
平成２３年度　環境局運営方針（案）

安全・快適で健康に生活ができる都市環境の確保を図るために、市民や事業者と協働して地球温暖化対策・
ヒートアイランド対策等に取り組むとともに、ごみ減量・廃棄物の適正処理等の施策を総合的に推進し、もって
「環境先進都市大阪」の実現を目指す。

局の目標（何をめざすのか） 局の使命（どのような役割を担うのか）
(局長：　玉井　得雄　）　　

本市・事業者及び市民が、環境へ十分配慮し、積極的に行動することにより、環境への負荷が少なく、持続的
発展が可能なまち「環境先進都市大阪」の実現

本市全体の方針である「政策推進ビジョン」「経済成長戦略」等に加え、「おおさか環境ビジョン」に基づき、環境施策に重点的に取り組むとともに、ごみ減量・廃棄物の適正処理を推進する。
施策推進にあたっては、市民・事業者との協働により進めるとともに、「新しい大阪市をつくる市政改革基本方針」に沿い、民間委託化を推進するなど、局事業の効率的な運営に努める。

平成２３年度　局運営の基本方針（どのように取り組むのか：局長の方針）

全体概要

様式１

Ⅰ　「元気な大阪」実現に向け、重点的に取り組む主な経営課題
主な経営課題 主な戦略 主な具体的取組（２３年度予算額）

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】
○地球温暖化問題が焦眉の課題としてその対応が迫ら
れている中、本市としても、低炭素社会の構築に向けて温
室効果ガスの削減に積極的に取組んでいく必要がある。
○本市では、二酸化炭素の総排出量は減少しているが、
部門別に見ると家庭部門と業務部門（オフィス）では増加
傾向にある。これらの部門の二酸化炭素排出量の全体に
占める割合は、50%以上となっている。
　消費するエネルギーの多くを市外に依存する本市は、市
域に存在する未利用・再生可能エネルギーの活用に努め
なければならない。
○本市には、環境対策を進める中で蓄積された様々な環
境技術がある。
　大阪湾周辺など関西エリアには、電池産業が集積して
おり、中堅・中小企業が多く立地している。

【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。
○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。

【(仮称）「大阪市地球温暖化対策条例」の制定】
　地球温暖化対策の推進のため、(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。　〔予算額　1百万円〕

【市民・事業者との協働による地球温暖化対策の推進】
　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。　 〔予算額　267百万円〕

【生ごみと下水汚泥のバイオガス化実験】
　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。　〔予算額
28百万円〕

【充電スタンドの整備】
　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、急速充電器を設置する。　〔予算額　11百万円〕

【「風の道」事業の推進】
　ヒートアイランド現象の緩和をはかるため、長堀通（「風の道」モデル地区）において、路面散水設備を設置し、実証実験などを行う。　〔予算額
12百万円〕

全体概要

様式１

【（仮称）「大阪市循環型社会形成推進条例」の制定】
（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

り、中 中 業 多 。
　こうしたメリットを活かして、環境未来型の産業構造への
転換を図る必要がある。
○環境未来型の都市構造の機能を活かすには、市民や
事業者がエネルギー消費やごみの排出などに十分配慮
するとともに、自然と人間との関わりにも理解を深め、市
民協働のもとで取組を進めることが不可欠である。

【なにわエコポイントモデル事業の実施】
　地域と連携して、エコ活動に取組む市民に、環境への取組を進める商店街などでの買い物に使うことができるポイントを付与する制度を設け、地
域の特性に応じた環境施策を推進するとともに、地域経済の活性化を図る。　〔予算額　2百万円〕

【市民協働ポイントと連携した環境活動の推進】
　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。　〔予算額4百万円〕

【学校における大阪らしい環境教育の推進】
　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、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。　〔予算額　15百万円〕

【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。

【スマートコミュニティー実証実験（企画立案）】
　「環境先進都市の未来が体感できるまち」をめざし、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
う。　〔予算額  20百万円〕

【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。

百 〕

【「生物多様性地域戦略」の策定】
　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。　〔予算額　10百万円〕

