
２.　　環境にやさしい、快適なまちづくり

（１）　低炭素社会の構築 １８億７，４００万円

２０２０年度までに市域の温室効果ガス排出量を１９９０年度比で２５％以上の削減をめざし、

市民協働・広域連携等により、環境未来型の都市構造への変革、産業構造への転換などに取り組む

①　地球温暖化対策の推進 １１億３，２００万円

環境 新 ○　（仮称）大阪市地球温暖化対策条例の制定 １００万円

市域の事業者のＣＯ２排出抑制に向けた取り組みの推進など

 ２３年秋制定予定

環境 ○　太陽光発電補助事業 ２億２，１００万円

都整 新 ○　（仮称）エコ住宅普及促進事業 １，０００万円

（別に債務負担行為 ２，４００万円 ）

省エネ等の性能を有する住宅の認定制度を創設し、

購入等の融資にかかる利子補給を実施

計画認定戸数 ６００戸

融資利率　 年１．０％超 補給期間  ５年

○　公共施設への省エネルギー設備・技術の導入 ６億　　４００万円

（別に債務負担行為 ２億４，０００万円 ）

交通 新 ・　コスモスクエア駅のエコモデル化に向けた検討調査 （１，１００万円 ）

建設 新 ・　生活道路照明灯のＬＥＤ化 （８億３，２００万円 ）

市民など 新 ・　城東区複合施設への環境未来型技術の導入検討調査 ８００万円

ゆとりなど ・　市立美術館等の展示照明ＬＥＤ化など ５億９，６００万円

環境 新 ○　生ごみと下水汚泥のバイオガス化実験の実施 ２，８００万円
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残飯等の生ごみと下水処理過程で発生する汚泥を混合消化

することによるバイオガスの発生過程等を検証

建設 新 ○　ＰＦＩを活用した平野下水処理場汚泥固形燃料化事業 ３，７００万円

（別に債務負担行為 ５８億７，１００万円 ）

下水汚泥を炭化燃料化したうえで、石炭代替燃料として有効利用

設計・建設期間　２３～２５年度　　　運営期間　２６～４５年度

市民 ○　青色防犯パトロール車への電気自動車の導入 １億　　４００万円

５台　→　２４台　（全区に配置）

環境 新 ○　急速充電スタンドの整備 １ヵ所 １，２００万円

交通 ○　省エネルギー地下鉄車両の導入など （５１億６，４００万円 ）

計画 ○　低炭素型交通システムの普及促進 １，４００万円
環境

新 社用車を活用した電気自動車カーシェアリングモデル事業、

公用車を活用した電気自動車体験試乗など

環境 新 ○　スマートコミュニティ実証事業 ６，７００万円
経済

咲洲地区の本市施設等を活用したエネルギー 適利用等の実証実験に向けた

計画策定および参加企業の募集など

港湾 新 ○　コンテナ貨物のモーダルシフト助成 （８，０００万円 ）

政策 新 ○　臨海部への企業誘致プロモーション （２，９００万円 ）

環境 ○　夢洲１区メガソーラー設置事業の推進 １００万円

計画 新 ○　都市開発の促進と環境貢献の仕組みに関する検討調査 ３００万円

都市再生特別地区で開発を行う事業者が、地区外で行う環境貢献を

評価し、民間都市開発を促進する仕組みについて検討
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計画 新 ○　環境技術の国際標準化機能の形成に向けた検討調査 （７００万円 ）

