
 

 

 

 

 

巻末資料 
   

１ 環境関連主要事業費（決算額） 

２ 環境保全目標 

      



（１）部　局　別 （単位：千円）

部局名 平成１７年度 平成１６年度 増減

政策企画部 500 500 0

総　務　部 713,090 903,293 △ 190,203

生活文化部 1,870 3,052 △ 1,182

にぎわい創造部 373,750 613,827 △ 240,077

健康福祉部 252,638 258,172 △ 5,534

商工労働部 5,644,325 5,463,649 180,676

環境農林水産部 8,470,678 10,026,377 △ 1,555,699

都市整備部 121,410,522 127,498,672 △ 6,088,150

住宅まちづくり部 32,750,292 29,808,367 2,941,925

契　約　局 348 567 △ 219

水　道　部 5,721,689 7,610,754 △ 1,889,065

教育委員会 665,659 678,609 △ 12,950

警察本部 3,490,549 3,346,149 144,400

計 179,495,910 186,211,988 △ 6,716,078
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（２）項目別

計画的な環境施策の推進 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

環境総合計画の進行管理 環境総合計画の適切な進行管理 環境農林水産部 976 524 452

公害防止計画の進行管理 第7次大阪地域公害防止計画の適切な進行管理 環境農林水産部 30 30 0

自然環境保全審議会の運営 平成16年6月　環境審議会と統合 環境農林水産部 - -

環境審議会の運営 環境に関する基本的な事項等の審議 環境農林水産部 - - -

持続的発展が可能な循環を基調とする元気な社会の実現（循環）

Ⅰ－１　廃棄物の減量化・リサイクルの推進 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

資源循環促進事業 リサイクル等の先進事例、企業・研究機関がもつ技術情報等を収集し、
環境経営をすすめている企業への情報提供を行うとともに、資源循環関
連企業等の交流、意見交換の場を提供

商工労働部 500 500 0

建設工事等における産業廃棄物の減量・リサイク
ルの推進

一定規模以上の建設業者に対して、減量化目標の達成や大規模工事にお
ける廃棄物アセスメントの実施の指導、処理実績報告書の徴収を行い、
建設廃棄物のリサイクル等による減量化を推進

環境農林水産部 - - -

多量排出事業者における産業廃棄物の減量・リサ
イクルの推進

産業廃棄物を多量に排出する事業者に対して、多量排出予定事業者にお
ける産業廃棄物の予測評価に関する指導要綱に基づく産業廃棄物の管
理、適正な処理及び減量化、リサイクルの推進の指導

環境農林水産部 - - -

自動車リサイクル対策の推進 自動車リサイクル法に係る解体業者、破砕業者の許可申請の審査及び引
取業者、フロン類回収業者の登録業務を行うとともに、使用済自動車が
適正に処理されるよう、これらの自動車関連業者の指導監督など必要な
措置を実施

環境農林水産部 481 2,144 △ 1,663

大阪府廃棄物処理計画の推進 廃棄物処理計画の進行管理 環境農林水産部 - - -

ごみ減量化・リサイクルアクションプログラムの
推進

「ごみ減量化・リサイクルアクションプログラム」に基づき、府民、事
業者、行政のパートナーシップのもとに、廃棄物の発生抑制、リサイク
ルを推進

環境農林水産部 2,576 2,530 46

大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議が主体
となった意識啓発

府、市町村、府民団体、事業者団体、学識経験者等で構成する「大阪府
廃棄物減量化・リサイクル推進会議」を運営し、ごみの減量化・リサイ
クルに関する啓発活動を実施

環境農林水産部 【2,576】 【2,530】 【46】

エコショップ制度の普及 「エコショップ」を中心として容器包装ごみ削減のための「グリーン購
入／No!!包装キャンペーン」等を実施 環境農林水産部 【2,576】 【2,530】 【46】

家電リサイクルの推進 家電リサイクル大阪方式の推進に向けて、普及啓発を図るとともに、今
後、家電リサイクル法のリサイクル対象品目に追加されると考えられる
家電製品のリサイクルの可能性を検証するための実証調査を実施

環境農林水産部 1,629 999 630

分別収集促進計画の推進 「第３期大阪府分別収集促進計画」の円滑な実施と「第４期大阪府分別
収集促進計画」を策定 環境農林水産部 109 - 109

廃棄物処理対策整備推進事業 魚あらのリサイクルと適正処理を推進するため、組合が行う魚あらの再
商品化事業について市町村とともに支援 環境農林水産部 28,542 32,016 △ 3,474

再生資源を使用した商品等の利用の促進 「大阪府再生資源事業推進協議会」を通じて、再生資源業者に対する研
修や事業者・府民に対するリサイクル製品利用に関する普及啓発等を実
施

環境農林水産部 6,330 6,670 △ 340

化製場集約化事業 化製場集約化を促進するため、組合が行った工場建設に対して補助 環境農林水産部 187,547 191,573 △ 4,026

リサイクル製品認定制度の運営 リサイクルに関連する産業の育成及びリサイクルの取り組みを推進する
ため、リサイクル製品認定制度を運営 環境農林水産部 4,376 5,434 △ 1,058
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中古衣料リユース流通情報整備事業 今後の繊維リサイクルを推進するため、府民の故繊維の取扱状況や故繊
維事業者及びリサイクルショップに関する情報を収集整理 環境農林水産部 9,242 △ 9,242

リサイクル関連施設の整備 リサイクル関連施設が計画的に整備されるよう、市町村に対して技術的
支援 環境農林水産部 - - -

大阪エコエリア構想の推進 民間事業者を主体としたリサイクル施設の整備の具体化 環境農林水産部 1,344 621,364 △ 620,020

大阪府中央卸売市場におけるごみ減量化の推進 市場内で発生する生ゴミの減量化を推進するため、コンポスト施設にお
いて生ゴミを減量化を実施 環境農林水産部 212,582 220,500 △ 7,918

食品産業環境対策推進指導事業 食品リサイクルを促進させるため、具体的な取り組み手法等に関する情
報提供及び関係法令等の周知 環境農林水産部 184 184 0

食品リサイクル推進事業 地域における食品リサイクルを促進するため、市町村・食品関連事業者
団体等が行なう地域におけるモデルプラン作成などの事業に対し補助 環境農林水産部 - -

有機性廃棄物のリサイクル農業利用調査 未利用有機物利用の事例や品質情報のデーターベース化、高品質農産物
の生産技術体系の普及 環境農林水産部 7,498 5,166 2,332

大阪府建設リサイクル推進計画の進捗 推進計画に基づき、進捗状況を検証 都市整備部 - - -

建設副産物の再生利用の促進 推進計画に基づく、発生の抑制、再利用の促進、適正処分の徹底 都市整備部 - - -

下水道資源の有効利用 下水処理水や下水汚泥の有効利用の推進 都市整備部 【〔51,148,560〕】 【〔50,711,936〕】 【〔436,624〕】

剪定枝のリサイクル 府営公園及び府管理道路にて発生した剪定枝のチップ化 都市整備部 【12,562,375】 【9,643,213】 【2,919,162】

建設リサイクル法に基づく事業の実施 建設リサイクル法に基づく「分別解体等」や「再資源化等」の実施の確
保のための事務

住宅まちづくり部・
環境農林水産部

2,360 2,015 345

建設副産物の再生利用の推進 砂利地業、路盤材等に再生砕石、再生アスファルトの使用拡大、リサイ
クル資材の使用の推進 住宅まちづくり部 - - -

水道残渣の減量化 村野浄水場において、高効率型天然ガスコージェネレーション設備から
供給される熱を利用した水道残渣の乾燥、減量化を実施。また、平成１6
年度から行っていた大庭浄水場における水道残渣の乾燥設備設置工事が
平成17年度に完了

水　道　部 2,569,778 774,026 1,795,752

水道残渣の有効利用の推進 浄水場内で発生する水道残渣をグラウンド資材やセメント原料として有
効利用 水　道　部 193,495 115,399 78,096

Ⅰ－２　水循環の再生 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

水循環の現状・課題の分析及び水環境に関する啓
発

水循環の現状や課題などの情報を掲載したホームページ等による、水循
環の再生に向けた啓発 環境農林水産部 - - -

雨水利用による地域環境活動推進モデル事業 企業・NPO等の協力を得て、体験型の雨水利用の場を地域に創出し、府民
の雨水利用を促進するとともに、NPO等との協働により、環境学習を実施 環境農林水産部 1,682 - 1,682

雨水の貯留浸透施設の設置 降雨時の流出抑制のため、学校・公園等に貯留施設を設置 都市整備部 168,000 △ 168,000

水循環系再生 水循環系再生構想に基づく事業の実施 都市整備部 210,000 80,000 130,000

Ⅰ－３　環境に配慮したエネルギー利用の促進 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

民間資金活用型ＥＳＣＯ事業の実施 民間資金活用型ＥＳＣＯ事業を活用し､省エネルギー設備改修工事を行っ
た４府民センタービルでは、平成15年度から本格的に省エネサービスを
開始し、池田市との合同庁舎（豊能府民センタービル)では、平成16年度
から省エネサービスを開始

総　務　部 10,999 10,999 0

本館・別館ＥＳＣＯ事業の実施 大阪府庁舎本館・別館では、ＥＳＣＯ事業を活用し平成17、18年度にお
いて省エネ改修工事を実施し、平成19年度から本格的に省エネサービス
を開始する予定

総　務　部 158,380 - 158,380

省資源・省ｴﾈﾙｷﾞｰ型ライフスタイルの確立に向け
た取組

啓発リーフレットの作成及び「省資源・省エネルギー国民運動リーダー
研修会」の実施 生活文化部 952 △ 952
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大阪府省資源運動推進会議等との連携による普
及・啓発

「大阪府省資源運動推進会議｣を通じて、各構成団体との情報交換を実施
生活文化部 - - -

民間資金活用型ＥＳＣＯ事業の実施 民間資金活用型ＥＳＣＯ事業を活用し､母子保健総合医療センターでは平
成14年度から、急性期・総合医療センターでは平成16年度から、本格的
に省エネサービスを実施。呼吸器・アレルギー医療センターにおいて
は、平成16年度から２カ年計画で省エネルギー改修工事に着手し、平成
18年度から全面的なサービスを実施

健康福祉部 163,669 121,863 41,806

中小企業へのエネルギー・環境対応の支援 中小企業のエネルギー使用合理化や環境対応への情報提供のため、専門
家の派遣、パンフ等の配布等を実施 商工労働部 - - -

エコアクション促進事業 府民及び事業者を対象にエコアクションシート（環境家計簿）を用い
て、家庭や事業場所での省エネルギーを促進。また、家電製品購入時
に、適切な省エネ情報等を提供する「省エネラベル」を普及拡大

環境農林水産部 3,796 2,733 1,063

燃料電池自動車普及促進事業 「おおさかＦＣＶ推進会議」（事務局：大阪府）における燃料電池車の
普及促進や、大阪府の燃料電池車の率先導入など 環境農林水産部 8,560 3,100 5,460

府民共同発電推進事業 太陽光発電等の新エネルギーを活用した共同発電を行おうとする団体等
に対し、事前準備費及び発電付帯設備の補助 環境農林水産部 1,433 - 1,433

地中熱利用ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｼｽﾃﾑの導入による温暖化対策
事業

環境への負荷の少ない空調システムである「地中熱利用ヒートポンプシ
ステム」を府の施設に試験導入 環境農林水産部 17,845 △ 17,845

間伐材の資源循環利用促進事業の推進 間伐材などを熱源等として有効利用を図る事業者に助成 環境農林水産部 【1,466】 【15,392】 【△13,926】

ごみ処理施設の余熱利用・ごみ発電の促進 ごみ処理施設の余熱利用、ごみ発電が促進されるよう、市町村への情報
提供や技術的支援の実施 環境農林水産部 - - -

省エネルギー化の促進 大気汚染物質の排出量削減指導に併せて、省エネルギー型施設の導入に
ついて指導啓発を行い、省エネルギー化を促進 環境農林水産部 - - -

下水創エネルギーの実施 太陽光発電、下水道汚泥の消化ガスを利用したガス発電、下水処理水を
熱源とした冷暖房の実施 都市整備部 【〔51,148,560〕】 【〔50,711,936〕】 【〔436,624〕】

