
環 境 局 

 

事業２－１ （仮称）大阪市地球温暖化対策条例の制定 

 

○必要性 

市域における CO2 等の 25％以上の削減を実現するためには、排出量が増

加傾向にある業務部門（オフィス）や家庭での対策を推進する必要がある。 

そのため、「（仮称）大阪市地球温暖化対策条例」を制定し、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 排出削減を推進

する制度や、建築物の環境配慮を推進する制度などをつくる。 

 

○事業内容 

・環境審議会における条例内容の検討 

・条例による対策の効果、経済への影響等の調査 

・条例内容等についての関係団体等との協議 

・条例の周知（対象となる事業者等への説明会） 

 

○スケジュール 

・条例案の検討・制度設計、関係先協議   平成２２年度～２３年度夏 

・条例制定                平成２３年秋 

・条例施行                平成２４年度 

 

○事業費 

１百万円（うち一般財源 １百万円） 

 

○条例の主な内容（案） 

 ○ 責務等の明確化 

   ・ 本市、市民、事業者の責務の明確化 

   ・ 市民協働の重要性の強調 

 ○ 地球温暖化問題の解決に向けた大阪市の率先行動 

 ○ オフィスビル等の CO2等削減と再生可能エネルギー導入促進 

 



港 湾 局 

事業 ２－２  国際コンテナ戦略港湾の実現に向けた集荷の取組み 

（阪神港モーダルシフト補助制度） 

 

○事業内容 

   

阪神港においては、国際コンテナ戦略港湾に選定されたことを契機として、国・港湾

管理者・港湾経営主体が緊密な連携の下、経済・産業の国際競争力強化のため、集荷、

創荷、港湾経営主体の構築に向けた施策を実施する。 

その施策の一つとして、モーダルシフト補助制度を行う。これは、阪神港を経由する

コンテナ貨物について、輸送方法の転換や新規貨物及び貨物の増加に対し、１ＴＥＵ（20

フィートコンテナ換算による個数）あたり 2,000 円（１事業あたりの上限 1,000 万円）

を補助することにより、阪神港への集荷の強化を図るものである。また、自動車貨物輸

送から鉄道輸送・海上輸送に転換するなどにより温室効果ガスの排出を削減する効果も

合わせ持った施策である。 

  

○事業期間 

平成２３年度～平成２７年度（戦略港湾目標年度） 

 

○事業費  

平成２３年度  ８０百万円（うち一般財源  ８０百万円） 

 

○達成目標 

平成２７年度   阪神港の外貿コンテナ貨物取扱量 ４９０万ＴＥＵ(戦略港湾目標) 

 

○事業イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ゆとりとみどり振興局・建設局・環境局・都市整備局 

事業 ２－３ 

市立博物館群や道路照明灯の LED 化と公共施設等ＬＥＤ導入指針作成 

 

○事業内容 

・大阪市立博物館群 LED 化等事業 

大阪市立博物館・美術館の照明の展示用照明は、現在、白熱灯・ハロゲン灯を

使用しているが、資料を紫外線・赤外線・放熱から守るとともに作品の特徴を活

かした 適な色合いでの展示を行うため、また消費電力量を削減し温室効果ガス

の排出を抑制するため、照明灯の LED 化を実施する。 

   対象施設：美術館、大阪歴史博物館、自然史博物館、科学館、大阪城天守閣 

東洋陶磁美術館（ESCO 事業として実施） 

・道路照明灯への LED 導入 

生活道路における道路照明灯の増設・改良時に高圧ナトリウム灯に替って LED

灯を導入することにより、消費電力量を削減し、温室効果ガスの排出を抑制する。 

・公共施設等 LED 導入指針 

  公共施設等における LED の導入方策を策定し、LED の導入を推進する。 

 

○事業費  １,１４５百万円 

 ・大阪市立博物館群 LED 化等事業：３１３百万 

・道路照明灯への LED 灯導入 新設：４００百万円 改良：４３２百万円 

 

○達成目標 

 平成 23 年度  

・展示用 LED 照明器具の開発機会の創出、温室効果ガスの排出削減（約 331t/年） 

・生活道路における道路照明灯（LED）、新設：約 2,000 灯、改良：約 6,000 灯 

（全体 H23～H32：新設約 5,000 灯、改良約 69,000 灯 計：約 74,000 灯） 

・公共施設等 LED 導入指針の策定 

 

○事業イメージ 

 

 

 

大阪市立博物館群 LED 化等事業 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度以降 

道路照明灯への LED 導入 

公共施設等 LED

導入指針の策定
LED 導入推進 



市民局・健康福祉局・教育委員会事務局 

 