建設・環境 新 ○　水・環境技術の海外プロモーション （１，５００万円 ）
水道など

経済 新 ○　成長産業チャレンジ支援事業 （１億５，０００万円 ）

政策 新 ○　企業誘致にかかる効果的なインセンティブ等のあり方調査 （４００万円 ）

経済など ○　ビジネス活動グリーン化推進事業など （９，７００万円 ）

環境 新 ○　なにわエコポイントモデル事業 ２００万円

商店街等との協働により、市民のエコ活動

に対するポイント制度を３区で試行実施

環境 新 ○　ＯＳＡＫＡ　ＰｉＴａＰａカードを活用した環境活動の推進 ５００万円
交通

本市が指定するエコ活動に参加したカード保有者にポイントを付与

環境 新 ○　「見える化機器」を活用した省エネ行動の促進 ３００万円

市民の省エネ意識醸成のため、家庭用省エネナビを貸出

台　　数    １００台　　　　貸出開始    ２３年８月

環境 新 ○　小・中学校での「（仮称）おおさか環境科」の実施 １，５００万円

環境問題に特化した授業の教材として、副読本および映像ツールを作成

授業開始    ２４年４月

環境 ○　「なにわエコ会議」の活動支援など ５００万円

②　ヒートアイランド対策の推進 ９，２００万円

環境など ○　緑のカーテン、カーペットづくりの推進 ５，９００万円

教育 ○　学校運動場の芝生化 （３００万円 ）

環境 ○　「風の道」事業の推進に向けた調査研究など １，０００万円
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長堀通において、路面散水効果等の実証実験を実施

環境 ○　ドライ型ミスト装置設置補助 ５００万円

水道 ○　水道水のミスト散布によるヒートアイランド対策事業 １，５００万円

環境 ○　打ち水実施支援事業 ３００万円

建設 ○　保水性舗装の実施 （１億円）            

ゆとり ○　民間施設への緑化の推進など （３，６００万円 ）

環境 ③　ＵＮＥＰ国際環境技術センターの支援など ９，６００万円

④　自動車交通環境対策の推進 ５億５，４００万円

交通 ○　バスや業務用車両への低公害車の導入 ５億４，３００万円
環境

環境 ○　自動車交通環境対策の進捗状況の把握、普及啓発など １，１００万円

（２）　循環型社会の形成と環境保全 ３００億８，１００万円

（廃棄物の処理） ５３億２，７００万円

環境 新 ①　（仮称）大阪市循環型社会形成推進条例の制定 １００万円

リサイクル等について、市民、事業者、行政の責務の明確化など

２３年秋制定予定

②　ごみ処理体制の充実 ３４億３，１００万円

環境 ○　森之宮焼却工場建替調査 ４，７００万円

（別に債務負担行為 ２億１，７００万円 ）

現地での建替えに向けた環境影響調査等を実施

環境 ○　ごみ焼却工場の整備補修など ３３億８，４００万円
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③　ごみ減量・リサイクルの推進 １６億２，４００万円

環境 ○　廃棄物減量等推進員と連携したごみ減量・リサイクルの推進 ２，０００万円

環境 ○　資源集団回収活動の推進 ８，６００万円

環境 ○　事業系廃棄物の減量および適正処理の推進 ７，６００万円

環境 ○　分別収集の拡充 １０億７，６００万円

現在普通ごみとして収集している 新 小物金属類の分別収集を３区で試行実施

　　実施予定    ２３年１０月

環境 ○　申告制による粗大ごみ収集 ２億６，５００万円

環境 ○　ごみ減量・リサイクルの実践に向けた働きかけの推進 １，１００万円

新 ６月５日を「（仮称）大阪市ノー・レジ袋の日」に設定など

環境 ○　リサイクルプラザの運営、ごみ減量キャンペーンの展開など ９，０００万円

環境 新 ○　生ごみと下水汚泥のバイオガス化実験の実施 （２，８００万円 ）

環境 ④　フェニックス計画の推進 １億　　８００万円

環境 ⑤　産業廃棄物対策の推進 ２，１００万円

環境 ⑥　河川清掃ごみ対策など １億４，２００万円
建設

（環境の保全） ２３７億７，５００万円

環境 新 ⑦　生物多様性地域戦略の策定など １，５００万円
ゆとり

自然環境の保全・創出に関する施策の方向性等を示すとともに、

大阪城公園における生き物環境保全・活用策の検討

⑧　環境汚染の防止・都市環境の保全 ６，２００万円
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環境 ○　アスベスト対策の実施 １，２００万円
計画

