
大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の「緩和」に関する取組状況

部門等 分類 計画で掲げた取組 計画に記載の内容
関連施策・事業名と

決算額2017年度（2016年度）
2017年度の現状

府内市町村における環境家計簿
の推進
　０千円（74千円）

環境家計簿の取組世帯数：6,992世帯（2017年度）

家庭エコ（うちエコ）診断推進
基盤整備事業
　０千円（０千円）

うちエコ診断受診世帯数：1,193世帯（2017年度）

スマートメーターの普及
　０千円（０千円）

スマートメーター導入数：関電管内の約932万台（2017年度末時点)

・「ストップ地球温暖化デー」
等における大阪府地球温暖化防
止活動推進センター、市町村、
各種団体と連携したキャンペー
ンやイベント等の実施

毎月16日の「STOP！温暖化おおさかメールマガジン」の配信をはじめ、省エネの
呼びかけや環境イベントの広報等を実施。

・関西広域連合と連携した関西
夏のエコスタイル、関西エコオ
フィス運動、キャンペーン等の
実施

関西広域連合と連携し、関西夏のエコスタイル（5/1～10/31）、関西エコオフィ
ス運動（通年）、みんなでお出かけクールシェア（7/1～9/30）等を実施。

・環境にやさしい買い物キャン
ペーン、グリーン購入セミナー
の実施

環境にやさしい買い物キャンペーン（10月）、グリーン購入セミナーを実施。

・行政・企業・NGO/NPO・民間
団体等が持つ環境教育プログラ
ム・教材等の情報をポータルサ
イト等において発信

・小・中・高において、児童・
生徒が環境の保全に寄与する態
度を養うための環境教育の推進

環境教育等の推進【再掲】
　０千円（０千円）

・大阪府総合環境資源情報ポータル「エコあらかると」にて、環境教育情報の提供や、
環境イベント等を広報(2017年度 掲載数194件)。
・環境キッズファミリー交流フェスタをはじめとする環境イベントのブース出展、環境
啓発グッズの貸出等。
・環境教育及び環境保全の促進に関する協定に基づく、環境教育イベントの実施。

環境交流パートナーシップ事業
　1,300千円（2,074千円）

・環境NPO等の活動の活発化や新たな活動の展開に向けた、交流機会を創出。
・交流セミナー、人材育成講座、環境教育研究会の３つのセミナーで構成する交流会を
３回実施するとともに、登録団体等による交流会を１回実施

幼児環境教育指導者プログラム強
化事業
　4,500千円（0千円）

・幼児期を対象とした環境教育映像教材（DVD）を製作し、府内市町村・幼稚園・保育
所等に配布（1,719枚）
・府内４地域で幼稚園や保育所等の職員を対象に、本教材の活用方法に関する研修会を
開催

・身近な地域で学び、地域で取
り組むための環境学習の機会を
提供

環境教育等の推進
　０千円（０千円）

・大阪府総合環境資源情報ポータル「エコあらかると」にて、環境教育情報の提供や、
環境イベント等を広報(2017年度 掲載数194件)。
・環境キッズファミリー交流フェスタをはじめとする環境イベントのブース出展、環境
啓発グッズの貸出等。
・環境教育及び環境保全の促進に関する協定に基づく、環境教育イベントの実施。

環境教育等の推
進

省エネ・省
CO2の意識

を高めるた
めの取組

家庭

エネルギー使用
量等の見える化
取組の普及

・大阪府地球温暖化防止活動推
進センター、市町村等と連携し
た家庭エコ診断・環境家計簿を
通じた家庭の取組支援、HEMS・
見える化機器（省エネナビ・電
力表示器）、電気・ガス使用量
のお知らせ照会サービス等のメ
リットを府民に紹介すること等
による普及促進

キャンペーンや
セミナー等によ
る普及啓発

省エネの呼びかけ、省エネ・省
CO2セミナーや環境イベント等に

よる省エネ意識の向上
　40千円（０千円）

資料１－２
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部門等 分類 計画で掲げた取組 計画に記載の内容
関連施策・事業名と