省エネルギー措置の届出・指導 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき、建築物に係る省エネ
ルギー措置の届出及び指導 住宅まちづくり部 - - -

環境配慮技術の導入 府有建築物の建設にあたり、「府有建築物の整備における環境配慮指
針」を積極的活用 住宅まちづくり部 - - -

府有建築物におけるＥＳＣＯ事業の推進 労働センター及び呼吸器・アレルギー医療センターにおけるＥＳＣＯ導
入事例の普及啓発を実施(パンフレット等の作成及び、ＥＮＥＸ展への出
展等）。中小規模施設へのＥＳＣＯ事業普及を図るため、「簡易公募型
ＥＳＣＯ事業」の導入及び、「ＥＳＣＯ推進ファンド」の創設検討を実
施。第６弾の中河内府民センター、門真運転免許試験場、第７弾の大阪
府庁舎本館・別館の各ＥＳＣＯ事業、及び第８弾の提案公募を実施

住宅まちづくり部・総
務部・健康福祉部・商
工労働部・環境農林水
産部・都市整備部・教
育委員会・警察本部

16,973 1,012 15,961

ＥＳＣＯ普及促進事業 ＥＳＣＯ可能性簡易診断システムを構築し、大阪ＥＳＣＯ協会ＨＰにて
一般に公開。第１回の優良ＥＳＣＯ事業者等の被表彰者を募集。「大阪
府ＥＳＣＯ導入マニュアル改訂版」発行

住宅まちづくり部 11,823 △ 11,823

コージェネレーション事業の推進 村野浄水場において、高効率型ガスコージェネレーション設備から供給
される電力・熱を活用し、環境負荷の少ない水づくりを推進。大庭浄水
場においても平成１５年度から行っていたコージェネレーション設備設
置工事が完了

水　道　部 7,183 689,804 △ 682,621

太陽光発電設備の設置 村野浄水場及び三島浄水場に設置した太陽光発電設備で発電した電力を
施設で利用 水　道　部 - - -

水道施設における未利用エネルギーの活用 受水圧力及び水位差エネルギーを有効利用した発電を実施 水　道　部 - - -

Ⅰ－４　地球環境保全に資する取り組み （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

エコスタイル・キャンペーン普及促進事業 夏季のオフィスにおける適正冷房とエコスタイル（軽装勤務）をモデル
的に導入する企業の取り組みをＰＲするとともに、ＰＲバッジを作成・
配布

環境農林水産部 999 1,968 △ 969

豊かな環境づくり大阪行動計画－ﾛｰｶﾙｱｼﾞｪﾝﾀﾞ21
－の策定・推進

豊かな環境づくり大阪行動計画（平成17年度版）の策定・推進
環境農林水産部 102 120 △ 18

52



豊かな環境づくり大阪府民会議の運営（別掲） 施策分野Ⅳ－１参照 環境農林水産部

豊かな環境づくり大阪府民会議によるグリーン購
入の推進（別掲）

施策分野Ⅳ－６参照
環境農林水産部

地球環境関西フォーラムへの参画 地球環境関西フォーラムに参画し、より実践的な取り組みや調査を実施 環境農林水産部 300 300 0

地球温暖化防止活動推進事業 府民等を中心に委嘱した「地球温暖化防止活動推進員」とNPO及び市町村
と協働して、家庭・事業所・学校などにおける地球温暖化防止活動を推
進

環境農林水産部 45 45 0

「大阪府地球温暖化対策地域推進計画」の推進 平成１7年９月に改定した本計画に基づき温室効果ガスの排出抑制対策を
推進するとともに、府民、事業者への地球温暖化対策を普及・啓発 環境農林水産部 525 4,568 △ 4,043

大阪府庁エコアクションプラン-地球温暖化対策
大阪府庁実行計画の推進（別掲）

施策分野Ⅳ－８参照
環境農林水産部

グリーン調達方針に基づくグリーン購入の推進
（別掲）

施策分野Ⅳ－８参照
環境農林水産部

「大阪エコアクション宣言」事業の実施及び「関
西エコオフィス宣言」運動の推進

府民や事業者等に自ら環境保全に関する目標を設定してもらい、実行す
ることを宣言 環境農林水産部 - 200 △ 200

エネルギー起源CO2排出抑制啓発補助事業 ラジオを活用した温暖化対策の普及啓発を行うとともに、地球温暖化対
策に資する計画を策定し番組内でPR 環境農林水産部 7,500 △ 7,500

地域材利用の推進 学校等の公共施設、国・府・市町村等の公共土木施設等への木材利用の
促進及び府民に対する木の良さの普及啓発 環境農林水産部 1,584 1,949 △ 365

再生産可能な木材の利用促進 木材利用指針の活用等により木材の利用を促進 環境農林水産部 41 69 △ 28

府内産木材を中心とした住宅建設の促進 地域材によるモデル住宅を展示する事業者に助成 環境農林水産部 3,254 4,000 △ 746

「府内産木材ラベリング制度」の検討 府内産材製品のラベリング制度等を検討 環境農林水産部 - - -

森林の公益的機能（特にCO２吸収機能）の維持・

増進

森林の持つＣＯ２吸収機能を高めるため、植栽や間伐などの適切な森林管

理を実施 環境農林水産部 【1,151,972】 【1,156,037】 【△4,065】

地球温暖化、ヒートアイランド対策の制度化検討 地球温暖化、ヒートアイランド対策に有効な制度として、府温暖化の防
止等に関する条例の制定や府自然環境保全条例を改正 環境農林水産部 348 - 348

フロンの回収業者の登録・指導等 フロン回収破壊法に基づき、業務用冷凍空調機器からフロン類の回収を
業として行う者に対する登録業務を行うとともに、フロン類の回収が確
実に行なわれるよう、これら業者の指導監督など必要な措置を実施

環境農林水産部 234 484 △ 250

大阪府フロン対策協議会の運営及びフロンの回
収・破壊処理の促進

関係業者・行政等からなる「大阪府フロン対策協議会」を通じ啓発等を
行い、適正なフロンの回収・破壊処理を促進 環境農林水産部 - 284 △ 284

バイオマス利活用の推進 循環型社会への一助となるバイオマスの利活用を推進するため、「府バ
イオマス利活用推進マスタープラン(仮称）」を策定するとともに、当該
プランに基づいたバイオマス利用メニューの実践

環境農林水産部 9,300 3,000 6,300

地球温暖化対策技術開発促進事業 二酸化炭素削減に効果が期待できる技術開発を民間企業や研究機関と連
携して実施 環境農林水産部 164,419 127,796 36,623

温室効果ガス等モニタリング調査等の実施（別
掲）

施策分野Ⅳ－４参照
環境農林水産部

交通需要マネジメント(ＴＤＭ)施策の推進（別
掲）

施策分野Ⅱ－１参照
都市整備部

熱帯産木材の使用抑制 CO２吸収源である熱帯雨林の削減抑制に資するため、コンクリート型枠に

針葉樹複合合板を使用 住宅まちづくり部 - - -

Ⅰ－５　ヒートアイランド対策 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

地球温暖化、ヒートアイランド対策の制度化検討
（別掲）

施策分野Ⅰ－４参照
環境農林水産部

ヒートアイランド対策モデル事業 開発と環境配慮の両立した持続可能型市街地開発のモデル地域の創出を
図るとともに、民間主導開発における効果的なヒートアイランド対策手
法を検討

環境農林水産部 43,414 △ 43,414

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）
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ヒートアイランド対策推進事業 府有施設等の屋上に温度計を設置し、府域の気温分布モニタリング網を
整備。また、シンポジウムや啓発リーフレットを作成 環境農林水産部 5,758 3,005 2,753

大阪ヒートアイランド対策集中実施促進事業 ヒートアイランドの集中対策エリアの検討のために、地表面温度、土地
利用データ等を測定・分析した、「熱環境マップ」を作成 環境農林水産部 9,439 - 9,439

ヒートアイランド対策技術普及促進活動支援事業 民間企業、産業界、大学・研究機関、行政、NGO･NPOを構成員とする共同
事業体を組織化し、対策技術を普及 環境農林水産部 600 - 600

「校庭にみどりのじゅうたんを！」モデル事業 モデル校を設置し、校庭に適した芝生作りの手法等の実績を取りまとめ 環境農林水産部 10,000 △ 10,000

小水力発電の推進 ため池や農業用水路の水を活用した小水力発電の実証調査 環境農林水産部 4,400 - 4,400

ヒートアイランド対策の推進 淀川左岸に網目状に広がる農業水路を有効活用し、農業用水、地域用水
との多様な水循環システムを構築するとともに、それら水路が持つヒー
トアイランド抑制効果を検証

環境農林水産部 8,000 - 8,000

透水性舗装の整備 ヒートアイランド現象の緩和、自動車騒音の低減、都市型水害の抑制、
水循環の再生などを図るため、都市化の進展の著しい寝屋川流域内の主
要幹線道路（主要地方道京都守口線）において、透水性舗装を整備

都市整備部 477,000 688,000 △ 211,000

北大阪すずしい道から"まち"づくり
（府管理道路への散水）

北大阪地域の市街地部において７～８月の間、下水処理水を利用して府
管理道路への散水を実施するとともに、府民等に「打ち水」等の実施を
呼びかけ

都市整備部 20,000 　　- 20,000

屋上緑化の促進 屋上緑化を行う事業者への容積率の割り増し制度の普及 住宅まちづくり部 - - -

府有建築物におけるヒートアイランド対策技術の
試行

既存府有建築物のヒートアイランド対策のために屋上防水改修工事に併
せ、屋上緑化及び高反射塗装工事を試行実施 住宅まちづくり部 〔56,616〕 - 〔56,616〕

環境への負荷が少ない健康的で安心なくらしの確保（健康）

Ⅱ－１　自動車公害の防止 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

公用車への率先導入 府公用車に低公害な車を率先導入 総　務　部 10,613 9,580 1,033

低公害車等普及促進の優遇税制 自動車税・自動車取得税の優遇税制 総　務　部 - - -

大阪府自動車ＮＯｘ・ＰＭ総量削減計画の推進 「府自動車ＮＯｘ・ＰＭ総量削減計画」の進行管理 環境農林水産部 3,141 13,839 △ 10,698

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく事業者指導 自動車を３０台以上使用する事業者に対してNOｘ・ＰＭ排出量の削減を
指導 環境農林水産部 2,508 2,560 △ 52

窒素酸化物等排出実態の把握 「府自動車ＮＯｘ・ＰＭ総量削減計画」の進行管理の基礎資料を得るた
め、府域を走行する自動車の排出ガス原単位調査等 環境農林水産部 6,483 7,201 △ 718

使用過程ディーゼル自動車対策の推進 ＤＰＦ等を装着する事業者に装着費用の一部を助成 環境農林水産部 1,800 △ 1,800

整備不良ディーゼル車の通報制度 著しく黒煙を排出しているディーゼル車について、府民から募集したモ
ニターの通報を受け、近畿運輸局と協力して整備を指導 環境農林水産部 91 353 △ 262

公用車への率先導入 府一般公用車に低公害な車を率先導入 環境農林水産部 11,902 147,806 △ 135,904

民間事業者の低公害車導入に対する助成・普及啓
発

低公害車トラック・バスを導入する事業者への補助等
環境農林水産部 38,337 110,593 △ 72,256

中小企業低公害車等購入資金特別融資 低公害な車を購入する中小企業者に低利融資を斡旋 環境農林水産部 4,948 22,099 △ 17,151

ディーゼル車買替緊急融資 ディーゼル車の買替えをする中小企業者に融資を行う制度を民間金融機
関等と共同で実施 環境農林水産部 118,710 94,605 24,105