民間建築物に対するアスベスト除去等の対策費用の助成など

環境 ○　ダイオキシン類対策の実施 ３，９００万円
建設

環境モニタリング調査、汚泥焼却炉排ガス等のダイオキシン類の濃度測定

環境 ○　ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適正処理の推進 １，１００万円

微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等分析費用の補助など

建設 ○　低騒音舗装を導入した幹線道路改修 （１億８，１００万円 ）

⑨　下水道における水質保全対策 ２２９億７，０００万円

（別に債務負担行為 １４２億１，０００万円 ）

建設 ○　合流式下水道の緊急改善対策の推進 １０３億　　７００万円

平成の太閤下水、住之江下水処理場雨水滞水池、

長堀抽水所雨水滞水池の建設など

建設 ○　高度処理の推進など １２６億６，３００万円

住之江下水処理場急速ろ過池の建設など

建設 ⑩　下水道におけるアメニティ（都市環境）対策 ５億６，９００万円

（別に債務負担行為 ３００万円 ）

下水処理場・抽水所の脱臭設備の整備など

環境 ⑪　環境影響評価（環境アセスメント）の実施 ２００万円

環境 ⑫　環境教育の推進 １億５，７００万円

環境学習センター「生き生き地球館」の運営など

- 12 -



（まちの美化） ７億３，４００万円

環境 ⑬　路上喫煙対策事業 ６，８００万円

⑭　美化キャンペーンの推進 ９，９００万円

環境 ○　まち美化パートナー制度の実施 １，０００万円

建設 ○　市民による違反簡易広告物除却制度の実施 １００万円

環境・ゆとり ○　ボランティア清掃の推進など ８，８００万円
建設

環境 ⑮　道路清掃など ５億６，５００万円
建設

環境 新 ⑯　あいりん地域の不法投棄防止対策 （４００万円 ）

建設 ⑰　放棄自動車対策の推進 ２００万円
港湾

（斎場・霊園） ２億４，５００万円

環境 ⑱　斎場運営の充実 ６００万円

火葬受入時間を拡大し、市民の利便性を向上

受入時間　午前１１時から午後４時  →　午前１０時から午後４時

環境 ⑲　既設斎場・霊園の整備 ２億３，９００万円

（３）　水都大阪の再生と都市景観の形成 １０億５，７００万円

（水都大阪の再生） ５億３，４００万円

建設 ①　道頓堀川の水辺整備 ３億８，１００万円

潤いと憩い、にぎわいの場を創造するための水と親しめる遊歩道の整備

（大黒橋～新戎橋間など）や水辺空間利用のルールづくりの検討など

建設 ②　河川改修にあわせた環境整備 １億４，１００万円
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（別に債務負担行為 ３億　　４００万円 ）

③　水都大阪ブランドの確立 １，０００万円

ゆとり ○　水辺のにぎわい魅力創出事業 （２，６００万円 ）

ゆとり ○　ＯＳＡＫＡ光のルネサンスの開催 （１億円）            

建設 新 ○　河川案内板の設置    ２０ヵ所 （２，５００万円 ）

建設 ○　舟運活性化促進と情報発信事業 １，０００万円

区 ○　川と海をつなぐ舟運にぎわいまちづくり事業 （１，２００万円 ）

ゆとり ○　コミュニティ・ツーリズム推進事業 （５，７００万円 ）

計画 ④　魅力あるリバーフロント形成に向けた基本方針の策定 ２００万円

堂島川、土佐堀川、安治川沿いのにぎわい・魅力の創出に向けた検討

　　　　　　しろあか　      　え

ゆとり ⑤　大阪城　城灯りの景の開催など （２，０００万円 ）催

建設 ⑥　平成の太閤下水の建設など （６７億　　７００万円 ）

（都市景観の形成） ５億２，３００万円

計画 ⑦　わがまちナイススポットの発見 ５００万円

市民と連携し、わがまち自慢の都市景観を発掘・登録など

計画 ⑧　景観形成方策の推進 ６００万円

建設 ⑨　正蓮寺川歩行者専用道の整備 　５億　　９００万円

建設 ⑩　電線類の地中化の推進 （７億９，４００万円 ）
都整

計画 ⑪　主要街路沿道における建築美観誘導など ３００万円
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（４）　花と緑豊かなまちづくり ５９億　　５００万円