決算額2017年度（2016年度）
2017年度の現状

住宅における環
境配慮措置の取
組の促進

・建築物の環境配慮技術手引き
等による環境配慮技術の普及啓
発、導入促進
・一定規模以上の建築物（特定
建築物（マンション等））に対
して建築物環境計画書の作成及
び届出を義務づけるとともに届
出概要を公表し、環境への配慮
を促進
・特定建築物の販売・賃貸広告
時の「大阪府建築物環境性能表
示」の義務化による環境性能情
報の提供
・省エネ法等に基づく施策を活
用して、住宅の断熱化等の省エ
ネ性能の向上

建築物の環境配慮制度推進事業
　1,766千円（1,488千円）

建築物環境計画書届出のうち環境配慮措置が大変良好な（Ｓ又はＡ評価である）住
宅の割合：27％（2017年度）

高効率機器等の
導入促進

・おおさかスマートエネルギー
センター等を通じて省エネ・省
CO2の技術や補助制度等に関する

情報を府民にわかりやすく提供
する等により、照明のLED化や高
効率な空調機、冷凍冷蔵庫、給
湯器等の省エネ性能のよい機器
の導入促進

おおさかスマートエネルギーセ
ンターの運営
　3,942千円（4,305千円）

・おおさかスマートエネルギーセンターへの相談問合件数：778件（2017年度）
・ZEH普及支援事業により、ZEHを関連業界と連携して府民及び府内の中小工務店等
に積極的にPR（ZEHフェア開催：４回）

特定事業者
（大規模事
業者）への
自主的取組
の促進

温暖化防止条例
に基づく取組の
促進

・温室効果ガス排出抑制対策の
実施率と削減状況を総合的に評
価する制度を導入して取組を促
進
・先進的で優れた取組を表彰す
るとともに、事例を普及

「大阪府温暖化の防止等に関す
る条例」に基づく届出指導
　207千円（172千円）

・届出事業者数の約7割を占める、2015年度から2017年度までを計画期間とする事
業者については、2016年度の温室効果ガス排出量の合計は基準年度である2014年
度から1.5％削減
CO2排出削減量（2016年度）：28.1万t-CO2

＜参考＞
条例に基づく実績報告書の届出対象事業者数　857事業者（2016年度）

・おおさかストップ温暖化賞
　2017年度は大阪府知事賞1事業者、優秀賞4事業者、特別賞１事業者を表彰

中小事業者
への取組の
支援

「見える化」等
の普及促進

・おおさか版BEMS事業者登録制
度を活用した「見える化」によ
る運用改善の普及促進

・大阪府立環境農林水産総合研
究所等による中小事業者向け省
エネ診断や商工会等の経営指導
員と連携した取組により省エ
ネ・省CO2対策を支援

・市町村・各種団体と連携した
セミナー・講習会等の実施

おおさかスマートエネルギーセ
ンターの運営【再掲】
　3,942千円（4,305千円）

・おおさか版BEMS事業者登録数：20社（2017年度末時点）
・おおさか版BEMS事業者による新規契約件数：601件（2017年度速報値）
・おおさかスマートエネルギーセンターの省エネ診断受診マッチング件数：42件
　　（うち12件は大阪府立環境農林水産総合研究所で診断を実施；2017年度）
・大阪府立環境農林水産総合研究所の省エネ診断件数：48件（2017年度）
・省エネセミナーの開催・講演：主催3回、講演56回（2017年度）

家庭

住宅・設
備・機器等
の省エネ・
省CO2化

業務
産業
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部門等 分類 計画で掲げた取組 計画に記載の内容
関連施策・事業名と