天然ガスエコ・ステーションの整備 天然ガスエコ・ステーションを整備する事業者に整備費の一部補助 環境農林水産部 5,000 5,000 0

ＬＥＶ－７(低排出ガス)車の普及促進 京阪神七府県市自動車排出ガス対策協議会の推奨する低排出ガス車の導
入等について啓発 環境農林水産部 350 350 0

低公害車の技術開発の促進等 自動車メーカー等に低公害車の技術開発促進を要望 環境農林水産部 - - -

低公害車駐車場利用優遇事業 低公害車の使用者に対して府庁本庁舎駐車場の利用料金を割り引く事業
を先導的に実施 環境農林水産部 - - -
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局地汚染対策の推進 関係機関で構成する検討会において、局地汚染に対して効果的な環境改
善手法を検討 環境農林水産部 80 80 0

「グリーン配送」の拡大 府が購入する物品の配送に「グリーン配送」を実施するとともに、「大
阪グリーン配送推進運動」により民間への普及を図る 環境農林水産部 - - -

駐車時におけるアイドリングの規制 府生活環境の保全等に関する条例に基づくアイドリング規制についての
府民への周知、事業者への指導 環境農林水産部 45 45 0

大阪自動車公害対策推進会議を通じた啓発 ポスター、リーフレット等で自動車公害対策を呼びかけ 環境農林水産部 2,411 1,771 640

低公害車フェアの開催 低公害車の展示・試乗会等を10月に実施 環境農林水産部 500 500 0

自動車騒音の大きさの許容限度の強化 騒音規制法に基づく自動車騒音の大きさの許容限度の一層の強化を国に
要望 環境農林水産部 - - -

騒音・振動モニタリング（別掲） 施策分野Ⅱ－６参照 環境農林水産部

交通の分散化や道路機能の分化の促進 自動車公害の主原因の一つである渋滞を緩和するため、バイパス道路の
整備や交差点の立体交差化の実施 都市整備部 19,053,197 22,052,463 △ 2,999,266

するっと交差点対策の実施 右折レーンの設置・延伸などの実施 都市整備部 〔2,714,034〕 〔2,921,654〕 〔△207,620〕

駐車対策の推進 茨木駐車場整備事業、休日開放事業の実施 都市整備部 766,804 795,701 △ 28,897

道路情報提供装置の整備 府県間道路等において道路情報提供装置を整備 都市整備部 - - -

道路案内標識の整備 交差点付近における案内等の標識設置の実施 都市整備部 【6,693,980】 【6,722,435】 【△28,455】

ノーマイカーデーの実施 毎月２０日をノーマイカーデーとし、公共交通機関への利用転換の呼び
かけを実施 都市整備部 - - -

交通需要マネジメント(ＴＤＭ)施策の推進 パークアンドライド等の実施
バス、レンタサイクルの利用促進 都市整備部 4,750 40,640 △ 35,890

歩道・自転車道の整備 歩道・自歩道設置や大規模自転車道の整備 都市整備部 6,693,980 6,722,435 △ 28,455

サイクリング・ロードの整備(別掲） 施策分野Ⅲ－４参照 都市整備部

低騒音舗装の整備 低騒音舗装を府道大阪中央環状線（茨木市）、国道４２３号（吹田市）
等において整備 都市整備部 678,000 1,085,000 △ 407,000

国文モノレールの整備 北大阪地域における自動車交通から公共交通機関への転換促進 都市整備部 2,003,821 5,562,961 △ 3,559,140

大阪圏鉄道網整備事業 大阪外環状線鉄道建設促進事業及び西大阪延伸線・中之島新線建設促進
事業の実施 都市整備部 5,850,307 6,218,700 △ 368,393

高速道路ネットワークの整備 大阪都市再生環状道路、第二名神高速道路、第二京阪道路、国道４２３
号バイパス等の高速道路ネットワークの整備を推進し、大阪都市圏の再
生に資するため、阪神高速道路㈱及び大阪府道路公社への出資等を実施

都市整備部 6,487,250 6,303,000 184,250

連続立体交差事業の推進 鉄道の連続的な高架化により「開かずの踏切」を除却し、渋滞を解消 都市整備部 3,030,767 2,791,295 239,472

植樹帯の設置 大阪府管理道路の街路樹の補殖及び樹木管理 都市整備部 【12,562,375】 【9,643,213】 【2,919,162】

物流拠点の整備 二酸化窒素の削減に資する船舶による物流を推進するため、港湾地域の
岸壁等を整備 都市整備部 1,679,000 1,803,000 △ 124,000

物流関連施設の整備、適正配置等による貨物輸送
の効率向上の促進

自動車輸送による都市内交通混雑等の解消のための流通業務市街地再整
備等の検討 住宅まちづくり部 - - -

土地の有効高度利用(別掲） 施策分野Ⅲ－４参照 住宅まちづくり部

交通渋滞の解消 信号機の制御、交通情報の提供、バス優先化等を実施 警察本部 【1,831,473】 【1,750,096】 【81,377】

交通管制システムの整備 交通管制センターの拡充整備、信号制御機能の高度化、及び交通情報収
集・提供機能の強化等、交通管制システムの整備を促進 警察本部 1,831,473 1,750,096 81,377

生活の場における交通対策の推進 大型自動車等の通行禁止、一方通行、歩行者用道路等の交通規制を実施
し、通過交通を排除 警察本部 5,918 6,185 △ 267

幹線道路等における交通対策の推進 交通の安全と円滑及び交通公害の防止を図るため,最高速度、進路変更禁
止、進行方向別通行区分等の交通規制を総合的に組み合わせて実施 警察本部 38,860 40,613 △ 1,753

駐車対策の推進 広報啓発活動を推進するとともに、違法駐車車両の強制排除やパーキン
グメーター等を整備し、駐車スペースの確保を図るなど、総合的な駐車
対策事業を推進するとともに、駐車取締り新制度の施行に伴う諸準備を
実施

警察本部 1,610,172 1,538,207 71,965

整備不良車等に対する取締りの実施 関係機関と連携し、自動車排ガス、騒音の取締り等を実施 警察本部 - - -

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）
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Ⅱ－２　廃棄物の適正処理 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

建設工事等における産業廃棄物の適正処理の推進 元請業者に対して「大阪ルール」による処理責任の徹底 環境農林水産部 - - -

不法投棄撲滅事業 不法投棄等の不適正処理を早期に発見・是正することを目的に、監視パ
トロールなどの取り組みの強化 環境農林水産部 77,645 △ 77,645

産業廃棄物等の不適正処理防止の推進 6・11月を「不適正処理防止強化推進月間」に設定し、監視パトロールの
強化と街頭啓発の実施及び市町村・警察等との密接な連携、不法投棄監
視連絡員制度等による監視・指導体制の強化

環境農林水産部 8,677 2,604 6,073

ウェイストデータバンクの充実 ウェイストデータバンク（産業廃棄物情報管理システム）を活用した廃
棄物の発生抑制、リサイクル、適正処理推進の支援
環境省の「環境行政広域技術情報システム」及び「産業廃棄物情報シス
テム」との連携した運用

環境農林水産部 4,114 4,237 △ 123

産業廃棄物適正処理推進事業の実施 産業廃棄物の現状や適正処理に対する認識を深めるため、排出事業者、
処理業者、府民を対象とした「さんぱいフォーラム」を3月に開催 環境農林水産部 346 346 0

放置自動車対策の推進 「府放置自動車の適正な処理に関する条例」に基づき、関係機関と連携
して放置自動車の適切かつ迅速な処理を促進 環境農林水産部 259 656 △ 397

大阪府廃棄物処理計画の推進（別掲） 施策分野Ⅰ－１参照 環境農林水産部

ごみ処理広域化計画の推進 ごみ処理広域化計画に基づき、平成13年度に策定したブロック別の計画
の進行管理 環境農林水産部 - - -

市町村の一般廃棄物処理事業に関する技術的支援 市町村の一般廃棄物処理施設が計画的に整備されるよう技術的支援の実
施
処理施設の適正な維持管理についての指導
一般廃棄物処理施設の新・増設についての国庫補助金の確保に向けた取
り組み

環境農林水産部 1,979 3,459 △ 1,480

産業廃棄物最終処分場の護岸管理 産業廃棄物最終処分場の護岸管理のための調査及び補修工事 環境農林水産部 15,197 - 15,197

大阪エコエリア構想の推進（別掲） 施策分野Ⅰ－１参照 環境農林水産部

フェニックス事業(大阪湾圏域広域処理場整備事
業)の促進

大阪湾圏域の広域処理対象区域から発生する廃棄物の適正な処理を行う
フェニックス事業の促進及び搬入予定の廃棄物の調査等の実施 環境農林水産部 389 397 △ 8

ＰＣＢ廃棄物対策 ＰＣＢ廃棄物処理計画の進行管理、事業者に対する届出・適正保管の指
導、日本環境安全事業㈱によるＰＣＢ処理施設の整備の促進、中小企業
のＰＣＢ廃棄物処理を支援するための基金への拠出等

環境農林水産部 139,012 139,000 12

多量・特管産廃排出事業者における産業廃棄物の
適正処理の推進

産業廃棄物を多量に排出する事業者等に対して、報告書の徴収や閲覧を
行うとともに、適正処理を指導 環境農林水産部 - - -

廃棄物処理対策推進等事業 廃棄物処理施設の設置に際し、生活環境影響評価委員会を開催して専門
家の意見を聴取することにより、周辺地域の生活環境影響調査の結果の
適否を審査

環境農林水産部 908 1,400 △ 492

Ⅱ－３　大気環境の保全 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

地域冷暖房システムの導入促進 小規模ボイラー等の集中によるNＯｘ汚染を防止するため、業務用建築物

が集中する地域への導入を促進することにより大気汚染を防止 環境農林水産部 【1,352】 【1,641】 【△289】

屋外燃焼行為の規制 大気を著しく汚染し、悪臭を発生する物質を屋外で多量に燃焼させる行
為を規制し、市町村と連携し適正な指導を実施 環境農林水産部 【391】 【499】 【△108】

工場・事業場から排出される炭化水素類等の大気
汚染物質の排出規制・指導

大気汚染防止法、府生活環境の保全等に関する条例に基づき、光化学ス
モッグ等の原因物質である炭化水素類等の大気汚染物質の排出を規制 環境農林水産部 6,200 8,909 △ 2,709

工場・事業場への立入指導 大気汚染防止法、水質汚濁法、瀬戸内海環境保全特別措置法、ダイオキ
シン類対策特別措置法、廃棄物処理法、府生活環境の保全等に関する条
例に基づく工場・事業場への立入指導

環境農林水産部 【6,592】 ｰ 【6,592】

悪臭物質の排出抑制 市町村に対する悪臭物質の排出防止技術などの指導・助言 環境農林水産部 391 499 △ 108

(別　　掲）

(別　　掲）
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大気汚染・水質汚濁発生源常時監視システムの整
備

大規模発生源の大気汚染に係る窒素酸化物総量規制や水質汚濁に係るＣ
ＯＤ、窒素、リンの総量規制の遵守徹底を図るため当該システムを整
備・運用

環境農林水産部 2,888 7,448 △ 4,560

有害大気汚染物質発生源対策調査 有害大気汚染物質の削減対策推進のため、発生源における排出実態や周
辺環境に及ぼす影響を把握するための調査を実施 環境農林水産部 1,235 1,170 65

クリーンエネルギー化の促進 都市ガスや灯油などの良質な燃料使用についての指導啓発、クリーンエ
ネルギー化の促進 環境農林水産部 - - -

省エネルギー化の促進（別掲） 施策分野Ⅰ－３参照 環境農林水産部

季節大気汚染対策の推進 暖房等の影響による冬季の顕著な大気汚染を防止するため、ボイラー等
の燃焼管理の徹底、良質燃料の使用、暖房温度の適正化などを指導・啓
発

環境農林水産部 - - -

各種大気汚染物質排出量等実態調査 大気汚染物質排出源の動向などを把握するために、各種大気汚染物質の
排出量等の調査を実施 環境農林水産部 1,352 1,641 △ 289

光化学スモッグ緊急時措置 光化学スモッグ注意報等の発令時に緊急時対象工場に対する燃料使用量
などの削減の要請・勧告と自動車の使用者等に対して運行の自粛の要請 環境農林水産部 1,266 1,112 154