①　公共空間の緑化の推進 １億９，８００万円

教育 ○　学校運動場の芝生化 ３００万円

対　象    小学校　２４校　→　３５校

補助額    維持管理経費の１／２（上限　１㎡あたり１００円）　３年間補助

ゆとり ○　地域ふれあい緑化事業、街路緑化の推進、校庭緑化など １億３，４００万円
教育

ゆとり ○　種から育てる地域の花づくり等支援事業（全区実施） ６，１００万円
区

種から育てた花苗を公共空間に活用する地域住民の取り組みを支援

ゆとり ②　民有地緑化の推進 １億８，７００万円

緑の相談、緑化リーダーの育成、建造物緑化への助成など

ゆとり ③　公園樹、街路樹の保全・育成 ９億３，４００万円

（別に債務負担行為 １億３，７００万円 ）

④　レクリエーションを楽しむ大公園の整備 ８億４，５００万円

○　天王寺動植物公園の整備 １億５，３００万円

ゆとり 新 ・　天王寺動植物公園の魅力創出に向けての再整備 （４，０００万円 ）

ゆとり ・　既存施設の改修など １億５，３００万円

ゆとり ○　花の万博記念公園としての鶴見緑地の整備 ４億９，４００万円

民間事業者による駅前エリアの整備および園路等の整備など

○　大阪城公園の整備 １億２，４００万円

ゆとり 新 ・　観光拠点として、魅力ある大阪城公園の再整備 （３，３００万円 ）

ゆとり ・　既存施設の改修など １億２，４００万円
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ゆとり ○　毛馬桜之宮公園の整備など ７，４００万円

⑤　市民に身近な公園の整備 ３７億４，１００万円

ゆとり ○　正蓮寺川公園整備 ６億２，９００万円

ゆとり ○　公園再生活性化事業 ８億６，２００万円

ゆとり ○　障害者や高齢者にも配慮した公園便所の整備 ５，４００万円

建　替    ３棟

ゆとり ○　街区公園等の造成と用地買収 ２１億９，６００万円

（別に債務負担行為 ２，０００万円 ）

（５）　快適で便利な住環境づくり ８９６億３，４００万円

①　新婚・子育て層の市内居住の促進 ５０億３，８００万円

都整 ○　子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給 １億１，２００万円

（別に債務負担行為 ２億２，９００万円 ）

都整 ○　子育て安心マンション認定制度 ４００万円

都整 ○　子育て支援等公社ストック活用制度

都整 ○　民間分譲マンション購入融資利子補給 １００万円

都整 ○　新婚世帯に対する家賃補助 ４９億２，１００万円

対象世帯数　　　２９，５１０世帯  

補助限度額    当初３年間    月額１５，０００円

　　　　　    ４年～６年    月額２０，０００円

○　市営住宅別枠募集
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都整 ・　新婚世帯向け　　　　１００戸

都整 ・　子育て世帯向け　　２００戸

都整 ②　民間住宅整備の促進 ６８億６，９００万円

優良賃貸住宅建設資金融資など

③　密集住宅市街地等における住環境の整備 ２９億６，６００万円

○　密集住宅市街地整備等の推進 ２２億１，９００万円

都整 ・　民間老朽住宅建替支援事業

新 狭あい道路に面する老朽木造住宅の除却に対する補助

補助率    １／２

補助限度額　1件当り　　戸建　７５万円　　集合住宅　１５０万円

都整 ・　地域連携による防災力向上支援事業

地域の活力を引き出すまちかど広場づくり、狭あい道路の拡幅促進整備、

主要生活道路の不燃化促進整備

都整 ・　老朽木造住宅等の更新と関連公共施設の整備
建設

生野区南部地区、西成区など

都整 ・　密集住宅市街地の整備方策検討調査

建設・都整 ○　住宅建設と調和のとれた道路、公園の整備 ７億４，７００万円
ゆとり

（別に債務負担行為 ２億７，２００万円 ）

④　中堅層の市内居住の促進 ４９２億９，０００万円

都整 ○　中堅層向け住宅建設の推進 ４４５億６，０００万円

（別に債務負担行為 １５億５，３００万円 ）
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子育て支援等公社ストック活用制度など