経営課題２
【持続可能な循環型都市の構築】

【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 層のごみ減量 リサイクルを推進し 徹底したごみ

全体概要

様式１

Ⅱ　持続可能な行財政基盤構築に向け、見直しを進める主な取組  

【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。

（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る。　〔予算額　 ―　〕

【（仮称）小物金属類分別収集の試行実施】
　資源の有効利用、また市民のごみ減量意識を高める視点から、一部行政区で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小型家電品の排出状況についても調査する。〔予算額　2百万円〕

【ごみ焼却工場整備配置計画の方針に基づく施設整備の推進】
　ごみ焼却工場整備配置計画の方針に基づき、森之宮工場の建替事業を進める。　〔予算額　47百万円〕

斎場運営事業の民間委託化

取組内容
独立採算をめざした地方公営企業化の実現に向けた具体的な課題の検討を進める。

職員の退職数や民間市場の状況を勘案しながら、平成23年10月を目標に5行政区において民間委託を実施する。

小林・佃斎場の火葬や収骨等の業務を平成23年10月から民間委託を実施し、その検証を行う。

ごみ焼却工場の地方公営企業化に向けた検討

取組項目

粗大ごみ収集等の民間委託化

【持続可能な循環型都市の構築】
○市民・事業者等との協働によるごみ減量を進めるた
め、３Ｒ（ごみの発生抑制・再使用・再生利用）の取組、特
に上流対策である　２Ｒ（ごみの発生抑制・再使用）の取
組を進める。
○各種のごみ減量施策の効果もあり、ごみ減量が大きく
進展したことから、計画目標を前倒しで達成するとともに、
早期に新たな減量目標を設定し、さらなるごみ減量に取
組む必要がある。
○減量・リサイクルを行った上でなお排出されるごみにつ
いては環境負荷の低減を図りつつ、適正に処理を行う。

○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。

全体概要

様式１



経営課題 具体的取組 業績目標（アウトプット） 前年度までの実績 全市的方針との関連

【１－１－１　(仮称）「大阪市地球温暖化
対策条例」の制定】
　地球温暖化対策の推進のため、(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

○(仮称）「大阪市地球温暖化対
策条例」の制定

【23年度新規事業】

【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】
○地球温暖化問題が焦眉の課題として
その対応が迫られている中、本市として
も、低炭素社会の構築に向けて温室効
果ガスの削減に積極的に取組んでいく
必要がある

Ⅰ　「元気な大阪」実現に向け、重点的に取り組む主な経営課題（環境局）

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

今、何が課題で、その解決によっ

てどのような状態を目指すのか
課題解決に向け、どういった施策をいか

に展開するのか
戦略の実現に向け、23年度において、主にどのような

取組・事業を実施するのか

様式２

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。

　〔予算額　1百万円〕

【１－１－２　市民・事業者との協働によ
る地球温暖化対策の推進】
　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。

　〔予算額　267百万円〕

○補助制度による太陽光発電導
入量　3,810kW

21年度
　　導入量　1,769kW

　〔21決算額　165百万円〕
　〔22予算額　221百万円〕

ﾋﾞｼﾞｮﾝ―安全・快適
成　長―環境・エネ
重点

【１－１－３　夢洲1区メガソーラー設置
事業の推進】
　夢洲1区に民間事業者と連携して進め
ているメガソーラーの設置事業を推進す

○事業者による事業着手
○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
の実施

22年度
　企画提案の公募、事業予定者の
選定

必要がある。
○本市では、二酸化炭素の総排出量は
減少しているが、部門別に見ると家庭部
門と業務部門（オフィス）では増加傾向に
ある。これらの部門の二酸化炭素排出
量の全体に占める割合は、50%以上と
なっている。
　消費するエネルギーの多くを市外に依
存する本市は、市域に存在する未利用・
再生可能エネルギーの活用に努めなけ
ればならない。
○本市には、環境対策を進める中で蓄
積された様々な環境技術がある。
　大阪湾周辺など関西エリアには、電池
産業が集積しており、中堅・中小企業が
多く立地している。
　こうしたメリットを活かして、環境未来型
の産業構造への転換を図る必要があ