事業 ２－４  環境未来型技術の導入検討調査 

 

○事業内容 

城東複合施設（区役所・区民センター・図書館・老人福祉センター）を環境未来

型建築物のモデル庁舎として建設するにあたり適用可能な環境技術の導入検討調

査および新エネルギーとして注目されている地中熱の活用の検討を行うものであ

る。 

 

○実施期間   平成２３年度 

 

○事業費    ８百万円 

 

○達成目標 

 城東複合施設を「環境未来型建築のモデル庁舎」とするための適用可能な環境技術

を選択し、CO2 排出削減量の試算及び費用対効果の検証を行いモデル庁舎としての環

境目標を設定し、平成 24 年度以降に発生する工事費の精査を行う。 

 城東複合施設建設予定地にてサーマルレスポンス試験を行い、地中の熱ポテンシャ

ルを調査することにより地中熱利用可能な技術を抽出し、CO2 排出削減量の試算及び

費用対効果の検証を行いながら導入検討を行う。 

 

 



 
計画調整局 

 

事業 ２－５ 低炭素社会における都市戦略検討調査 

(都市開発の促進に向けた低炭素化方策検討) 

 

○事業内容 

低炭素都市づくりの要請は高まっており、将来像を見据えながら都市開発に取りく

んでいく必要がある。また、国土交通省は本市等の要望を踏まえ、9 月に都市計画運

用指針を改正し、民間事業者が都市再生特別地区において実施する都市開発事業と併

せてその区域外の土地において環境貢献の取組を行う場合にあたっては、容積率の緩

和を可能とする枠組みを示したが、この詳細な制度設計は各自治体で行うこととなっ

ている。 

以上のことから、本市における低炭素型都市づくりの方向性を検討するとともに、

都市再生特別地区については、都心部の開発ポテンシャルを行かし、市域全体の環境

改善にもつながるよう、民間事業者による環境貢献を誘導するしくみづくりを行う。 

 

○実施期間  平成２３年度 

 

○事業費   ３百万円（うち一般財源 ３百万円） 

  

○達成目標  平成 23 年度 低炭素化方策のとりまとめ 

民間開発事業にあわせた運用の検討 

    

○事業イメージ 

環境貢献メニューを実施した場合の施策効果の推計などから、本市において取り組

むべき環境貢献メニューを明らかにするとともに、これらの取組みについて国内外の

先進事例を調査し、本市が取り組むうえでの課題を抽出する。 

以上をふまえて、実施に向けた事業の枠組みをとりまとめるとともに、本市におけ

る具体的な都市開発を対象としたケーススタディを行う。 

 

 

。 

 

 

都市再生特別地区では敷
地外での貢献も評価 

低炭素都市づくり（イメージ） 都市再生特別地区の取扱 



計画調整局 

事業 ２－６ （仮称）CASBEE 大阪みらいの施行 
 
○事業内容 

一定規模の建築物を新築する際に、市が定めた評価基準に基づいて、建築主の方が建築物の総合

的な環境性能を自己評価し、その結果を大阪市が公表する「CASBEE 大阪」の届出対象を大幅に拡充

するとともに、マンションやオフィスビルについては、購入者や入居者が環境に配慮した建物を選

択しやすいよう、販売広告に環境性能を表示する制度(ラベリング)を新たに創設。 

 

○実施機関   平成１６年１０月より実施中、平成２３年４月より制度改正施行 

 

○事業費    １百万円 

 

○達成目標    ― 

 

○事業イメージ 

（１） 届出対象の拡大 

① 現在、5,000ｍ2 を超える新築建築物に義務付けている「CASBEE 大阪」の届出対象を拡大し、

300ｍ2 以上 5,000ｍ2 以下の新築建築物を任意届出とします。 

② 市内に多数ある既存建築物に届出対象を拡大し、環境に配慮した良質な建築物を評価しま

す。対象は 300ｍ2 以上とし、任意届出とします。 

③ 既存建築物の省エネ改修を届出対象とします。対象は 300ｍ2 以上とし、任意届出とします。 

 

（２）建築物環境性能表示制度（ラベリング）の実施 

マンションやオフィスビルの建築主が分譲や賃貸の募集を行う際に、大阪市の定める表示基

準に従って、広告等※に建物の環境性能をラベル表示する制度を実施します。 

① 対象となるものは、マンション、オフィスビル等で、分譲、賃貸を問いません。 

・ 新築建築物で 5,000ｍ2 を超えるものなど CASBEE 届出が義務付けられているものは、広告

等にラベル表示を義務付けます。 

・ 上記以外で、ラベル表示を希望するものは、事前に「CASBEE 大阪みらい」による届出が

必要です。 

② ラベル表示を行う場合は、CASBEE 建築評価員による評価が必要となります。表示は「CASBEE

大阪みらい」の評価に基づきます。 

※ 広告等は、新聞、雑誌、パンフレットその他これらに類するものに掲載するものやホーム

ページに掲載するものです。 

 
                                        