大気汚染常時監視 大阪府域における大気汚染状況の迅速かつ効率的な把握 環境農林水産部 198,200 204,663 △ 6,463

浮遊粒子状物質環境調査 自動車排ガス対策のため、浮遊粒子状物質の構成成分や粒径分布を調査 環境農林水産部 5,864 5,864 0

Ⅱ－４　水環境の保全 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

合併処理浄化槽の設置促進（個人設置型） 浄化槽設置整備事業（個人設置型）を実施する市町村への補助 健康福祉部 30,226 76,768 △ 46,542

合併処理浄化槽の設置促進（市町村設置型） 浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）を実施する市町村への補助 健康福祉部 570 - 570

今後のし尿及び浄化槽汚泥処理方策のあり方検討 浄化槽汚泥やし尿の安定的で効率的な処理を確保するため、今後の処理
方策のあり方について有識者や関係市町村とともに検討 健康福祉部 2,446 - 2,446

ゴルフ場等農薬対策 上水道等水源のゴルフ場農薬のモニタリング 健康福祉部 - - -

上水道水源の水質保全対策 上水道水源の河川、地下水等の水質監視 健康福祉部 - - -

水道水中の微量有害化学物質調査 上水道の原水、浄水中の微量有害化学物質の調査 健康福祉部 1,325 1,351 △ 26

工場・事業場の排水規制・指導 水質汚濁防止法、府生活環境の保全等に関する条例に基づき、水質汚濁
物質の排出を規制指導 環境農林水産部 19,440 19,472 △ 32

小規模・未規制事業場の指導 排水処理対策の啓発・指導 環境農林水産部 【19,440】 【19,472】 【△32】

水質事故の監視 水質事故発生時には関係機関と連携し、応急措置・採水検査等による原
因究明・再発防止指導 環境農林水産部 - - -

大気汚染・水質汚濁発生源常時監視システムの整
備（別掲）

施策分野Ⅱ－３参照
環境農林水産部

大阪府生活排水処理実施計画の推進 平成14年度に策定した府生活排水処理実施計画に基づき市町村の生活排
水処理計画の策定、見直しを促進するため、技術的指導や助言を実施 環境農林水産部 - - -

生活排水対策重点地域の指定 水質汚濁防止法に基づき、市町村と連携して、新たな生活排水対策重点
地域を指定(平成17年度は指定なし） 環境農林水産部 - - -

生活排水対策の府民啓発の実施 各家庭において生活排水対策の実施促進を図るため、「生活排水対策マ
ニュアル」を活用し、対策メニューなどについて啓発を実施 環境農林水産部 - - -

大和川流域水環境保全対策の実施 大和川清流ルネッサンス協議会に参画し、関係機関と協力して水環境保
全対策を推進 環境農林水産部 ｰ ｰ -

瀬戸内海の環境の保全に関する大阪府計画の推進 瀬戸内海の環境の保全に関する大阪府計画に基づきCOD、窒素、りんの総
量削減対策の実施や失われた自然環境の回復を促進 環境農林水産部 ｰ ｰ -

水質総量削減計画の推進 第５次総量削減計画の推進及びCOD・窒素・りんの発生負荷量調査による
進捗状況の把握 環境農林水産部 5,416 5,628 △ 212

関連団体との協力による大阪湾の保全 瀬戸内海環境保全知事・市長会議、（社）瀬戸内海環境保全協会及び大
阪湾環境保全協議会に参加し、国に対する要望や府民啓発を実施 環境農林水産部 3,393 3,467 △ 74

大阪湾大規模油流出事故対策の推進 大阪湾での大規模な油汚染事故発生時の環境面での対応に備え、水質等
の現況調査及び関連情報の収集整備 環境農林水産部 ｰ ｰ -

(別　　掲）
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ゴルフ場等農薬対策 ゴルフ場や街路樹等で使用される農薬が周辺環境に影響を及ぼさないよ
う指導 環境農林水産部 1,738 792 946

ゴルフ場等農薬対策 上水道水源を中心にゴルフ場排水の検査を行い農薬の流出状況を監視す
るとともに、周辺環境へ影響を及ぼさないよう指導 環境農林水産部 【702】 【753】 【△51】

大阪湾の再生 「大阪湾再生推進会議」に参画し、平成１６年３月に策定した大阪湾再
生行動計画の進捗状況についてフォローアップ

環境農林水産部、政
策企画部、都市整備
部

ｰ ｰ -

農業集落排水処理施設の設置促進 農業振興地域からの汚水を処理する管路施設、汚水処理施設、コンポス
ト施設を整備 環境農林水産部 54,319 114,192 △ 59,873

大阪エコ農業の推進 農業の持つ物質循環機能を活かしながら、地域環境の保全に寄与してい
く大阪エコ農業を推進 環境農林水産部 11,454 13,502 △ 2,048

漁場環境保全対策 小規模漁場保全事業（海底堆積物の回収、除去）及び漁場環境美化推進
事業（海中浮遊ゴミの回収、除去、啓発活動及び漁業権河川漁場のク
リーンアップ）の実施

環境農林水産部 23,402 21,000 2,402

増殖場（藻場）造成事業の実施（別掲） 施策分野Ⅲ－２参照 環境農林水産部

漁場環境保全方針の策定 生態系の保全、安全安心な水産物の供給、藻場・干潟などの自然環境の
再生と保全、府民との連携による水辺づくりなどを基本的な考えとし、
大阪湾を豊かで良好な漁場環境にするための保全方針を策定

環境農林水産部 5,311 △ 5,311

海の森づくり活動の推進 生物層の貧弱な直立護岸における生態系の回復や水質浄化、及び大阪湾
への関心喚起を目的とした府民参加によるコンブ育成実験やミニ人工干
潟実験の実施。ボランティアダイバー参加のもと、りんくうタウン沖で
のアマモ移植実験の実施等

環境農林水産部 9,492 - 9,492

河川における農薬等水質監視 上水道水源における河川農薬に係る水質監視 環境農林水産部 181 185 △ 4

公共用水域常時監視等 「公共用水域の水質測定計画」等に基づく公共用水域の水質監視 環境農林水産部 70,200 83,422 △ 13,222

河川水の直接浄化(薄層流浄化施設等)の実施 河川水を取水し直接浄化、又は薄層流による自浄効果作用を促進 都市整備部 120,000 105,000 15,000

多自然型川づくり(自浄作用の向上等)の実施 治水上の安全性を確保しつつ多様な河川の環境を保全 都市整備部 1,297,289 1,150,000 147,289

河川のしゅんせつ 河川に堆積した汚泥を除去 都市整備部 607,000 159,000 448,000

大和川水質保全啓発事業の実施 国、府内流域の市町村と協力して「大和川クリーンキャンペーン事業」
を実施 都市整備部 - 3,000 △ 3,000

流域下水道事業の推進 複数の市町村の汚水をまとめて処理する流域下水道の幹線管渠・ポンプ
場・処理場の建設 都市整備部 【〔51,148,560〕】 【〔50,711,936〕】 【〔436,624〕】

合流式下水道の改善 府流域下水道合流式下水道緊急改善計画に基づき、事業を推進し、公共
用水域の水質改善を図る 都市整備部 【〔51,148,560〕】 【〔50,711,936〕】 【〔436,624〕】

公共下水道事業の促進 生活排水処理の根幹である市町村における公共下水道整備の促進 都市整備部 - - -

下水処理場における高度処理の推進 大阪湾の水質改善等を目的とした高度処理の推進 都市整備部 【〔51,148,560〕】 【〔50,711,936〕】 【〔436,624〕】

船舶等廃油、流出油対策 オイルフェンス、薬剤等の備蓄 都市整備部 4,998 9,673 △ 4,675

港湾等の浄化事業(港内清掃事業) 海面に浮遊している塵芥流木、ごみ等漂流物の回収、処理 都市整備部 70,283 74,605 △ 4,322

Ⅱ－５　地盤環境の保全 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

地下水の適正利用及び採取規制等の指導 地盤沈下を未然に防止するため、規制地域内の関係事業場に対して指導 環境農林水産部 - - -

有害物質の漏洩及び地下浸透の防止等 工場・事業場に対して有害物質の漏洩及び地下浸透の防止等を指導 環境農林水産部 【19,440】 【19,472】 【△32】

土壌・地下水汚染対策の推進 土壌汚染による府民の健康影響の防止を図るため、土壌汚染対策法、府
生活環境の保全等に関する条例に基づき、土地所有者等が行う土壌汚染
状況調査や汚染の除去等の措置について指導

環境農林水産部 1,372 1,800 △ 428

地盤沈下・地下水位の監視 地盤の変動状況及び地下水位の常時監視、地下水採取量調査を実施 環境農林水産部 4,952 9,309 △ 4,357

地下水質の監視 汚染井戸周辺地区調査及び飲用井戸設置者に対して、井戸の適正な管理
についての指導啓発を実施 環境農林水産部 - - -

地下水質の常時監視 「地下水質測定計画」に基づく地下水の水質監視 環境農林水産部 5,370 5,166 204

(別　　掲）
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土壌汚染概況調査 農薬の適正使用を促すため、野菜等の農薬残留調査を実施 環境農林水産部 3,028 4,081 △ 1,053

雨水の貯留浸透施設の設置(別掲） 施策分野Ⅰ－２参照 都市整備部

地下水の代替用水の供給 地下水の代替としての工業用水道を安定的に供給 水　道　部 2,950,153 6,030,902 △ 3,080,749

Ⅱ－６　騒音・振動の防止 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

大阪国際空港周辺対策の推進 空港周辺地域における生活環境の改善を図るため都市計画緑地として整
備するとともに、空港周辺整備機構への助成及び周辺住民等に対する貸
付等の助成

にぎわい創造部 368,889 608,687 △ 239,798

土地利用の適正化の促進 工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立
地法に基づき一定規模以上の工場の新増設等に際しての届出指導 商工労働部 - - -

騒音・振動の規制・指導 府生活環境の保全等に関する条例の規制権限を移譲している市町村が規
制・指導を適切に行うため、技術研修等を実施 環境農林水産部 1,147 1,171 △ 24

低周波音の実態調査 低周波音の実態把握及び市町村に対する技術的な助言等 環境農林水産部 - - -

航空機騒音の環境監視 大阪国際空港及び関西国際空港における航空機騒音の環境監視 環境農林水産部 8,608 8,934 △ 326

鉄軌道に係る騒音･振動対策の促進 沿線自治体との連携のもと、新幹線鉄道や在来鉄道の事業者による騒
音・振動対策を促進 環境農林水産部 - - -

鉄軌道に係る騒音状況調査 在来鉄道に係る騒音苦情発生地点周辺における騒音発生状況を把握 環境農林水産部 890 - 890

騒音・振動モニタリング 交通騒音の常時監視、騒音・振動に係る法条例の施行に必要な検査分析
や市町村で対応困難な騒音・振動・低周波音の検査分析等の実施 環境農林水産部 10,633 12,188 △ 1,555

Ⅱ－７　有害化学物質による環境リスクの低減・管理 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

ダイオキシン類に関する環境対策検討委員会等の
運営

ダイオキシン類に関する環境改善対策等に関し、専門技術的立場から学
識者の意見を得るための委員会を運営 環境農林水産部 - - -

ダイオキシン法に基づく工場・事業場の規制・指
導

ダイオキシン法に基づき、工場・事業所に対してダイオキシン類の規制
基準の遵守指導及び排出削減を指導 環境農林水産部 1,238 2,270 △ 1,032

ダイオキシン類排出実態の把握 排出ガスについて、ダイオキシン類の排出実態を把握 環境農林水産部 【1,238】 【2,270】 【△1,032】

有害化学物質に係る工場・事業場の規制・指導 工場・事業場に対する有害性の高い化学物質の大気、水、土壌等への排
出規制、廃棄物の適正処理の指導 環境農林水産部 【6,200】 【8,909】 【△2,709】

化学物質の自主管理の改善の促進 PRTR法の届出の国への経由とデータの集計・公表及び事業者に対する自
主管理の改善促進のための支援 環境農林水産部 534 2,826 △ 2,292

化学物質対策の推進 環境中の化学物質の存在状況をはじめとして、幅広い情報収集を行い、
化学物質による環境リスクを低減させるための対策を検討 環境農林水産部 - - -