社会をめざす。

今、何が課題で、その解決によっ

てどのような状態を目指すのか

どのような成果を目指すのか（アウトカム）

課題解決に向け、どういった施策をいか

に展開するのか
戦略の実現に向け、23年度において、主にどのような

取組・事業を実施するのか

様式２

ているメガソーラーの設置事業を推進す
るとともに、国等関係機関への支援の要
望や市民の環境教育・啓発など本市施
策への活用の検討、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
報を行う。

　〔予算額　１百万円〕

の実施
　〔22予算額　1百万円〕

成　長―環境・エネ
成　長―臨海部

【１－１－４　生ごみと下水汚泥のバイオ
ガス化実験】
　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。

　〔予算額　28百万円〕

○下水汚泥と生ごみの混合消化
の影響等の把握

【23年度新規事業】
成長―環境・エネ
重点

の産業構造への転換を図る必要があ
る。
○環境未来型の都市構造の機能を活か
すには、市民や事業者がエネルギー消
費やごみの排出などに十分配慮するとと
もに、自然と人間との関わりにも理解を
深め、市民協働のもとで取組を進めるこ
とが不可欠である。

　戦略1－1～1－3により、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。

25％以上

削減

今、何が課題で、その解決によっ

てどのような状態を目指すのか

どのような成果を目指すのか（アウトカム）

課題解決に向け、どういった施策をいか

に展開するのか
戦略の実現に向け、23年度において、主にどのような

取組・事業を実施するのか

様式２

○市域の温室効果ガス排出量削減

【１－１－５　ＥＶ体験試乗事業の実施】
　さらなるＥＶ（電気自動車）普及促進を
図るため、環境局が保有するＥＶ2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。

　〔予算額　2百万円〕

○事業実施期間中(約60日間）の
利用者数　　240人

【23年度新規事業】
成長―環境・エネ
重点

1990

（H2）

年度

2020

（H32）

年度

25％以上

削減

今、何が課題で、その解決によっ

てどのような状態を目指すのか

どのような成果を目指すのか（アウトカム）

課題解決に向け、どういった施策をいか

に展開するのか
戦略の実現に向け、23年度において、主にどのような

取組・事業を実施するのか

様式２

○市域の温室効果ガス排出量削減



経営課題 具体的取組 業績目標（アウトプット） 前年度までの実績 全市的方針との関連戦略

【１－１－６　充電スタンドの整備】
　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。

　〔予算額　11百万円〕

○急速充電器の設置 22年度
　倍速充電器10ヵ所設置

　〔22予算額　7百万円〕

【１－1－７　「風の道」事業の推進】
　ヒートアイランド現象の緩和をはかるた
め、長堀通（「風の道」モデル地区）にお
いて、路面散水設備を設置し、実証実験
などを行う。
　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。

○路面散水設備の実証実験によ
る効果、道路性能等への影響の
把握
○調査研究による地域特性に応
じた施策の選定（パッケージ化）

21～22年度
　モデル事業実施
22年度中
　「風の道」ビジョン策定

　〔21決算額　1百万円〕
　〔22予算額　9百万円〕

ﾋﾞｼﾞｮﾝ―安全・快適
ﾋﾞｼﾞｮﾝ―市域全般
重点

　〔予算額　12百万円〕

【１－１－８　ドライ型ミスト設置補助制度
の運用】
　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、公共的空
間での対策のアピールを図る。

　〔予算額　5百万円〕

○補助制度によるドライ型ミスト
設置箇所数　10ヵ所

22年度
　補助件数　2件

　〔22予算額　5百万円〕
重点

【１－１－９　市民協働による打ち水の実
施】
　「大阪打ち水大作戦」打ち初めイベント
を開催するほか、区民まつり等のイベン
トに対し打ち水の実施支援を行う。

〔予算額 百万円〕

○市民協働による打ち水の実施
箇所数　　40ヵ所

22年度
　実施箇所数　36ヵ所

　〔21決算額　3百万円〕
　〔22予算額　4百万円〕

ﾋﾞｼﾞｮﾝ―安全・快適
ﾋﾞｼﾞｮﾝ―市域全般

　〔予算額　3百万円〕

【１－１－10　緑のカーテン・カーペットづ
くりの推進】
　区役所等で緑のカーテン・カーペットづ
くりを行い、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。