都整 ○　マンション購入資金融資 ４７億３，０００万円

⑤　市営住宅の建設と整備など ２４７億４，６００万円

多様な居住ニーズに対応し、多くの市民に支持される

「市民住宅」への再編に向けた整備

○　市営住宅の更新 １５８億　　９００万円

（別に債務負担行為 ８７億３，２００万円 ）

「市営住宅ストック総合活用計画」の推進

都整 ・　市営住宅の建替    １，０００戸

都整 ・　団地再生モデルプロジェクトの実施

「市民住宅」への再編の一環として、民間住宅供給や生活利便施設の導入など

都整 ・　住戸改善および既存中層住宅エレベーター設置都 住 善 存 層住 置

都整 ・　市営住宅の耐震化

２７年度までに耐震化率９０％の実現をはかる

改修工事    ５３棟　　　　設計    ４１棟　　

都整 ○　市営住宅の補修 ８８億２，４００万円

都整 ○　市営住宅の駐車場整備 （１億８，４００万円 ）

都整 ○　市営住宅使用料収納対策 １億１，３００万円

退去者にかかる滞納家賃徴収業務の弁護士法人への委託など

都整 ○　地域の防犯活動の支援に向けた市営住宅空き住戸等の活用 （１００万円 ）

都整 ⑥　住まい情報センター事業 ４億６，２００万円

⑦　地域特性を活かした魅力ある居住地づくりの推進 ２億５，９００万円
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都整 ○　ＨＯＰＥゾーン事業 ２億３，４００万円

（別に債務負担行為 １，７００万円 ）

平野郷地区、住吉大社周辺地区、空堀地区、船場地区、天満地区、田辺地区

天満地区における 新 「天神新門界隈」の道路修景整備

都整 ○　マイルドＨＯＰＥゾーン事業 １，３００万円

四天王寺・夕陽丘エリアでの重点的な修景整備など

都整 新 ○　（仮称）まちなみ資源の再生・活用事業 １，２００万円

レトロビル等の歴史的建築物の外観修復やライトアップ工事に対する補助

補助率    １／２

補助限度額    ６００万円／件

都整 新 ⑧　（仮称）エコ住宅普及促進事業 （１，０００万円 ）都 住

計画 ⑨　民間の建築確認・検査業務の適正性の確保 ４００万円

構造計算適合性判定の対象外建築物を無作為に抽出し再計算を実施

（６）　ひとにやさしいまちづくりの推進 ３億９，８００万円

計画 ①　「交通バリアフリー」のまちづくりの推進 １，０００万円

都市交通政策立案のための調査

②　本市建築物の整備 １億３，２００万円

教育など ○　学校、保育所等にエレベーター、階段手すりの設置など １億３，２００万円

都整 ○　既存市営住宅の改善 （３億８，１００万円 ）

中層住宅へのエレベーター設置
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③　道路、公園の整備 １億２，０００万円

建設 ○　歩道の段差解消、誘導ブロックの設置など ８，０００万円

ゆとり ○　公園の入口の改造 ４，０００万円

ゆとり ○　障害者や高齢者にも配慮した公園便所の整備 （５，４００万円 ）

建設 ④　放置自転車対策の強化 （１８億２，２００万円 ）
区など

⑤　公共交通機関における移動の確保 １億３，５００万円

健福 ○　鉄道駅舎エレベーター等設置助成    継続６基 １億３，５００万円

計画 ○　民間鉄道駅舎可動式ホーム柵設置助成 （１億円）            

○　ひとにやさしい市営交通 （６３億１，１００万円 ）

交通 ・　地下鉄駅舎エレベーターの設置 ６基

交通 ・　ノンステップバスの購入 ６３両購

交通 ・　地下鉄駅舎可動式ホーム柵の設置など

健福 ⑥　「わがまちのやさしさ発見」レポートの募集 １００万円

（７）　まちの再開発と区画整理 １７３億６，２００万円

都整 ①　阿倍野地区再開発事業 １２３億３，２００万円

（別に債務負担行為 ２億４，０００万円 ）

再開発ビル（Ａ１－２棟等）・歩道橋の建設など

あべのキューズタウン（Ａ２棟）　　　　開設予定　　２３年４月

都整 ②　民間市街地再開発事業の推進 １億８，３００万円

茶屋町東地区
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③　大阪駅周辺地区の整備推進 （１億１，９００万円 ）