決算額2017年度（2016年度）
2017年度の現状

「見える化」等
の普及促進

・環境マネジメントシステム
（ISO14001、エコアクション21
等）の普及促進

環境マネジメントシステム（Ｅ
ＭＳ）普及・啓発事業
　０千円（０千円）

環境マネジメントシステム導入登録数：2,624件（2017年度）

・特定事業者による中小事業者
への省エネ・省CO2対策支援を計

画書制度の中で評価

「大阪府温暖化の防止等に関す
る条例」に基づく評価制度
　０千円（０千円）

2016年度から運用開始し、特定事業者の自主的な取組を促進。

・中小事業者の優れた取組を表
彰し、他の中小事業者に広く紹
介するとともに、更に取組を促
進させる誘導的な仕組みについ
て検討

温暖化防止に係る取組みの紹介
　０千円（０千円）

・おおさかストップ温暖化賞を2013年から中小事業者も表彰制度の対象とし、
2017年度は大阪府知事賞1事業者、優秀賞4事業者、特別賞１事業者を表彰

・具体的な整備基準を盛り込ん
だ「府有建築物整備における環
境配慮指針」に基づいて府有建
築物の省エネ・省CO2化を推進

・一定規模以上の建築物の新築
または増改築に対して建築物環
境計画書の作成及び届出を義務
づけるとともに届出概要を公表
し、環境配慮を促進
・特定建築物の販売・賃貸広告
時の「大阪府建築物環境性能表
示」の義務化による環境性能情
報提供
・省エネ法等に基づく施策を活
用して、建築物の断熱化等の省
エネ性能の向上

建築物の環境配慮制度推進事業
【再掲】
　1,766千円（1,488千円）

建築物環境計画書届出のうち環境配慮措置が大変良好な（Ｓ又はＡ評価である）非
住宅建築物の割合：12%（2017年度）

府有建築物ESCO推進事業
　ESCOサービス料（施設所管課で
計上）
　269,990千円（361,305千円）
　推進事業費（公共建築室で計
上）
　767千円（843千円）

・３事業14施設（高等学校６校、警察署５署、府営公園３園）において新規公募を実
施し、ESCO事業者を決定。
・2016年度事業者選定施設（高等学校８校、狭山池博物館、警察署５署、三島府民セ
ンタービル）においてESCO改修工事を実施。

ESCO事業の普及啓発
　０千円（０千円）

・｢大阪府市町村ESCO会議｣を開催し、府内市町村におけるESCO事業実施を支援
・｢大阪府ビル省エネ度判定制度｣を2015年に創設し、既存建築物の省エネ化・ESCO事
業を推進

業務
産業

高効率機器等の
導入促進

・おおさかスマートエネルギー
センター等を通じてトップラン
ナー機器等、省エネ性能のよい
高効率機器や補助制度等に関し
て分かりやすく情報提供

おおさかスマートエネルギーセ
ンターの運営【再掲】
　3,942千円（4,305千円）

・おおさかスマートエネルギーセンターへの相談問合件数：778件（2017年度）
【再掲】

業務
産業

中小事業者
への取組の
支援 温暖化防止条例

に基づく取組の
促進

業務

建築物・設
備・機器等
の省エネ・
省CO2化

建築物の環境配
慮措置の取組の

促進

・「ESCO事業」の府有建築物へ
の導入および府内の民間施設・
公共施設への普及啓発
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部門等 分類 計画で掲げた取組 計画に記載の内容
関連施策・事業名と

決算額2017年度（2016年度）
2017年度の現状

特定事業者
（大規模事
業者）への
自主的取組
の促進

温暖化防止条例
に基づく取組の
促進

・温室効果ガス排出抑制対策の
実施率と削減状況を総合的に評
価する制度を導入して取組を促
進
・先進的で優れた取組を表彰す
るとともに、事例を普及

「大阪府温暖化の防止等に関す
る条例」に基づく届出指導【再
掲】
　207千円（172千円）

・届出事業者数の約7割を占める、2015年度から2017年度までを計画期間とする事
業者については、2016年度の温室効果ガス排出量の合計は基準年度である2014年
度から1.5％削減
CO2排出削減量（2016年度）：28.1万t-CO2