　〔予算額　2百万円〕

○実施施設数　500施設 22年度
　実施施設数　485施設

　〔21決算額　5百万円〕
　〔22予算額　4百万円〕 ﾋﾞｼﾞｮﾝ―安全・快適

【１－１－11　「生物多様性地域戦略」の
策定】
　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

○「生物多様性地域戦略」の策定

【23年度新規事業】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。

　〔予算額　10百万円〕

【23年度新規事業】



経営課題 具体的取組 業績目標（アウトプット） 前年度までの実績 全市的方針との関連戦略

【１－２－１　スマートコミュニティ実証事
業（企画立案）】
　「環境先進都市の未来が体感できるま
ち」をめざし、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う。

　〔予算額　20百万円〕

○実証実験の内容等を定める全
体計画の策定
○実証実験に参加する企業の募
集

【23年度新規事業】
成長―環境・エネ
成長―臨海部
重点

【１－２－２　水・環境技術の海外プロ
モーションの推進】
　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 ションの実施などに取組む

○（仮称）「大阪市 水･環境技術
海外展開推進機構」の設立、運
営開始
○同機構への参画により、官民
連携によるケーススタディ、プロ
モ ション 現地調査など 事業

【23年度新規事業】
成長―環境・エネ
重点

　　戦略1－1～1－3により、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。（再掲）

【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。

どのような成果を目指すのか（アウトカム）

モーションの実施などに取組む。

　〔予算額　3百万円〕

モーション、現地調査など、事業
受託の支援活動の実施

【23年度新規事業】
重点

【１－２－３　関西エコビジネスツアーの
創設】
　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。
エコビジネスツアーは、京都や神戸など
と広域連携のもとで進める観光施策にも
組み込む。

　〔予算額　―　〕

○エコビジネスツアーの企画・実
施

【23年度新規事業】
成長―集客・観光
成長―臨海部

【１ ３ １ なにわエコポイントモデル ○3行政区においてモデル事業を【１ ３ 環境未来型のライフスタイルの創造】

どのような成果を目指すのか（アウトカム）

【１－３－１ なにわエコポイントモデル
事業の実施】
　地域と連携して、エコ活動に取組む市
民に、環境への取組を進める商店街な
どでの買い物に使うことができるポイント
を付与する制度を設け、地域の特性に
応じた環境施策を推進するとともに、地
域経済の活性化を図る。

　〔予算額　2百万円〕

○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を
抽出・検討

【23年度新規事業】

【１－３－２　市民協働ポイントと連携し
た環境活動の推進】
　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。

○エコポイントを付与されるエコ
活動参加者
　　　8,500人

【23年度新規事業】

【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。

　　戦略1－1～1－3により、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。（再掲）

どのような成果を目指すのか（アウトカム）

チャレンジ目標る。

　〔予算額　4百万円〕

【１－３－３　「見える化機器」を活用した
省エネ行動の促進】
　消費電力・電気料金・省エネ効果がひ
と目でわかる「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。

　〔予算額　3百万円〕

○貸出世帯数　200世帯

【23年度新規事業】

チャレンジ目標



経営課題 具体的取組 業績目標（アウトプット） 前年度までの実績 全市的方針との関連戦略

【１－３－４　学校における大阪らしい環
境教育の推進】
　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。

　〔予算額　15百万円〕

○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

【23年度新規事業】

【１－３－５　（仮称）「市民会議」の設立】
　（仮称）「市民会議」を設置し、市民協
働による低炭素社会構築や循環型社会
形成などをテーマに環境活動の展開を
図る

○（仮称）「市民会議」の設立

【23年度新規事業】図る。

　〔予算額　　―　〕

【23年度新規事業】

【１－３－６　ライトダウンキャンペーンの
参加拡充】
　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。

　〔予算額　4百万円〕

○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

参加割合(御堂筋沿道･中之島)
　　21年度　　31％
　　22年度　　48％

　〔21決算額　5百万円〕
　〔22予算額　4百万円〕

ﾋﾞｼﾞｮﾝ―安全・快適



経営課題 具体的取組 業績目標（アウトプット） 前年度までの実績 全市的方針との関連戦略

【２－１－１　（仮称）「大阪市循環型社会
形成推進条例」の制定】
　（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
業者への浸透を図る。