アスベスト緊急環境対策事業 アスベストについての府民向けリーフレットの作成、建築物解体等作業
に対する立入検査、環境濃度の実態調査 環境農林水産部 13,939 ｰ 13,939

ダイオキシン類常時監視 ダイオキシン類の環境調査および検査・分析 環境農林水産部 85,646 92,371 △ 6,725

有害大気汚染物質調査 ベンゼン等の有害大気汚染物質の環境濃度を監視 環境農林水産部 17,632 27,850 △ 10,218

アスベスト分析機器等整備 アスベスト対策推進のため、分析に必要な機器を整備 環境農林水産部 24,450 - 24,450

有害化学物質の管理推進 一般環境（水質・底質）中の環境ホルモン調査 環境農林水産部 - - -

有害化学物質データベースの構築 有害化学物質毒性データの収集等 環境農林水産部 - - -

木質材による環境浄化に関する研究（別掲） 施策分野Ⅳ－４参照 環境農林水産部

府有施設吹付けアスベスト対策 府有施設等のアスベスト対策を実施 住宅まちづくり部
他

1,502,011 - 1,502,011

府立学校環境衛生検査 府立学校のホルムアルデヒド等、室内空気中化学物質の検査等 教育委員会 4,028 2,210 1,818

府立学校ダイオキシン対策 府立学校におけるごみの適正な処理 教育委員会 45,169 45,169 0

(別　　掲）

（別　　掲）
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Ⅱ－８　環境保健対策及び公害紛争処理 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

母乳中の有機塩素系化合物の測定調査 ＰＣＢ等の有機塩素系化合物について、母乳中濃度を測定 健康福祉部 1,510 1,491 19

食品、容器包装等のPCB汚染調査 魚介類、肉卵類、乳・乳製品及び容器包装について、ＰＣＢ汚染の実態
調査を実施 健康福祉部 657 670 △ 13

大気汚染による健康影響調査 SPMなどによる大気汚染の疫学調査の実施 健康福祉部 6,367 7,721 △ 1,354

保健所における環境保健業務の実施 保健所において光化学スモッグ緊急時対策等の実施 健康福祉部 133 135 △ 2

公害防止事務費交付金の交付 府生活環境の保全等に関する条例等に基づき、事務処理を行った市町村
に事務交付金を交付 環境農林水産部 77,750 78,258 △ 508

公害苦情処理 公害苦情に対し、市町村と連携して、迅速・適正な苦情処理の実施 環境農林水産部 822 757 65

公害病認定患者死亡見舞金の支給 公害認定患者が死亡した際に、その遺族に対して府の弔慰を表す見舞金
を支給 環境農林水産部 12,400 14,500 △ 2,100

公害被害予防事業の実施 低公害車普及事業等の健康被害予防事業の連絡調整 環境農林水産部 175 175 0

府・市町村公害苦情調査 府・市町村が住民からの公害に関する苦情を処理するために設けている
公害苦情窓口へ寄せられた苦情の受付及び処理状況の調査 環境農林水産部 - - -

公害審査会の運営 公害紛争処理法に基づく公害審査会の運営 環境農林水産部 138 332 △ 194

有線テレビジョン放送施設設置・変更 総務省からの依頼に基づき、有線テレビジョン施設計画の申請に対する
関係市等への意見照会・回答 環境農林水産部 - - -

法・条例による日影の規制 建築基準法及び府建築基準施行条例に基づく日影規制 住宅まちづくり部 - - -

府有施設の整備における電波受信障害の発生防止 府営住宅周辺の電波受信妨害の発生防止 住宅まちづくり部 249,025 364,571 △ 115,546

府有施設の整備における電波受信障害の発生防止 電波障害除去（府立体育会館） 教育委員会 160 160 0

環境犯罪の取締まりの実施 府域の環境保全を図るため、廃棄物の不適正処理に代表される環境犯罪
を摘発 警察本部 4,126 11,048 △ 6,922

豊かな自然との共生や文化が実感できる魅力ある地域の実現（共生・魅力）

Ⅲ－１　生物多様性の確保 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

特定鳥獣保護管理計画の推進 特定鳥獣保護管理計画に基づくシカの保護管理 環境農林水産部 5,727 5,772 △ 45

鳥獣保護事業計画の推進 第9次鳥獣保護事業計画に基づく鳥獣保護事業の推進 環境農林水産部 2,027 2,027 0

鳥獣保護区等の設定 鳥獣保護区や銃猟禁止区域の設定 環境農林水産部 626 1,131 △ 505

傷病野生鳥獣の救護等 傷病野生鳥獣の救護や自然環境教育の推進 環境農林水産部 2,910 4,379 △ 1,469

鳥獣保護思想の普及啓発 鳥獣保護員による巡視・指導や愛鳥週間行事の実施等 環境農林水産部 4,838 4,772 66

府内の野生動植物の分布、生息・生育状況の把握 野生ジカ生息状況調査や自然環境基礎調査の実施
環境農林水産部 2,120 1,664 456

ビオトープの保全・回復・創出 生き物の生息空間であるビオトープの整備 環境農林水産部 - - -

ビオトープの確保のための技術的手法の調査研究
及び指導・助言

生き物の生息空間を確保するビオトープの考え方や技術の普及啓発
環境農林水産部 - - -

オオサンショウウオ・イタセンパラ・アユモドキ
等の保護

イタセンパラ等の保護増殖を図るため、密漁パトロールの実施や研究会
の運営等及び生息域の監視、事業者に対する指導 環境農林水産部 1,146 1,400 △ 254

アライグマ被害対策モデル事業 アライグマの生息実態を把握し、被害対策を図るうえでの基礎資料の調
査

環境農林水産部 - 3,200 △ 3,200

鳥獣被害対策調査委託事業 農林業への加害顕著な鳥獣についての調査等に係る経費（カラス、イノ
シシ、アライグマ） 環境農林水産部 12,470 - 12,470

府民牧場の活用 府民牧場の管理運営 環境農林水産部 89,948 91,542 △ 1,594
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希少水生生物の保護増殖 希少魚ニッポンバラタナゴ等の保存 環境農林水産部 549 541 8

大阪府域生物生息ポテンシャル地図作成業務（自
然環境保全基礎調査）

ＧＩＳ（地理情報システム）を用いた生物生息ポテンシャル地図（自然
度評価マップ）を作成 環境農林水産部 7,000 6,000 1,000

河川水辺の国勢調査 河川空間に棲む生物（魚介類、底性動物）の生息状況調査 都市整備部 6,300 6,700 △ 400

Ⅲ－２　自然環境の保全・回復・創出 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

「なぎさ海道」事業の推進 人と海とが豊かに触れ合うことを目指し大阪湾ベイエリアの新たな可能
性を創造しようとする「なぎさ海道」事業の推進等 政策企画部 - - -

魚庭の森づくり活動への支援 森、川、海を一体として捉え、漁民等による府内河川上流域に存する森
林への植樹・育林活動を支援。河川浄化の啓発活動等を併せて実施 環境農林水産部 2,700 2,700 0

「エコロジカルネットワーク軸」（水と緑の環境
軸）の設定

山から海をつなぐ連続した自然空間である河川を中心に、エコロジカル
ネットワークの幹線軸を設定し、自然環境再生の取り組みを重点的に実
施

環境農林水産部 - - -

自然環境保全地域等の指定と保全 自然環境保全地域等の指定と、保全管理の助成 環境農林水産部 5,647 5,647 0

和泉葛城山ブナ林の保全 和泉葛城山ブナ林保全整備・管理事業への助成 環境農林水産部 4,109 4,109 0

「森林バイオマス利用推進行動計画」の策定 森林の機能に着目しながら、多様な主体（人、組織）の協働・連携によ
る森林資源のバイオマス利用推進行動計画を策定 環境農林水産部 - -

「森林バイオマス利用推進行動計画」の推進 森林の機能に着目しながら、多様な主体（人、組織）の協働・連携によ
る森林資源のバイオマス利用推進行動計画の推進（バイオマス発電燃料
としての間伐材等の活用など）

環境農林水産部 1,466 - 1,466

府民との協働・連携による森づくりの推進 府民との協働と連携により地域の特色を活かした森づくりの取り組み 環境農林水産部 4,625 - 4,625

森林資源情報のデータベースの構築 森林資源の情報をデータベース化 環境農林水産部 - - -

森林区域の保全 森林区域内の一定規模以上の開発行為に対する許可権限の厳正な行使 環境農林水産部 518 529 △ 11

保安林の保全・管理 森林法に基づく保安林の適正な管理及び既指定保安林の機能の維持増進 環境農林水産部 9,023 5,001 4,022

保安林整備緊急対策事業の推進 荒廃または荒廃のおそれがある保安林を対象とした植栽・保育の実施 環境農林水産部 36,592 30,604 5,988

自然公園区域及び近郊緑地保全区域の保全 自然公園内の開発行為に対する許可権限の厳正な行使及び近郊緑地保全
区域内の開発行為の抑制 環境農林水産部 48 48 0

「自然環境の保全と回復に関する協定」制度等に
よる緑地等の保全

緑地の確保等を開発者に義務づける協定の締結
環境農林水産部 - - -

自然環境保全指導員制度の運用 自然環境保全指導員を任命し国定公園区域、近郊緑地保全区域等の巡視 環境農林水産部 11,360 10,472 888

森林保全員制度の運用 森林保全員による保安林、府営林の巡視 環境農林水産部 11,353 11,264 89

自然公園指導員制度の活用 国定公園利用者に対する利用指導及び情報提供等 環境農林水産部 - - -

森林造成事業の推進 森林資源の涵養と国土保全を目的として、民有林の造成事業を奨励し、
森林の有する多様な公益的機能を高度に発揮させるための森林造成の推
進

環境農林水産部 96,424 92,223 4,201

治山事業の推進 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
護するための森林整備の実施 環境農林水産部 1,018,956 1,033,210 △ 14,254

森林景観保全整備事業の推進 適正な管理が行われず荒廃の進んだ国定公園等の森林において、適切な
森林整備の実施 環境農林水産部 21,907 24,895 △ 2,988

「里山トラスト」（里山保全活動）への支援 里山保全活動地の設定・調整 環境農林水産部 150 200 △ 50

二次的自然環境の保全やミティゲーションの手法
を研究･普及

二次的自然環境の保全やミティゲーション手法の研究・技術の普及
環境農林水産部 - - -

共生の森づくり活動支援事業 臨海部の廃棄物処分場跡地である「堺７－３区」において、府民等と協
働で自然環境を創出・再生。平成17年度は森づくりワークショップの開
催や植栽等のイベントを実施

環境農林水産部 4,988 4,988 0

「共生の森構想」の策定 構想策定は終了。「共生の森づくり活動支援事業」及びⅢ－４「堺７－
３区共生の森整備事業」参照 環境農林水産部 - -

おおさかの自然環境リサーチプロジェクト（身近
な生きもの調査）

自然環境学習の一環として、子どもたちが主体となり、校区内の身近な
生きもの調査を展開 環境農林水産部 788 1,103 △ 315

61



長松自然海浜保全地区及び小島自然海浜保全地区
の保全・整備

貴重な自然海岸である岬町の長松及び小島の自然海浜保全地区の保全、
清掃、適切な利用 環境農林水産部 2,033 2,077 △ 44

おおさか農空間づくりアクションプランの実践 食糧生産の場であるとともに環境保全など多面的機能を有する農空間
を、府民共通の資産として適性に保全・活用するため、府民協働の強化
を前提として、資源循環、安全・安心、地域づくり、交流・共生を重点
分野として施策を展開