＜参考＞
条例に基づく実績報告書の届出対象事業者数　857事業者（2016年度）

中小事業者
への取組の
支援

中小事業者が創
出したクレジッ
トの利用促進

・条例制度やイベント等におけ
るカーボン・オフセットの取組
を推進

大阪版カーボン・オフセット制
度の推進
　０千円（０千円）

（クレジット累計創出量）：6,596 t-CO2

（2017年度末時点で埋め合わせに利用した分）：5,441t-CO2

公共交通の
利用促進等

―

・モビリティ・マネジメント手
法を活用した公共交通機関の利
用促進
・乗継ぎ時の移動の負担軽減や
乗継情報案内の充実といった公
共交通の利便性向上

公共交通戦略の推進
　０千円（０千円）

利用促進キャンペーンとして、交通安全ファミリーフェスタ等のイベントに参加
し、啓発活動を実施

・大阪エコカー協働普及サポー
トネットにおけるエコカーの率
先導入、普及啓発

エコカーの普及促進
　０千円（０千円）

エコカーの普及を推進する「大阪エコカー協働普及サポートネット」において、エコ
カーの導入や啓発活動等の取組みを実施
　エコカー普及台数･･･110万台（2016年度末時点）
　エコカー展示・試乗会実施回数：12件

・エコカー用燃料供給施設（水
素、天然ガス、電気）の普及促
進

エコカー用燃料供給施設の普及促
進
　０千円（０千円）

充電器：大規模で集客数が多い目的地から重点的に設置を促進
　急速充電器･･･207基（2017年度末時点）
　倍速充電器･･･1,065基（2017年度末時点）
水素ステーション：利便性の高い都市域の府有地の貸付、ステーション整備の可能性の
ある公有地情報の提供
　７ヶ所（2017年度末時点）

事業者の取
組の促進

―

・公共交通機関の利用、エコ
カーの使用、エコドライブなど
環境に配慮したかしこい自動車
利用の取組を促進

自動車公害対策事業
　183千円（500千円）

大阪の関係行政機関と民間団体で構成する大阪自動車環境対策推進会議等において、エ
コカー使用及びエコドライブの推進等環境に配慮した自動車利用を推進する取組みを実
施

産業

運輸 エコカーの
普及促進

―
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部門等 分類 計画で掲げた取組 計画に記載の内容
関連施策・事業名と

決算額2017年度（2016年度）
2017年度の現状

運輸
都市インフ
ラの充実強
化

―

・放射、環状方向の道路、鉄道
の整備による機能的な交通ネッ
トワークの形成
・バイパス道路整備や立体交差
化事業、するっと交差点対策な
どによる慢性的な交通渋滞の緩
和

○機能的な交通ネットワークの形
成
○バイパス道路整備や立体交差化
事業等の交通渋滞の緩和
・大阪都市再生環状道路を構成す
る阪神高速大和川線、淀川左岸線
の建設等を促進
　585,000千円（646,000千円）
・大阪外環状線鉄道建設事業の促
進
　2,869,862千円（2,110,078千
円）
・街路の整備
　13,028,495千円（11,733,063千
円）
・道路の整備
　19,717,137千円（19,913,350千
円）
・連続立体交差事業の推進
　10,205,610千円（9,259,115千
円）

○大阪都市再生環状道路を構成する阪神高速大和川線、淀川左岸線の建設等を促進
○大阪外環状線鉄道建設事業の推進
○街路の整備
・(都)三国塚口線・(都)大阪住道線・(都)大阪岸和田南海線
○道路の整備
・新名神関連事業・大阪中央環状線（鳥飼大橋）・主要地方道　岸和田港塔原線
○連続立体交差事業の推進