　〔予算額　 ―　〕

○（仮称）「大阪市循環型社会形
成推進条例」の制定

【23年度新規事業】

【２－１－２　紙パック・乾電池などの拠
点回収場所の拡大】
  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。

○拠点回収場所数
　　180ヵ所
○拠点回収量
　・紙パック　　　　　　　92トン

（紙パックの資源集団回収移

21年度
　○拠点回収場所数　144ヵ所
  ○拠点回収量
　　・紙パック　            362トン

・乾電池・蛍光灯管 61トン ﾋﾞｼﾞｮﾝ―ごみ

【２　持続可能な循環型都市の構築】
○市民・事業者等との協働によるごみ減
量を進めるため、３Ｒ（ごみの発生抑制・
再使用・再生利用）の取組、特に上流対
策である２Ｒ（ごみの発生抑制・再使用）
の取組を進める。
○各種のごみ減量施策の効果もあり、ご
み減量が大きく進展したことから、計画
目標を前倒しで達成するとともに、早期
に新たな減量目標を設定し、さらなるご
み減量に取組む必要がある。
○ごみ減量・リサイクルを行った上でな
お排出されるごみについては環境負荷
の低減を図りつつ、適正に処理を行う。

【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。

どのような成果を目指すのか（アウトカム）

どの回収を促進する。

　〔予算額　11百万円〕

　（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

　　 乾電池 蛍光灯管　 61トン

　〔21決算額　12百万円〕
　〔22予算額　12百万円〕

重点

【２－１－３　資源集団回収活動の活性
化】
　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。

　〔予算額　92百万円〕

○資源集団回収登録団体数
　　 3,000団体
○古紙回収量
　　 49,000トン

21年度
　○資源集団回収団体登録数
　　　2,373団体（21年度末）
　○古紙回収量
　　　34,668トン

　〔21決算額　61百万円〕
　〔22予算額　96百万円〕

ﾋﾞｼﾞｮﾝ―ごみ
重点

【２－１－４　焼却工場における搬入物
検査の強化】

引き続き搬入物検査を実施する。

○焼却工場への搬入車両の検査
台数

　　約１5万台

21年度検査台数
　　　39,238台

ﾋﾞｼﾞｮﾝ―ごみ

ごみ処理（焼却）量
　　　平成19年度 　 平成27年度
      148 万トン → 110 万トン

どのような成果を目指すのか（アウトカム）

○ごみ処理量の削減

引き続き搬入物検査を実施する。

　〔予算額　―　〕

　　約１5万台
　〔21決算額　226百万円〕
　〔22予算額　　―　〕

ﾋ ｼ ｮﾝ―ごみ
重点

【２－１－５　搬入不適物を排出した事業
者に対する啓発指導の実施】
　焼却工場における搬入物検査の結
果、産業廃棄物等の搬入不適物を排出
した事業所に、事業系廃棄物適正処理
啓発指導員が直接赴き、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。

　〔予算額　42百万円〕

○搬入不適物排出事業者への啓
発指導
　　　全件実施

21年度
○啓発指導対象件数
        　　　  832件
○啓発指導実施件数（延べ件数）
　　　合計　1,287件
　　　　・啓発指導 　　　 　　  832件
　　　　・現況確認・再指導   455件

　〔21決算額　38百万円〕
　〔22予算額　42百万円〕

ﾋﾞｼﾞｮﾝ―ごみ
重点



経営課題 具体的取組 業績目標（アウトプット） 前年度までの実績 全市的方針との関連戦略

【２－１－６　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】
　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
のごみの減量・リサイクルの推進に取り
組む。

　〔予算額　１１百万円〕

○ごみ減量の取組みに対する認
知度・実践度
　　　80％
○「市町村における循環型社会
づくりに向けた一般廃棄物処理シ
ステムの指針」（環境省)による住
民満足度指標
　　　3.0点以上