環境農林水産部 - - -

棚田地域の保全 棚田の保全・利活用に係る活動の活性化 環境農林水産部 1,600 1,599 1

農空間整備事業の推進 農空間の持つ、資源循環、環境保全、防災、交流などの多面的機能の持
続的保全・活用、農業生産基盤、農村交流基盤、農村生活環境基盤の整
備

環境農林水産部 2,597,659 2,809,143 △ 211,484

大阪エコ農業の推進（別掲） 施策分野Ⅱ－４参照 環境農林水産部

海の森づくり活動の推進（別掲） 施策分野Ⅱ－４参照 環境農林水産部

増殖場（藻場）造成事業の実施 阪南市地先での増殖場（藻場）造成事業を実施 環境農林水産部 111,800 120,000 △ 8,200

自然調和型漁港推進事業の推進 深日漁港において自然調和型漁港事業を実施 環境農林水産部 【339,000】 【358,000】 【△19,000】

栽培漁業センターの活用 大阪湾の中高級魚介類の培養を図るために、オニオコゼ、ヒラメ等の計
４魚種を放流 環境農林水産部 - - -

関西国際空港周辺海域管理事業の実施 水産動植物の採捕行為禁止区域に設定している同海域における海域監視
等 環境農林水産部 6,585 6,553 32

淀川魚類資源動態調査事業 河川環境の変化や長期の淡水化が魚類に及ぼす影響を調査 環境農林水産部 5,250 5,250 0

森林資源モニタリング調査 森林の状態と変化の動向を明らかにし、森林資源情報データベースを構
築

環境農林水産部 1,344 768 576

生駒山系グリーンベルト整備事業の推進 生駒山系において緑を活かした砂防設備等を整備 都市整備部 416,266 716,942 △ 300,676

人がふれあえる川づくりの推進 人が水辺に近づき、ふれあえる河川環境整備の実施 都市整備部 - 264,000 △ 264,000

多自然型川づくり(自浄作用の向上等)の実施(別
掲）

施策分野Ⅱ－４参照
都市整備部

保護樹木、保護樹林の保全 保護樹木、保護樹林の保全 都市整備部 - - -

風致地区の指定・保全の推進 地区内における開発行為や建築物の規制等 都市整備部 【12,562,375】 【9,643,213】 【2,919,162】

環境と共生する港湾（エコポート）の整備 港湾地区における人工干潟の整備 都市整備部 230,000 300,000 △ 70,000

環境共生都市「水と緑の健康都市」の整備 貴重種の生息空間の維持や緑化等 住宅まちづくり部 4,442 4,494 △ 52

オオサンショウウオ・イタセンパラ・アユモドキ
等の保護

希少生物の生息域の監視、事業者に対する指導
教育委員会 - - -

府内の天然記念物（樹林）等の保護増殖 希少生物の保護・増殖等にかかる経費の補助 教育委員会 331 680 △ 349

Ⅲ－３　自然とのふれあいの場の活用 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

自然公園整備・管理・運営事業の推進 自然公園施設の管理運営及び補修工事 環境農林水産部 173,669 230,759 △ 57,090

府民の森保全整備・管理・運営事業の推進 府民の森施設の管理運営及び安全対策工事 環境農林水産部 404,361 361,419 42,942

府民の森パークレンジャーの活用 府民の森において、自然観察会等のイベントを企画運営するボランティ
アの育成 環境農林水産部 1,550 1,600 △ 50

森林クリーンアップの推進 山地における美化意識の啓発 環境農林水産部 683 2,397 △ 1,714

府立自然公園構想の推進 泉南西部地域における府立自然公園の指定について関係者と調整 環境農林水産部 - - -

森林利用施設の維持管理 自然や歴史・文化とふれあう利用拠点整備 環境農林水産部 16,432 16,287 145

長距離自然歩道の整備 周辺三山系を環状に貫く自然歩道（環状自然歩道､近畿自然歩道）の整備 環境農林水産部 15,960 24,878 △ 8,918

府民の森ほりご園地（愛称：里山の自然学校「紀
泉わいわい村」）の活用

生活体験や自然体験を通じた人材育成等に努めるため、環境と共生して
いた里山のくらしを再現する自然環境学習拠点として「府民の森ほりご
園地（愛称：里山の自然学校「紀泉わいわい村」）」を活用

環境農林水産部 27,183 32,921 △ 5,738

府民参加の森づくり事業の推進 府民が自然にふれあう場の提供を目的とし、府、市町村、森林所有者及
び地元住民の協力による森林整備の実施 環境農林水産部 9,464 10,775 △ 1,311

森林林業教育実施事業の推進 児童や生徒等を対象に林業体験や自然観察会を実施 環境農林水産部 1,180 442 738

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）
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教育の森整備事業 森林林業体験の場を再編整備する市町村等への助成 環境農林水産部 - 12,060 △ 12,060

府立花の文化園の活用 府立花の文化園の管理運営 環境農林水産部 188,176 189,301 △ 1,125

オアシス整備事業の推進 ため池環境の総合的・多面的な整備、「ため池環境コミュニティ」が主
体となった保全活動の支援、いきものにふれあうオアシスの整備実施 環境農林水産部 97,334 229,274 △ 131,940

地域総合オアシス整備事業の推進 オアシス整備等のため池の多面的な機能を活かした総合整備、地域全体
の安全なまちづくり、快適な水辺環境づくり 環境農林水産部 112,350 291,899 △ 179,549

いきいき水路モデル事業の推進 農業用水路の多面的な整備、住民参加による水辺環境保全活動の支援 環境農林水産部 239,490 256,660 △ 17,170

まちづくり水路整備事業の推進 水路の親水施設整備や防災施設整備、農業者と地域住民が一体となった
新しい環境保全への取り組みの支援 環境農林水産部 348,764 302,429 46,335

ため池愛護月間、オアシス・クリーンアップ・
キャンペーン月間による啓発

ため池の清掃活動等を啓発
環境農林水産部 - - -

関西国際空港周辺海域整備計画事業の実施 関西国際空港周辺海域において水産資源の増殖機能強化のため、必要と
なる法的整備を進め、同時にその条件となる施設を整備 環境農林水産部 9,083 1,894 7,189

ふれあい漁港漁村整備事業の推進 漁業活動の拠点としての機能だけでなく、府民と漁業者との交流を促す
拠点の整備を目的に、深日漁港・小島漁港において実施 環境農林水産部 475,000 505,000 △ 30,000

海の日記念事業の実施 海の日を記念した海岸清掃、稚魚放流等を実施 環境農林水産部 - - -

夏休み海の教室の開催 府内小中学生を対象にした海洋観測体験や海洋生物観察会等の実施 環境農林水産部 - - -

海と自然の環境学習事業の開催(別掲） 施策分野Ⅳ－２参照 環境農林水産部

ふるさとの川整備事業の推進 河川本来の自然環境の保全・創出や周辺環境との調和を図りつつ、地域
整備と一体となった河川改修を行い、良好な水辺空間の形成を図る 都市整備部 1,020,000 1,730,000 △ 710,000

地域交流拠点（水辺プラザ）の整備 河川改修にあわせて地元市と地域交流拠点（水辺プラザ）を整備 都市整備部 90,000 139,000 △ 49,000

ダム湖周辺整備の推進 ダム湖周辺の整備を図り、ダム湖の適正な管理を行うとともに、府民に
自然とのふれあいの場を提供 都市整備部 - - -

河川愛護月間等啓発事業の推進 7月を河川愛護月間とし、ちらし等による公報、河川クリーンキャンペー
ン等の行事を実施 都市整備部 3,454 3,205 249

ふるさと砂防事業の促進 地域活性化のため、周辺の整備計画と一体的に砂防設備を整備 都市整備部 31,700 119,959 △ 88,259

水と緑豊かな渓流砂防事業の推進 親水性をもった渓流保全工を整備 都市整備部 278,690 308,993 △ 30,303

山に親しむ府営公園の整備 箕面公園・山田池公園・枚岡公園・錦織公園・長野公園の整備 都市整備部 【12,562,375】 【9,643,213】 【2,919,162】

環境ふれあいワークショップの運営 蜻蛉池公園・せんなん里海公園・石川河川公園の整備及び維持管理につ
いて、府民参加によるワークショップ形式にて検討 都市整備部 - - -

河川公園の整備 石川河川公園の整備 都市整備部 【12,562,375】 【9,643,213】 【2,919,162】

海に親しむ府営公園の整備 二色の浜公園・りんくう公園・せんなん里海公園の整備 都市整備部 【12,562,375】 【9,643,213】 【2,919,162】

海岸美化活動の実施 府民参加の海岸美化運動の実施やアドプト・シーサイド・プログラムの
実施 都市整備部 925 172 753

Ⅲ－４　潤いとやすらぎのある都市空間の形成・活用 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

工場等の緑化推進 工場立地法に基づき、工場の敷地面積に対する緑地比率を一定以上確保
するよう指導 商工労働部 - - -

府立学校の緑化 府立学校への緑化樹の配付 環境農林水産部 【18,060】 【26,985】 【△8,925】

緑化樹養成配付事業の推進 地域緑化や府有施設等への緑化樹の養成・配付の実施 環境農林水産部 18,060 26,985 △ 8,925

民間施設緑化推進事業の推進 モデルとなる民間施設の緑化事業への助成 環境農林水産部 19,000 △ 19,000

みどりづくり推進事業 モデルとなる民間施設やみどりづくり活動を頑張る地域･団体に助成 環境農林水産部 23,300 - 23,300

花とみどりのまちづくり事業 大阪を代表する特色ある新しい緑化空間づくりのプランを公募し、整備
費の一部を助成 環境農林水産部 92,160 - 92,160

府有施設モデル緑化事業 府民が多く訪れる府有施設を対象に緑化プランを公募し、緑化のモデル
となるような整備を行い、みどり豊かな大阪のまちづくりをめざす 環境農林水産部 29,890 - 29,890

(別　　掲）
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大阪府植樹祭の開催（別掲） 施策分野Ⅳ－１参照 環境農林水産部

緑地協定・市民緑地制度等の活用 都市緑地保全法に基づく諸制度を活用して、都市内のみどり環境の保
全、創造を支援 環境農林水産部 - - -

緑化技術の普及、指導 食とみどりの総合技術センターでの緑化技術の普及、指導 環境農林水産部 8,996 9,111 △ 115

歩道・自転車道の整備(別掲） 施策分野Ⅱ－１参照 都市整備部

サイクリング・ロードの整備 北河内自転車道等の整備 都市整備部 【6,693,980】 【6,722,435】 【△28,455】

休憩場・案内標識の設置 簡易パーキングの整備や案内標識の設置 都市整備部 - - -

自然環境に配慮した急傾斜地崩壊対策事業の推進 緑を活かした斜面対策の実施
都市整備部 111,876 164,000 △ 52,124

水の都大阪の再生 「水の都大阪再生構想」に基づき、都心部での魅力ある水辺の整備推進 都市整備部 291,000 254,000 37,000

治水緑地の整備 非常時に治水機能を発揮する遊水地や大型地下水槽を備えた緑地公園の
整備 都市整備部 1,259,690 2,350,000 △ 1,090,310

スーパー堤防の整備 幅が広く丈夫で壊れにくい堤防（スーパー堤防）を築造し、河川と街が
一体となった親水性の高い空間の創出 都市整備部 60,000 51,000 9,000

自然再生事業の推進 泉州地域において河口干潟の再生など良好な河川環境の創出 都市整備部 39,000 26,000 13,000

下水処理場の緑化 下水処理場の屋上や場内の緑化推進 都市整備部 【〔51,148,560〕】 【〔50,711,936〕】 【〔436,624〕】

健康と生きがいを支える府営公園の整備 服部緑地・寝屋川公園・深北緑地・久宝寺緑地・浜寺公園・蜻蛉池公
園・住吉公園・住之江公園の整備 都市整備部 【12,562,375】 【9,643,213】 【2,919,162】

市街地に広大な森林をつくる府営公園の整備 大泉緑地の整備 都市整備部 【12,562,375】 【9,643,213】 【2,919,162】

街路樹等の整備 府管理道路の街路樹の補殖及び樹木管理 都市整備部 【12,614,375】 【9,643,213】 【2,919,162】

公園・緑地、道路等の公共施設の緑化の推進 公園・緑地、道路等の公共施設の緑化の推進 都市整備部 12,614,375 9,643,213 2,971,162

近畿都市緑化祭への参加 近畿都市緑化祭への参加 都市整備部 - - -

大阪府都市緑化フェアの開催 大阪府都市緑化フェアの開催 都市整備部 - - -

風致地区の指定・保全の推進(別掲） 施策分野Ⅲ－２参照 都市整備部

河川公園の整備(別掲） 施策分野Ⅲ－３参照 都市整備部

海に親しむ府営公園の整備（別掲） 施策分野Ⅲ－３参照 都市整備部

みんなで創ろう都市のみどり～中環の森づくり～ 中央環状線にある未利用地を先行緑化用地として活用し、子ども達と
いっしょに苗木から育てる 都市整備部 20,000 20,000 0