３Ｒの推進
による焼却
処理量の削
減

―
・プラスチック等容器包装廃棄
物の発生抑制及び分別排出を啓
発・促進

分別収集促進計画推進事業
　90千円（107千円）

府民に対し、プラスチック等容器包装廃棄物の分別排出について、HPでよびかけ。
2017年の再資源化量は、145,443ｔ（速報値）。

廃棄物発
電、廃棄物
熱利用の導
入促進

―
・ごみ焼却施設の排熱を、エネ
ルギーとして発電や暖房・給湯
に有効利用

－ ごみ焼却余熱による発電機出力：230,160kW（2016年度末時点）

・使用中の業務用エアコンや冷
凍冷蔵庫からの漏洩防止のため
の適正管理の推進

第一種フロン類回収業者現地指
導業務
　254千円（178千円）

機器管理者に対する立入検査により、記録簿の作成や簡易点検の実施状況等を確認
（2017年度：82件）

・温暖化防止条例の届出制度に
おける製品製造時等における排
出抑制対策の促進

「大阪府温暖化の防止等に関す
る条例」に基づく届出指導【再
掲】
　207千円（172千円）

届出事業者に対し、製品製造時等における代替フロン等の排出を抑制するよう指
導。
2017年度実績報告書における代替フロン等排出量：206,933 t-CO2

―
・使用済みの家電、業務用冷凍
空調機器、カーエアコンからの
適正な回収、処理の推進

第一種フロン類回収業者登録・
指導業務等
　1,622千円（1,210千円）

業務用冷凍空調機器の充塡回収業者の登録：2,158件（2018年3月末時点）
立入検査により、業務用冷凍冷蔵空調機器からの適正なフロン類の回収の実施を指
導：20件（2017年度）

廃棄物

代替フ
ロン等

使用中の機
器等からの
漏洩防止

―
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部門等 分類 計画で掲げた取組 計画に記載の内容
関連施策・事業名と

決算額2017年度（2016年度）
2017年度の現状

・「森づくり委員会」の取組な
ど森づくりや木材の利用、里山
の保全活動等の支援

・治山事業
　507,609千円（435,619千円）

・山地災害・流木防止緊急対策
事業
　143,331千円（231,013千円）

・森林造成事業
　90,932千円（103,663千円）

・森林整備加速化・林業再生事
業
　0千円（6,802千円）

・花屏風整備の推進
　416千円（421千円）

・共生の森づくり活動支援事業
　5,891千円（6,280千円）

・治山事業
森林の維持造成を通じて、山地に起因する災害から府民の生命財産を保全
工事地区数：24地区（2017年度）

・山地災害・流木防止緊急対策事業
治山対策が未実施で保全対象が多い危険箇所を対象として減災対策を実施
工事地区数：６地区

・森林造成事業
森林が有する多面的な公益的機能を高度に発揮させるため、間伐をはじめとする森
林整備の実施を支援。環境林整備事業、森林環境保全直接支援事業において、下刈
9.3ha、除間伐 233.6ha、枝打ち 1.5ha、森林作業道 18,229m（2017年度）を整備

・森林整備加速化・林業再生事業
2016年度に事業終了したことに伴い、府事業終了。残額を国に全額返還（2017年
度）

・森林ボランティア参加者数：10,162人(2017年度)

・花屏風整備の推進
植栽数：366本（2017年度）

・共生の森づくり活動支援事業
共生の森づくり活動への参加人数：468人（2016年度）

多様な自然環境の創出面積：5,000ｍ
2
（2016年度）

・森林経営計画の策定等によ
る、木材の安定供給体制の構築
・子育て施設の内装木質化な
ど、府内産木材の利用拡大によ
る、持続的な森林整備の促進

・森林整備地域活動支援事業
　10,729千円（12,546千円）
・子育て施設木のぬくもり推進
事業
　52,231千円(67,934千円)

森林経営計画策定:：50箇所・3,624ha（～2017年度末）
子育て施設木のぬくもり推進事業69園（2016～2017年度）

―
・建築物敷地等における緑化の
促進

建築物緑化促進事業
　17,633千円（18,924千円）

建築物敷地の緑化面積：【2017年度実績は現在集計中】

―

・「みどりの風促進区域」での
取組を通じたみどりの太い軸線
の形成等によるみどりのネット
ワーク化

みどりの風促進区域における緑化
推進
　2,103千円（10,073千円）

・「みどりの風の道形成事業」による民有地緑化支援等、促進区域の緑化を推進
　公共緑化　　 植栽樹木２本
　民有地緑化　植栽樹木52本（2017年度）

森林吸
収・緑

化

森づくりの
推進

―

都市緑化の
推進
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部門等 分類 計画で掲げた取組 計画に記載の内容
関連施策・事業名と