計画 ○　民間と連携したまちづくりの推進等に関する検討調査 （１，２００万円 ）

計画 新 ○　先行開発区域のエリアマネジメント支援事業 （６００万円 ）

建設 ○　ＪＲ東海道線支線の地下化  　豊崎～福島間 （１億円）            

計画 ○　大阪駅北地区まちづくり推進協議会による民間投資の促進 （１００万円 ）

計画 ④　湊町地区（ルネッサなんば）の開発 ４億３，１００万円

大阪シティエアターミナル（ＯＣＡＴ）ビルの公的施設管理運営補助

計画 ⑤　岩崎橋地区の開発 １億２，４００万円

大阪ドーム（京セラドーム大阪）の公的施設管理運営補助など

都整 ⑥　土地区画整理事業の推進 ４２億６，２００万円

（別に債務負担行為　 １億６，８００万円 ）億

長吉東部地区、淡路駅周辺地区、三国東地区など

計画 ⑦　拠点地区開発計画策定調査 ９００万円

計画 ⑧　まちづくり活動支援事業の推進 ２，１００万円

住民主体のまちづくり活動に対し、アドバイザーの派遣など

（８）　都市交通網の整備 ４７３億６，５００万円

計画 ①　大阪外環状線の建設促進 ３億２，３００万円

計画 ②　都市交通政策立案のための調査 （１，０００万円 ）

③　地下鉄・ニュートラムの設備充実 ４３２億９，５００万円

交通 ○　エレベーターの整備 ２４億３，６００万円
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（別に債務負担行為 ６億６，０００万円 ）