港湾緑地の整備 港湾緑地の整備(泉北６区） 都市整備部 69,000 83,000 △ 14,000

堺７－３区共生の森整備事業 森づくり活動しやすい環境をつくるため防風林を整備 都市整備部 26,000 27,000 △ 1,000

堺2区親水緑地整備 府民がより海と触れ合える親水性階段護岸、クロマツなどの海岸植栽を
整備 都市整備部 - - -

阪南港阪南２区整備事業の推進 港湾物流機能の強化・拡充、清掃工場移転用地の確保、背後市街地の住
工混在地域の環境改善及び緑地等水辺環境の整備を図り、併せて地域の
振興に寄与

都市整備部 806,887 711,700 95,187

みどりの大阪２１推進プランと大阪府広域緑地計
画の推進

みどりの大阪２１推進プランを推進するとともに、「府広域緑地計画」
に基づき、みどりの将来像の実現に向けて、市町村や府民と連携した施
策を推進

都市整備部 - - -

駅前広場の整備 市街地再開発事業、土地区画整理事業等の面整備事業や街路事業による
交通広場機能、防災機能等を有する駅前広場の整備 住宅まちづくり部 - - -

土地の有効高度利用 市街地再開発事業による建築物の高層化・共同化、土地区画整理事業に
よる土地利用の増進 住宅まちづくり部 4,186,471 6,271,734 △ 2,085,263

公開空地の確保 総合設計制度により建物敷地内における公開空地を確保 住宅まちづくり部 - - -

庁舎・府営住宅の緑化 府営住宅の緑化整備・維持管理及び「施設緑化10カ条（みどりの憲
法）」を踏まえ緑化を推進 住宅まちづくり部 174,246 210,685 △ 36,439

ポケットパークの整備 公共施設の整備にあたり、潤いとやすらぎのある都市空間を形成 住宅まちづくり部 - - -

阪南スカイタウンの周辺環境の整備 阪南スカイタウンの周辺環境整備の検討 住宅まちづくり部 214,107 167,089 47,018

南大阪湾岸整備事業の推進 りんくうタウンにおける公園、緑地の整備 住宅まちづくり部 151,014 118,311 32,703

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）
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学校緑化促進事業 府立学校において植樹を実施 教育委員会 834 845 △ 11

Ⅲ－５　美しい景観の形成 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

散乱廃棄物対策(ﾎﾟｲ捨て防止)の推進 「大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議」において、清掃活動推進
週間事業等を活用したポイ捨て防止等の意識の高揚 環境農林水産部 【2,576】 【2,530】 【46】

街路灯、ガードレール、標識等の景観配慮 地域の景観に配慮した道路照明灯、道路標識等の整備 都市整備部 - - -

電線類の地中化の促進 道路上空に張りめぐらされている電線と通行障害となっている電柱をな
くすため、道路の地下空間を活用して電力線及び通信線等をまとめて収
容する共同溝の整備により、電線を地中化

都市整備部 953,764 851,698 102,066

道路美化運動の支援 ボランティアによる道路の継続的な清掃・緑化活動である大阪府アドプ
ト・ロード・プログラムを推進
道路美化モデル区間において、自治会や市町村と共同した道路清掃活動
の実施、「中環をきれいにする日」(毎月20日）や「外環クリーン月間」
（5、9月）の設定などをとおした道路美化についての広報・啓発活動の
実施

都市整備部 5,348 5,584 △ 236

めいわく駐車や駅前放置自転車の追放に向けた府
民運動の展開

広く府民に「めいわく駐車をしない・させない」意識の高揚を図る
都市整備部 1,519 114,262 △ 112,743

アドプト･リバー･プログラムの推進 アドプト･プログラム参加団体に対する活動支援 都市整備部 543 6,942 △ 6,399

河川の清掃活動の支援 河川の清掃活動の支援 都市整備部 1,323 1,430 △ 107

地区計画制度の活用 公共施設の配置と建築物の形態等を一体的・総合的に誘導し良好なまち
なみを保全・整備 都市整備部 - - -

まちづくり功労者の表彰 良好なまちなみの保全も含めた地域の魅力あるまちづくりの推進のた
め、顕著な功績のあった個人･団体を表彰 都市整備部 326 247 79

街なみ環境整備事業 地方公共団体及び地域住民が協力して、ゆとりと潤いのある住宅地区施
設を整備 住宅まちづくり部 1,410 - 1,410

密集住宅市街地整備促進事業 木造密集住宅市街地での老朽住宅の除却、建替え、公共施設整備の促進 住宅まちづくり部 207,135 113,595 93,540

違法屋外広告物の撤去 屋外広告物法令に基づき違法広告物を除却 住宅まちづくり部 【10,456】 【△10,456】

土地利用規制等既存法令による規制 都市計画における土地利用計画の実現を図るとともに、市街地の環境を
保全するため、用途規制制度に従い、建築基準法を適正に運用 住宅まちづくり部 - - -

建築協定制度の活用 建築協定地区連絡協議会の活動を支援、及び建築協定行政連絡会議を運
営

住宅まちづくり部 420 420 0

景観条例の推進 条例に基づき景観形成地域を指定し、届出制度などにより一定の基準に
沿った景観づくりを推進 住宅まちづくり部 1,110 772 338

市町村の景観マスタープランの支援 市町村の景観マスタープラン策定に対して技術的支援を実施 住宅まちづくり部 - - -

景観を損なう屋外広告物の規制及び違法屋外広告
物の撤去

府屋外広告物条例により広告物の表示の場所や方法を規制し、違法な広
告物を撤去 住宅まちづくり部 11,246 10,456 790

大阪都市景観建築賞 府民から推薦を受けた建物やまちなみの中から優秀なものを顕彰 住宅まちづくり部 945 945 0

団体等の交流の場の設置 民間団体や公的機関で構成する大阪美しい景観づくり推進会議を運営 住宅まちづくり部 〔85〕 〔67〕 〔18〕

府営住宅の整備 府営住宅の整備にあたり、周辺環境との調和を図り、良好な都市景観の
形成に配慮 住宅まちづくり部 25,955,720 22,530,378 3,425,342

府有施設の整備 府有建築物の建設にあたり、周辺環境との調和を図り、良好な都市景観
の形成に配慮 住宅まちづくり部 - - -

魅力あるまちなみ形成の推進 阪南スカイタウンにおいて、まち全体として調和の取れた景観を実現す
るため、景観の調整を実施 住宅まちづくり部 - - -

Ⅲ－６　歴史的文化的環境の形成 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

歴史街道事業の推進 歴史街道推進協議会への分担金 政策企画部 〔500〕 〔500〕 0
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道路案内標識の整備(別掲） 施策分野Ⅱ－１参照 都市整備部

府立狭山池博物館等の運営 狭山池博物館の運営 都市整備部 153,109 152,562 547

歴史的建造物の指定による保存と活用 歴史的建造物の崩壊・消滅の防止、地域の個性化 教育委員会 - - -

歴史的建造物群の保存 景観保全や地域振興を図るため歴史的建造物群を保全 教育委員会 - - -

登録文化財建造物の登録の促進 2010年までに府内全市町村に１ケ所以上の登録文化財の実現 教育委員会 - - -

美術工芸品の保存と活用 修理・修復、保存施設の機能向上、防犯の対策強化 教育委員会 - - -

史跡・名勝・天然記念物の指定による文化財の保
存

文化財の崩壊・消滅の防止、価値をわかりやすく伝える情報提供
教育委員会 - - -

史跡等、公有化整備事業への助成 史跡等土地買上先行取得償還等にかかる経費の補助 教育委員会 70,769 95,830 △ 25,061

文化財等の調査・指導 開発工事現場内の埋蔵文化財の調査・指導 教育委員会 - - -

埋蔵文化財の保全及び調査 開発工事に先立ち発掘調査範囲確認調査の実施 教育委員会 16,783 18,185 △ 1,402

府立博物館等の運営 弥生文化、近つ飛鳥博物館の運営委託の実施 教育委員会 391,460 380,469 10,991

日本民家集落博物館への支援 運営経費の補助 教育委員会 16,200 16,200 0

府立近つ飛鳥風土記の丘の運営 運営委託の実施 教育委員会 9,244 9,304 △ 60

歴史情報の提供 文化財調査報告書の刊行 教育委員会 501 595 △ 94

講座、イベント等の開催 文化財愛護推進委員等を対象に課題別研修会を開催 教育委員会 511 517 △ 6

すべての主体が積極的に参加し行動する社会の実現（参加）

Ⅳ－１　パートナーシップによる環境保全活動の促進 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

省資源・省ｴﾈﾙｷﾞｰ型ライフスタイルの確立に向け
た取組(別掲）

施策分野Ⅰ－３参照
生活文化部

府民の自主的活動の支援 消費者団体がリサイクル問題等各種消費者問題についての研究や活動成
果の発表を行い、相互に情報交換できるような場を設けるなど、府民の
自主的活動を支援

生活文化部 1,870 2,100 △ 230

豊かな環境づくり大阪府民会議の運営 府民・事業者・民間団体等及び行政の協働により、豊かな環境の保全・
創造に関する施策を推進することを目的に設置した豊かな環境づくり大
阪府民会議の運営

環境農林水産部 546 574 △ 28

環境月間行事及び地域環境保全活動促進事業 おおさか環境賞の表彰式及び講演会等の実施 環境農林水産部 1,853 350 1,503

大阪府環境保全基金の運営 環境学習や講演会の実施、地域における環境保全活動を支援することを
目的に設置した大阪府環境保全基金の運営 環境農林水産部 1,931 5,291 △ 3,360

環境保全活動の奨励制度の充実 民間団体の環境保全活動に対する補助 環境農林水産部 2,740 2,184 556

環境保全活動啓発事業 「環境フェスティバル21」の開催 環境農林水産部 1,000 2,000 △ 1,000

みどりのボランティア養成事業 （財）大阪みどりのトラスト協会が実施する「みどりのボランティア養
成事業」への事業費支援 環境農林水産部 1,547 1,547 0

みどり世紀の森づくり推進事業 里山保全活動支援のため東大阪市に対し補助事業を実施 環境農林水産部 350 150 200

大阪府植樹祭の開催 東大阪市において開催 環境農林水産部 2,000 2,000 0

大阪府みどりの基金の充実 基金事業の見直しを行い、効果的・効率的な事業展開を図る 環境農林水産部 2,722 102,005 △ 99,283

(財)大阪みどりのトラスト協会事業の展開 （財）大阪みどりのトラスト協会の管理運営を支援 環境農林水産部 60,343 68,845 △ 8,502

「里山トラスト」（里山保全活動）への支援（別
掲）

施策分野Ⅲ－２参照
環境農林水産部

府民の森パークレンジャーの活用(別掲） 施策分野Ⅲ－３参照 環境農林水産部

活動に対する技術的な指導・助言 普及指導職員を通じ林業技術や情報等を普及啓発 環境農林水産部 - - -

自然環境保全指導員制度の運用(別掲） 施策分野Ⅲ－２参照 環境農林水産部

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）
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森林保全員制度の運用(別掲） 施策分野Ⅲ－２参照 環境農林水産部