○ごみ減量の取組みに対する意
識調査（22年3月調査結果）
　　　認知度  83.9％
       実践度  66.6％
○住民満足度指標（22年3月調査
結果）
 ・ごみの収集(収集回数や分別区
分等)の満足度　　 3.3点
 ・廃棄物処理や3R情報の公開・提
供の満足度　　　   2.8点
 ・３Rへの取組に関する満足度
　　　　　　　　    　3.1点
 ・住んでいる街の清潔さに関する
満足度　　　　　　　 3.1点

ﾋﾞｼﾞｮﾝ―ごみ
重点

　〔21決算額　  7百万円〕
　〔22予算額　１１百万円〕

【２－１－７　（仮称）小物金属類分別収
集の試行実施】
　資源の有効利用、また市民のごみ減
量意識を高める視点から、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小型家電品の
排出状況についても調査する。

　〔予算額　2百万円〕

○10月から一部行政区において
試行実施

【23年度新規事業】

【２－２－１ ごみ焼却工場整備配置計 ○森之宮工場の建替えに向けた 21年度【２－２ 安定的な処理体制の確立】

どのような成果を目指すのか（アウトカム）

【２－２－１ ごみ焼却工場整備配置計
画の方針に基づく施設整備の推進】
　ごみ焼却工場整備配置計画の方針に
基づき、森之宮工場の建替事業を進め
る。
　

　〔予算額　47百万円〕

○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

21年度
　本市のごみ焼却工場の整備配
置計画について、「大阪市ごみ焼
却場整備・配置計画検討委員会」
を設置し、検討を行い（20年4月～
21年11月まで、全9回実施）、その
報告を踏まえ方針を定めた。
22年度
　処理方式など森之宮工場建替計
画における基本方針について、
「大阪市廃棄物処理施設建設等
委員会」で検討いただき、11月に
中間答申を得た。引き続き、委員
会で検討いただくとともに、工場の
建築デザインや、エネルギー利用
等について、関係局等と連携して
検討を進めている。

成長―環境・エネ

【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。

　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。

どのような成果を目指すのか（アウトカム）

　
　〔21決算額　　1百万円〕
　〔22予算額　13百万円〕



【施策・事業内容・手法の見直し・再構築】

取組項目
新たな市政改
革との関連

取組の方針・目標内容
（いつまでにどのようなことをめざして取り組むのか）

平成23年度の取組内容

ごみ焼却工場の地方公営企業化に向けた検討

３－④

（趣旨・目的）
  独立採算をめざした、効率的且つ効果的な運営形態の実現
（取組の概要）
地方公営企業による効率的且つ効果的な事業運営の実現に向けた
具体的な課題の検討を行う。
（目標）
ごみ焼却工場の地方公営企業化（平成25年度を目途）

（取組内容）
　地方公営企業による効率的且つ効果的な事業運営の実現に向けた具体的
な課題の検討を行う。
　・長期収支計画の策定
　・組織体制、勤務条件等の策定
　・財務関係事務等の新たな業務フローの整理

・資産調査 等

Ⅱ　持続可能な行財政基盤構築に向け、見直しを進める主な取組（環境局） 様式３

  ごみ焼却工場の地方公営企業化（平成25年度を目途） 資産調査 　　　　　　　　等
(目標）
  ごみ焼却工場の地方公営企業化（平成25年度を目途）

粗大ごみ収集等の民間委託化

３－④

（趣旨・目的）
　廃棄物処理事業のより一層の効率化を図るため、ごみの収集部門
における民間活力の導入を推進する。
（取組の概要）
　ごみの収集部門のうち、粗大ごみ収集等において、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。
（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 法投棄処理等 対応を除く）

（取組内容）
　職員の退職数や民間市場の状況を勘案しながら、一部行政区において、粗
大ごみ収集の民間委託を実施する。
（目標）
　平成23年10月を目標に5行政区において、粗大ごみ収集の民間委託を実施
する。