心斎橋駅、長堀橋駅等６駅７基設置

交通 ○　可動式ホーム柵の設置 １３億　　２００万円

（別に債務負担行為 １７億円）            

完了予定 長堀鶴見緑地線 ２３年度

千日前線 ２６年度

新 御堂筋線 ３１年度

交通 ○　車両の整備 ９４億８，２００万円

（別に債務負担行為 １４８億９，０００万円 ）

車両更新 ２８両

車内案内表示装置の設置 ５２両装置 置

○　駅施設の整備など ３００億７，５００万円

（別に債務負担行為 １６６億３，０００万円 ）

交通 ・　地下鉄における火災対策設備の整備

交通 ・　駅改装等の施設整備      鶴橋駅など

交通 ・　定期券発行機能付き自動券売機の導入 完了予定    ２５年度

④　乗りやすいバスへの改善 ２０億４，２００万円

交通 ○　車両の購入 １７億１，０００万円

ノンステップバス ６３両

     うちハイブリッドノンステップバス   ６両

交通 ○　バスロケーションシステムの更新など ３億３，２００万円

- 22 -



（別に債務負担行為 　３，０００万円 ）

新 ⑤　市営交通社会貢献等戦略プランの推進

交通 ○　「環境」、「ひとにやさしい市営交通」、「観光集客」の３つの柱となる

施策を中心に社会貢献施策等を展開

交通 ○　料金施策の取り組み

子育て世帯への応援の観点から、地下鉄通学定期券の値下げおよび

PiTaPaの利用額割引マイスタイル（学生）の上限額引き下げ

   割引率    ２０％　　　実施予定　　２３年８月

交通 新 ⑥　ＩＣカードによる全国相互利用の実施に向けて検討 実施予定    ２５年春

計画 ⑦　民間鉄道駅舎可動式ホーム柵設置助成　　　　１駅 １億円              

計画 ⑧　コミュニティ系バス運営費補助 １５億１，３００万円

計画 ⑨　関西国際空港全体構想の推進 ９，２００万円

関西国際空港集客・利用促進事業

（９）　道路・橋梁の整備と駐車対策 ２８７億２，７００万円

①　幹線道路、主要橋梁の整備 １５２億２，２００万円

（別に債務負担行為　 １億９，０００万円 ）

○　幹線道路の整備推進 １１１億８，５００万円

建設 ・　重点整備路線

都市計画道路を重点的に整備し、２４年度までに供用開始をはかる

難波片江線など４路線
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建設 ・　淀川左岸線２期の整備

建設 ・　天王寺大和川線、阪急京都線・千里線付属街路など

建設 ○　主要橋梁の整備 １億２，４００万円

下高野橋の架替など

建設 ○　舗装道の整備、鋼橋塗装など ３９億１，３００万円

低騒音舗装を導入した幹線道路改修、効率的な維持管理計画の策定調査

②　鉄道との立体交差 ３１億７，３００万円

建設 ○　阪急京都線・千里線    南方～上新庄、淀川～吹田間 ３０億６，１００万円

建設 ○　ＪＲ東海道線支線の地下化    豊崎～福島間 １億円              

切替予定    ３１年度

建設 ○　ＪＲ片町線・東西線計画調査    鴫野～大阪城北詰間 １，２００万円

③　生活道路と交通安全施設の整備 ４８億６，２００万円

（別に債務負担行為　 １１億７，２００万円 ）

建設 ○　道路照明灯の整備 　１０億７，０００万円

建設 ○　生活道路の舗装新設、道路改良など ３０億６，９００万円

建設 ○　保水性舗装の実施 １億円              

建設 ○　地下道および自転車駐車場等における防犯設備の整備 ６，１００万円

建設 ○　歩道、道路標識等交通安全施設の整備など ５億２，２００万円

建設 ○　あんしん歩行エリアの整備、事故危険箇所対策 ４，０００万円

建設 新 ○　歩行者案内標識における４ヵ国語化等の改良    ２００ヵ所 （８，０００万円 ）

④　放置自転車対策の強化 １８億２，２００万円
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建設 ○　有料自転車駐車場の管理 　　９８駅　→　１０５駅
港湾

建設 ○　放置禁止区域の指定 １３４駅

建設 ○　自転車駐車場の整備 新設４駅　     増設９駅

○　キタ・ミナミにおける市民協働手法による放置自転車対策

建設 ・　自転車駐車場を整備して禁止区域を拡大

整備台数          キタ　　 

ミナミ 　

建設 ・　市民協働で啓発と撤去を実施

建設 ○　自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」
区

市民と協働した放置自転車対策として、現地で啓発・指導する

「トライアルプラン」を本格化し、全区で実施

３，３００台　→　３，８００台

３，５００台　→　３，９００台

建設 ○　自転車適正利用啓発の推進

自転車の適正な利用をテーマとする児童絵画を活用し、

自転車放置禁止シールとして路面に貼付

建設 新 ⑤　御堂筋における歩行者と自転車が共存できる空間づくり （２，５００万円 ）

計画 ⑥　高速道路の整備 ３０億６，９００万円

淀川左岸線１期等の建設など

計画 ⑦　広域交通ネットワーク検討調査 ４００万円

⑧　公的駐車場の整備 ３億７，９００万円

建設 ○　道路公社経営健全化の推進 ３億７，９００万円

駐車場建設資金償還に伴う資金借入金の利子補給

建設 ○　観光バスの乗降場等の利便性向上事業 （４００万円 ）
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都整 ⑨　市営住宅の駐車場整備 １億８，４００万円

（別に債務負担行為 ５，６００万円 ）

整備台数    約６６０台

⑩　広報・啓発活動の強化 １，２００万円

市民 ○　交通安全運動の推進 ６００万円
区

計画 ○　めいわく駐車防止条例による啓発活動など ６００万円
区

（１０）　上水道の整備 ２１９億４，４００万円

水道 ①　浄水施設整備事業 ５８億１，４００万円

（別に債務負担行為　 ５０億４，１００万円 ）

浄配水場施設の計画的な更新・耐震化や先進技術の導入等による化

信頼性の高い浄配水場システムの構築

水道 ②　配水管整備事業 １２２億１，５００万円

（別に債務負担行為 　１２８億８，５００万円 ）

経年管路の戦略的な更新・送配水幹線のネットワーク化等による

信頼性の高いライフラインシステムの構築

水道 ③　給水装置整備事業 ３９億１，５００万円

給水管の布設替等による鉛製給水管の撤去および漏水・出水不良の解消

水道 新 ④　８営業所、４水道工事センターの統合・再編に向けた基本設計 （３，７００万円 ）
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