決算額2017年度（2016年度）
2017年度の現状

再生可能エ
ネルギーの
普及促進

―

・住宅用・非住宅用太陽光発電
設備の導入支援や設置誘導によ
る導入促進

・公共施設や防災拠点等への太
陽光発電設備の導入促進

・府・市町村・民間保有資産
（土地、屋根等）を活用した太
陽光発電設備の導入

・その他の再生可能エネルギー
（中小水力発電、バイオマス発
電等）の導入促進

・おおさかスマートエネルギー
センターの運営【再掲】
　3,942千円（4,305千円）

・創エネ設備及び省エネ機器設
置等に係る初期費用軽減のため
の融資事業
　300,500千円（343,000千円）

・再生可能エネルギー等導入推
進基金事業費
　０千円（０千円）

・府有建築物の屋根貸しによる
太陽光パネル設置促進事業
　０千円（０千円）

太陽光発電導入量：83.2万kW（～2016年度末時点）
　　うち、
融資事業を活用した住宅用太陽光発電導入量
：599件 2,852kW（2012年度～2016年度）※2016年度末で終了
基金事業を活用した太陽光発電導入量
：107件 0.08万kW（2013年度～2015年度）※2015年度末で終了

府有建築物の屋根貸しによる太陽光パネル設置促進事業について
すでに事業化した12施設（約1,050kW）について、売電量の確認や屋根貸し事業
者、施設管理者間の調整・相談業務を実施。

・照明のLED化や高効率な空調
機、冷凍冷蔵庫、給湯器等の省
エネ機器の導入促進
・高効率コージェネレーション
(熱電併給)システムの導入促進
・低炭素・分散型電源としての
燃料電池の導入促進

おおさかスマートエネルギーセ
ンターの運営【再掲】
　3,942千円（4,305千円）

・おおさかスマートエネルギーセンターへの相談問合件数：778件（2017年度）
【再掲】

・LED道路照明灯等の省エネ型機
器への転換普及促進

府域市町村等へ道路照明LED化拡
大のための情報提供
　０千円（０千円）

会議等の場でリース方式による本府の取組み等について情報提供を実施

新エネルギー産業（電池関連）
創出事業
　11,645千円(０千円)

大阪スマートエネルギープロ
ジェクト推進事業
　1,271千円(1,632千円)

新エネ産業分野ビジネスチャン
ス応援事業
　425千円(406千円)

水素関連ビジネス創出基盤形成
事業
　5,218千円(176千円)

電池（蓄電池、水素・燃料電池、太陽電池）の事業化支援（2017年度）
　
　新エネルギー産業（電池関連）創出事業
　　：採択3件
　『蓄電池国際ビジネスフォーラムin大阪』開催
　　：参加者203名
　スマートエネルギー関連の大手・中堅企業と中小企業との技術マッチング件数
　　：97件
　スマートエネルギー産業分野『技術提案ワークショップ』開催
　　：参加者21名
　水素ステーション見学会開催（5回開催）
　　：参加者47名
　水素ステーション構成部品メーカー６社によるニーズ発表会開催
　　：参加者：54名
   電池・水素関連ビジネスの創出(実証プロジェクトの立ち上げ)
　　：4件

おおさかスマートエネルギーセ
ンターの運営【再掲】
　3,942千円（4,305千円）

・おおさかスマートエネルギーセンターへの相談問合件数：778件（2017年度）
【再掲】

・電池（太陽電池、蓄電池、燃
料電池）産業を核とした産業振
興の強化（技術開発支援、中小
企業参入促進など）
・再生可能エネルギーやスマー
トグリッドの導入に繋がる、蓄
電池システム及び燃料電池分野
における実証・プロジェクトな
どの創出支援

再生可
能エネ
ルギー

等

省エネ・省
CO2関連機

器等の導入
促進

―

エネルギー
関連技術・
製品の開発
支援

―
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部門等 分類 計画で掲げた取組 計画に記載の内容
関連施策・事業名と

決算額2017年度（2016年度）
2017年度の現状

再生可
能エネ
ルギー

等

エネルギー
関連技術・
製品の開発
支援

―

・府内の中小・ベンチャー企業
によって開発された先進的な環
境技術について、大阪府立環境
農林水産総合研究所において技
術評価を行い、その結果を広く
周知し普及を促進

環境技術コーディネート事業
「おおさかエコテック」に選定された環境技術・製品数
2003年度～2017年度累計：96
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