 



環境局・ゆとりとみどり振興局 
     

事業 ２－７ 生物多様性地域戦略策定等事業 
 

○事業内容 

生物多様性は、人類の暮らしにとって必要不可欠なものであり、高度に市街化

された本市においても、自然共生社会づくりに向け、大都市に相応しい生物多様

性の保全と活用を進める必要がある。 
このことから、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「生物多様性地域戦略」を策定する。 
また大阪城公園は、歴史・文化の拠点として多くの観光客で賑う観光名所であ

ると同時に、堀や市民の森などの豊かな水と緑は、さまざまな生き物が生息、採

餌、繁殖を行う場となっている。そこで豊かな生き物空間のある大阪城公園で生

物多様性に資する都市公園のあり方を検討するため、緑の育成、管理、活用方策

について具体的な検討を行う。 
 

○実施期間 

平成２３年度 地域戦略策定、大阪城公園生き物環境保全活用策検討 

 

○事業費 

１５百万円 

   （内訳）生物多様性地域戦略の策定 

：１０百万円（うち国庫支出金１０百万円） 

        大阪城公園生き物環境保全活用策検討 

：５百万円（うち一般財源３百万円、特定財源２百万円） 

 

○達成目標 

平成２３年度 生物多様性地域戦略の策定 

大阪城公園生き物環境保全活用策検討 

 

○事業イメージ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物多様性地域戦略の策定 

・自然環境等の現状や市民意識の把

握、あるべき自然環境像の検討 

・市外の自然環境との連携を視野に

入れた生物多様性の保全・活用に

向けた取組みの検討等 

大阪城公園生き物環境 

保全活用策検討 

・大阪城公園生き物調査、市民活動の

把握 

・生き物環境の活用に関する検討、魅

力向上メニューの検討 

・生物多様性に関する市民協働の検討

｢｢生生物物多多様様性性地地域域戦戦略略｣｣  

・あるべき自然環境像や今後の関

連施策の方向性等 

生生きき物物にに配配慮慮ししたた公公園園ののあありり方方  

・緑の育成、管理、活用方策について

の具体的な取組み 

戦略の実現に向けた具体的な 

取組メニューとして位置づけ 

自自然然共共生生社社会会のの実実現現  



環境局・ゆとりとみどり振興局・建設局 

水道局・教育委員会事務局・各区役所 

事業 ２－８ ヒートアイランド対策の推進 

○事業内容 

大阪湾からの涼しい海風を都心部まで導くための「風の道」事業の推進、保水

性舗装の整備、身近な公共施設の屋上や壁面における「緑のカーテン・カーペッ

ト」づくり、「大阪打ち水大作戦」打ち初めイベントと区民まつり等での打ち水の

実施支援、ドライ型ミスト散布設置補助事業の実施等により、市民・事業者の皆

さんとともにヒートアイランド対策に取組む機運を高める。 

○実施期間 

平成２１年度～２３年度 

（ドライ型ミスト装置設置補助事業は、平成２２年度～２３年度） 

○事業費・達成目標 

２４２百万円（うち一般財源２４２百万円） 

事業名 事業費 達成目標（23 年度） 

ドライ型ミスト散布設置補助事業 （重点） ５百万円 設置：１０か所 

「風の道」事業推進  （重点）１９百万円 道路散水実証実験の実施 

環境整備（保水性舗装） １００百万円 整備：４km 

水道水ミスト散布の普及促進 １５百万円 適用空間拡大・認知度向上 

打ち水実施支援事業 ３百万円 実施：４０か所 

ヒートアイランドモニタリング調査 ２百万円 調査実施 

緑のカーテン・カーペット １０百万円 実施：５００施設 

民有地緑化の推進 ３６百万円  

大阪市立小・中学校校舎の壁面緑化 ４９百万円 実施：４０８校 

学校運動場の芝生化事業 ３百万円 維持管理経費補助：３５校 

 

○事業イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ドライ型ミスト散布 

■大阪打ち水大作戦 ■「風の道」イメージ（長堀通） 

■路面散水設備設置 実証実験 ■小学校の「緑のカーテン」



環 境 局 

     

事業 ２－９ （仮称）大阪市循環型社会形成推進条例の制定 

 

 