様式３

　　　　　　　　　　（緊急的な不法投棄処理等の対応を除く）

斎場運営事業の民間委託化

３－④

（趣旨・目的）
  斎場業務の効率的な運営をめざして、業務の一部民間委託を行う。
（取組の概要）
  斎場業務の一部を民間委託し、その有効性、効率性、公平性等の
検証を行う。
（目標）
  民間委託にあわせて、外部委員による委員会を設置し、斎場の運
営について直営と民間委託を比較評価・検証し、斎場運営のあり方
の提言を受け、その提言内容を平成25年度から斎場運営に反映して
いく。

（取組内容）
  小林・佃斎場の火葬や収骨等の業務について民間委託を実施し、その検証
を行う。
（目標）
  平成23年10月から業務委託を開始するとともに、外部委員による委員会を設
置する。

様式３

収集輸送業務の効率化

３－④

（趣旨・目的）
　ごみの収集業務について、より一層の効率化を図る。
（取組の概要）
　普通ごみ収集について、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％

（取組内容）
　普通ごみ収集において、安全性に留意しつつ、各戸軒下収集が連続する場
所を除くごみ焼却工場に近い地域を中心に、いわゆる共同住宅を対象として二
人乗務作業を拡大する計画を策定する。
（目標）
　平成23年度中に平成27年度までの計画を策定する。

様式３



【組織・体制の見直し・再構築】

取組項目
新たな市政改
革との関連

取組の方針・目標内容
（いつまでにどのようなことをめざして取り組むのか）

平成23年度の取組内容

職員数の見直し・削減

３－⑥

（趣旨・目的）
　公平かつ安定的な市民サービスを継続的に提供しつつ、市政改革
を推進するため、今後も職員数の削減に取り組む。
（取組の概要）
　さらなる事務の効率化を図ることはもとより、粗大ごみ収集業務等を
段階的に民間へ委託するなど、退職者数等に応じた職員数の見直し
を図っていく
（目標）

（取組内容）
　管理職ポストの削減、事務の効率化
　粗大ごみ収集の一部民間委託
（目標）
　退職者数相当以上の職員数の見直しを図る。

（目標）
　今後5年間で、行政職員90名・技能職員220名以上の削減を実施す
る。

職場風土・職員意識の改革

２－⑥

（趣旨・目的）
　当局職員の服務規律を確保し、市民の信頼回復を図る。
（取組の概要）
　服務規律確保に向けた取組みである「環境局不祥事根絶プログラ
ム」を服務指導体制を通じて遂行する。
（目標）
　職員の資質とモラルの向上

（取組内容）
　局内の査察等を通じて服務指導上の問題点を把握し、その改善を行う。
（目標）
　服務査察の実施等

監理団体等活用のあり方検討 （趣旨・目的）
　監理団体の活用のあり方について検討を進める。
（取組の概要）

（取組内容）
　派遣職員の引きあげを進めるとともに、補助金及び委託料を精査する。
（目標）

３－③

（取組の概要）
　計画的に人的・財政的関与の見直しを進める。
（目標）
　平成27年度までに、派遣職員を平成22年7月の1/2以下に、競争性
のない随意契約による委託料総額を平成21年度決算比50％以上削
減する。

（目標）
　監理団体への派遣職員の引きあげを進めるとともに、（公財）地球環境セン
ターへの補助金並びに（財）大阪市環境事業協会への委託料について見直し
を実施する。

【財政収支の改善】

取組項目
新たな市政改
革との関連

取組の方針・目標内容
（いつまでにどのようなことをめざして取り組むのか）

平成23年度の取組内容

受益者負担の適正化（ごみ処理手数料の改定） （趣旨・目的） （取組内容）

３－⑦

「排出事業者責任の徹底」、「受益と負担の適正化」を図る観点から
ごみ処理手数料の改定の施行に向けて、改定内容について排出事
業者等に周知を図る。
（取組の概要）

手数料改定の施行期日の決定後、排出事業者等をはじめ、広く市
民全体に手数料改正を周知する。
（目標）
　手数料改定の施行期日の決定後、速やかに行う。

施行期日の決定後、改定の実施時期までに一定期間を設け、排出事業者を
はじめ、広く市民全体に、手数料改正の趣旨、改定内容、実施時期等につい
て、リーフレットや各種広報媒体を通じ、周知徹底していく。
（目標）
　手数料改定の施行期日の決定後、速やかに行う。
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