境 局 

事業名 斎場運営事業の民間委託化 

 

○事業内容 

本年 5 月に出された、心付け事案にかかわっての服務規律確保プロジェクトチームの

報告書において「斎場業務の抜本的な見直しに向けて、民間委託等の検討を進め、今年

度内に今後のあり方を明らかにし、平成 23 年度以降、順次実施する。」との再発防止策

が示され、効率的かつ効果的な斎場の運営を検証するため、本市５斎場のうち、小林斎

場、佃斎場の業務の、技能職員にかかる業務を民間委託する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○実施時期  

平成２３年１０月１日 

 

○事業費 

  平成２３年度       ４３百万円（うち一般財源 ４３百万円） 

【平年度化（２４年度以降）  ８５百万円（うち一般財源 ８５百万円）】 

 

○事業イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）斎場運営刷新委員会の設置 

民間委託導入にあわせ、直営と民間委託を比較評価し、その有効性・効率性・公平

性の検証をするとともに、斎場運営における民間委託の範囲や指定管理者制度の導入

への展望など斎場のあり方の提言を得て、斎場運営に反映する。 

＜委員構成＞ 

市民の代表を加えた外部委員５名程度 

＜委員会開催スケジュール＞ 

・平成 23 年 8 月～9 月 （仮称）斎場運営刷新委員会設置 

・平成 24 年 9 月     提言を受ける 

・平成 25 年 4 月以降   提言内容を反映 

　受付業務 　記録業務

　使用許可業務 　定期報告業務

　各種証明書発行業務 　庶務業務

　使用料等徴収業務 　式場貸出業務

　受入業務 　清掃業務

　火葬業務 　遺体保管業務

　収骨業務 　遺骨保管業務

　火葬炉保守点検業務 　庁舎管理業務

行
政
職
員

技
能
職
員

火葬に関する業務

民
間
委
託

管理運営上必要な業務

直
　
営
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