○必要性 

「持続可能な社会」の形成には、低炭素社会、自然共生社会とあいまって、

循環型社会の形成が必要である。 

排出される「もの」に着目した循環の推進をめざし、地域の立場でリサイ

クルの一層の推進が必要である。 

 

○事業内容 

  ・条例の周知（市民、事業者へのリーフレット等作成） 

 

○スケジュール 

・条例案の検討・制度設計、関係先協議    平成２２年度～２３年度夏 

・条例制定                 平成２３年秋 

・条例施行                 平成２４年度 

 

○条例の主な内容（案） 

 ○ 責務等の明確化 

   ・ 本市、市民、事業者の責務の明確化 

   ・ 市民協働の重要性の強調 

 ○ リサイクルの供されるべきものの明確化 

  ・ 小型家庭電気機器等の希少金属を含む製品や紙類などを明示 

 

 



環 境 局 

事業 ２－１０  なにわエコポイント事業   

①エコポイントモデル事業 

 

○事業内容 

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り組む仕組みを創出する。 

 エコポイント事業の実施にあたっては、区役所が企画提案した環境配慮行動に区

民が取り組むことにより、地域の特性に応じた環境施策を推進する。また、エコ活

動に取組む地域の商店街・事業所でエコポイントによる消費を創出することにより、

局と区役所が協力して地域力を向上するとともに地域経済の活性化を図る。 

 

○実施期間 

 平成２３年度  モデル区を選定のうえ、エコポイント事業を実施 

  

 

○事業費 

  ２百万円（うち環境創造基金 ２百万円） 

 

○事業イメージ 

 



環境局・交通局 

   

事業  ２－１０ なにわエコポイント事業   

②市民協働ポイント事業と連携した環境活動の促進  

 

○事業内容 

  本市では、市民サービスの向上を目的とした本市施策への OSAKA PiTaPa カード活

用の一環として、本市の指定した市民活動に参加する同カード保有者を対象にポイン

トを付与する「市民協働ポイント事業」を実施する。 

 環境局は、環境に優しい暮らしやすいまちづくりをめざし、環境活動をポイント付

与メニューとして提供することにより、「市民協働ポイント事業」と連携して市民の

環境活動を促進する。 

交通局は、大阪市の一部局として、本市の施策に貢献するという観点から、既に保

有している OSAKA PiTaPa 関係のインフラを提供するとともに、社会貢献の観点から

「市民協働ポイント」事業のうち、一定の施策については、ポイント原資の一部を負

担する。 

 

○事業費 

  ４百万円 

 

○事業イメージ 

 



環 境 局 

      

事業 ２－１１ 「見える化機器」を活用した省エネ行動の促進 

 

 

○事業内容 

毎日の消費電力量と省電力対策によるCO2削減効果を確認できる「見える化機器」

を導入して市民に貸し出すことにより、市民の省エネ行動を促進し、家庭部門での

地球温暖化ガス排出量の削減を図る。 

 

 

 

○事業費 

  ３百万円（うち環境創造基金 ３百万円） 

 

 

 

○事業イメージ 

 

 



環 境 局 

  

事業  ２－１２ （仮称）おおさか環境科の創設準備 

○事業内容 

教育基本法改正やおおさか環境ビジョン策定により、学校における環境教育がま

すます重要となっている。 

全ての小中学校で発達段階に応じた、大阪の環境特性（公害克服の歴史、自然の

少ない大都市、市環境関連施設が充実）を活かした環境教育を実施する。 

小中学校の授業のなかで「おおさか環境科（仮称）」を創設し、市職員のほか企

業とも連携して、地球温暖化、生物多様性、ごみ減量、都市環境保全など、実践を

交えた環境教育を推進する。 

平成 23 年度は、教材（本、映像）を作成し、平成 24 年度から授業をスタートさ

せる。 

 

○ 事業費 

１５百万円（うち環境創造基金 １５百万円） 

  教材（本 ：3種 小学 3・4年生、5・6年生、中学生 1・2年生）  

    （映像：3種 電子黒板に対応） 

○ 達成目標 

平成 24 年度におおさか環境科（仮称）授業スタート 

 

○ 事業イメージ 

 

            

 

 

 

おおさか環境科

―
ごみ編

－
おおさか環境科

―
ごみ編

－

おおさか環境科
― いきもの編 ―
おおさか環境科
― いきもの編 ―

おおさか環境科
― いきもの編 ―
おおさか環境科
― いきもの編 ―

おおさか環境科

―
地球温暖化編

―

おおさか環境科

―
地球温暖化編

―

電子黒板を活用した教材（映像）イメージ教材（本）イメージ 



環 境 局 

 

事業 ２－１３ (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

いく。 

  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する。（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する。 

 

○ 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
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