自然公園指導員制度の活用(別掲） 施策分野Ⅲ－２参照 環境農林水産部

里山インストラクターの養成 自然環境学習や里山生活体験のリーダーとなる人材を育成 環境農林水産部 - - -

魚庭の森づくり活動への支援(別掲） 施策分野Ⅲ－２参照 環境農林水産部

大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議が主体
となった意識啓発（別掲）

施策分野Ⅰ－１参照
環境農林水産部

ごみ減量化・リサイクルアクションプログラムの
推進（別掲）

施策分野Ⅰ－１参照
環境農林水産部

オアシス整備事業の推進（別掲） 施策分野Ⅲ－３参照 環境農林水産部

環境コミュニケーションによる地域環境保全の推
進

化学物質リスクコミュニケーションのためのセミナーの開催等により、
環境リスクに関する府民、事業者、行政の間の適切なコミュニケーショ
ンを促進し、地域環境を保全

環境農林水産部 - - -

環境情報プラザの管理運営 府民や環境ＮＰＯの環境保全活動を支援する拠点としての機能を充実
し、利用を促進 環境農林水産部 7,712 2,212 5,500

環境活動リーダー支援講習(別掲） 施策分野Ⅳ－２参照 環境農林水産部

道路美化運動の支援（別掲） 施策分野Ⅲ－５参照 都市整備部

アドプト・リバー・プログラムの推進（別掲） 施策分野Ⅲ－５参照 都市整備部

河川の清掃活動の支援(別掲） 施策分野Ⅲ－５参照 都市整備部

都市緑化ボランティアリーダー支援 都市域の地域の緑化活動をリードするボランティアリーダーの支援 都市整備部 - - -

環境ふれあいワークショップの運営(別掲） 施策分野Ⅲ－３参照 都市整備部

府営公園ボランティア活動の推進 府営公園において、70団体2,730名(H16度末)のボランティアと協働の推
進及び拡大を図る 都市整備部 - - -

Ⅳ－２　環境教育・環境学習の推進 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

環境教育用施設や実践事例等の情報の収集・提供 環境教育施設や実践事例等の情報収集・提供 生活文化部 - - -

環境学習人材支援事業 小学校で環境ＮＰＯによる出前講座を実施 環境農林水産部 5,340 △ 5,340

環境教育推進事業 大阪府環境教育等推進方針の具体化に向け、関係部局との連携のもと、
学校における環境教育の推進に重点をおいた施策を展開 環境農林水産部 11,049 - 11,049

「学校の森」活動の促進 府民の森や府営林等を活用して、体験型の自然環境学習の実施を支援 環境農林水産部 - - -

自然環境に関する教育及び学習の振興 自然とのふれあいを通じて、自然に対する正しい理解の普及を図るた
め、自然観察会等を実施 環境農林水産部 - - -

森林林業教育実施事業の推進（別掲） 施策分野Ⅲ－３参照 環境農林水産部

教育の森整備事業（別掲） 施策分野Ⅲ－３参照 環境農林水産部

木になる夢銀行推進事業 子供たちのドングリ集めや苗木植樹を通じてみどりを育てる大切さを学
ぶ

環境農林水産部 4,546 4,573 △ 27

府民の森ほりご園地（愛称：里山の自然学校「紀
泉わいわい村」）の活用（別掲）

施策分野Ⅲ－３参照
環境農林水産部

農空間における環境学習の推進 子供たちに農空間の魅力を伝える水土里（みどり）のインタープリター
（里山の大切さや、その意味を伝える者）を育成し、農空間を生かした
体験学習を実施

環境農林水産部 1,000 1,000 0

農業教育の推進 農業教育推進の体制整備 環境農林水産部 1,170 2,170 △ 1,000

環境学習マニュアルの策定・実践 農地やため池、水路などを活かし、生き物調査などを通じて、身近な農
空間に親しみながら学べる環境学習マニュアルを策定するとともに小学
校や地域住民と協働した取組みを促進

環境農林水産部 - - -

夏休み海の教室の開催（別掲） 施策分野Ⅲ－３参照 環境農林水産部

海と自然の環境学習事業の開催 小中学生を対象に自然海浜地区での生き物観察や海洋観測などを行い、
環境保全への理解と活動への参加を推進 環境農林水産部 - - -

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）
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環境活動リーダー支援講習 地域で環境保全活動に取り組んでいるリーダーを対象に、活動をより充
実・発展させるための支援講習を開催 環境農林水産部 500 500 0

環境教育人材育成事業 環境分野の専門家による小中高等学校の教員に対する体験学習を中心と
した環境教育研修の実施 環境農林水産部 3,000 - 3,000

こども環境教室 小学校等と連携して、水辺など身近な環境についての体験学習会を実施 環境農林水産部 - - -

環境教育事業「こどもエコクラブ」交流会 「こどもエコクラブ」の交流会の開催 環境農林水産部 500 500 0

環境コーディネーター養成講座（なにわ環境塾）
事業

地域における環境保全活動を積極的に推進する指導者を育成するため、
環境ＮＰＯと協働して環境保全活動の経験を持つ府民を対象に専門的知
識を習得するための講座を開催

環境農林水産部 1,090 1,180 △ 90

「私の水辺」大発表会 水辺への関心を高め情報の共有化を図るため、水辺での様々な活動や発
見を広く発表する機会を提供 都市整備部 2,387 1,000 1,387

ボランティアとの情報交換会等の開催 公募提案型によるボランティアフォーラム（仮称）の開催により府民と
の情報の交換を促進しネットワーク化を図る 都市整備部 - - -

授業、クラブ活動等での環境教育への取組 「総合的な学習の時間」等での環境学習の取り組みの支援 教育委員会 - - -

教員等の環境教育指導者としての養成、研修の実
施

府教育センターでの環境教育に関する教員研修の実施
教育委員会 - - -

体験型学習施設等の活用等の校外における取組 府立少年自然の家の管理運営 教育委員会 107,378 108,445 △ 1,067

実践事例等の情報の収集・提供及び視聴覚教材や
環境教育教具の開発・作成・提供

府教育センターにおいて、環境教育に関する実践事例等の情報の収集・
提供及び視聴覚教材や教具の開発・作成等を実施 教育委員会 - - -

教員向け手引書等の指導書の活用 手引書や実践集の活用の推進 教育委員会 - - -

環境教育推進モデル地域事業 市町村を指定し、環境教育カリキュラム、教材等の開発 教育委員会 2,291 - 2,291

Ⅳ－３　総合的な環境情報システムの整備・環境情報の提供 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

「かんきょう交流ルーム」の運営 府民参加型の環境ホームページ「かんきょう交流ルーム」の運営 環境農林水産部 - - -

みどりの広報活動の充実 府発行各種広報紙の活用やパンフレットの作成・配付等 環境農林水産部 - - -

環境白書等の作成 「平成17年版大阪府環境白書」や「おおさかの環境」の作成 環境農林水産部 1,317 1,403 △ 86

環境情報提供事業 おおさかの環境ホームページ「エコギャラリー」の充実により、府民に
分かりやすい内容で環境情報を提供 環境農林水産部 4,707 4,707 0

環境情報のシステムの運営 環境データベースや環境の解析予測手法の充実に努め、環境情報システ
ムを運営 環境農林水産部 64,245 67,451 △ 3,206

環境情報の発信と交流 おおさかの環境ホームページ「エコギャラリー」を通じ、行政情報、環
境学習支援情報等を発信 環境農林水産部 - - -

環境会計の作成 環境会計を作成し、インターネットも活用して広く府民に情報を提供 水　道　部 - - -

Ⅳ－４　環境監視及び調査研究 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

水道水中の微量有害化学物質調査(別掲） 施策分野Ⅱー４参照 健康福祉部

食品等の残留農薬に関する調査研究 食の安全を確保するため輸入食品を中心にした検査 健康福祉部 14,698 14,473 225

水処理及び水質確保に関する研究 排水の浄化に資するための下水、し尿処理技術の開発研究及び上水の検
査による飲み水の安全性の確保 健康福祉部 31,037 33,700 △ 2,663

試験研究機関提案型調査研究事業 　今後創出の必要がある産業分野（情報通信・バイオ・環境・健康福
祉）の研究課題について、府立試験研究機関の研究員から公募し、外部
評価を経て採択して調査研究を実施し、国プロジェクトや企業との共同
研究につながる成果を得た。また、燃料電池等新エネルギーに関する研
究プロジェクトを実施し、実用化に向けた企業との共同研究開発につな
がる成果を得た

商工労働部 77,686 57,379 20,307

(別　　掲）
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新エネルギー開発支援研究事業 府立試験研究機関を中心として燃料電池等新エネルギーに関する研究プ
ロジェクトを実施するとともに、実用化に結びつけ、大阪における新た
な環境ビジネスの振興に資する（平成17年度に試験研究機関提案型調査
研究事業に統合）

商工労働部 19,000 △ 19,000

産業技術総合研究所における成果の普及 技術シーズを公開し、企業に対し製造工程立ち上げまでの重点的な指導
を実施（実用化指導制度）
中小企業の指導相談、セミナー、フォーラム等を開催（指導普及事業）

商工労働部 9,429 18,960 △ 9,531

省エネや環境汚染の未然防止に向けた研究開発の
推進

低環境負荷密閉型浸炭熱処理法の実用化基盤技術に関する研究や、ナノ
複合化による環境浄化財医療システムの構築の調査など省エネや環境汚
染の未然防止に向けた研究開発を推進

商工労働部 5,210 4,810 400

地盤沈下・地下水位の監視(別掲） 施策分野Ⅱー５参照 環境農林水産部

地下水質の監視(別掲） 施策分野Ⅱー５参照 環境農林水産部

地下水質の常時監視(別掲） 施策分野Ⅱ－５参照 環境農林水産部

騒音・振動モニタリング(別掲） 施策分野Ⅱ－６参照 環境農林水産部

航空機騒音の環境監視(別掲） 施策分野Ⅱ－６参照 環境農林水産部

各種大気汚染物質排出量等実態調査(別掲） 施策分野Ⅱ－３参照 環境農林水産部

発生源、環境質、モニタリングの充実 大気及び水質環境モニタリング等の検査分析 環境農林水産部 70,949 72,646 △ 1,697

浮遊粒子状物質環境調査(別掲） 施策分野Ⅱ－３参照 環境農林水産部

大気汚染常時監視（別掲） 施策分野Ⅱ－３参照 環境農林水産部

公共用水域常時監視等(別掲） 施策分野Ⅱ－４参照 環境農林水産部

有害大気汚染物質調査(別掲） 施策分野Ⅱ－７参照 環境農林水産部

ダイオキシン類常時監視(別掲） 施策分野Ⅱ－７参照 環境農林水産部

環境保全等に関する調査研究（温室効果ガス等モ
ニタリング調査や木質材による環境浄化に関する
研究を含む）

環境大気中の有害化学物質等の高度な分析手法の開発、酸性沈着物、フ
ロンおよび代替フロンに関する実態調査や木質材による自動車排ガス中
のNO2の浄化等に関する研究等

環境農林水産部 11,774 11,262 512

土壌環境調査 農作物や農用地の重金属調査を実施 環境農林水産部 1,458 1,465 △ 7

環境の保全と創造に関する実証研究 環境保全型農業技術の確立 環境農林水産部 16,230 13,746 2,484

森林衰退状況調査 酸性雨等による森林被害の実態を把握し、衰退林についてその原因解明
研究 環境農林水産部 1,200 330 870

環境と調和した産業技術・システムに関する研究 環境負荷の少ない病害虫防除技術の確立
環境農林水産部 20,598 17,522 3,076

食とみどりの総合技術センターにおける成果の普
及

開発された技術について、関連産業等に技術移転を行い、成果を普及
環境農林水産部 2,605 2,826 △ 221

Ⅳ－５　事業活動における環境への配慮 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

市町村の公害防止等の取組みに対する財政支援 大阪府市町村施設整備資金貸付金の貸付
総　務　部 318,000 685,000 △ 367,000

関西国際空港環境監視機構の運営 知事と泉州９市４町の長により構成する関西国際空港環境監視機構にお
いて、関西国際空港事業及び関連事業による環境等への影響について監
視を実施

にぎわい創造部 4,861 5,140 △ 279

公害防止管理者及び特定工場に対する指導・調査 府内市町村における選任状況を把握するための調査及び特定工場に対す
る指導等 環境農林水産部 - - -

「大阪エコアクション宣言」事業の実施及び「関
西エコオフィス宣言」運動の推進(別掲）

施策分野Ⅰ－４参照
環境農林水産部

環境マネジメントシステム（EMS）の普及・啓発
事業

事業者や府民へ環境保全活動等の更なる浸透を図るため、EMSの基礎的な
情報など分かりやすく整理したホームページを作成 環境農林水産部 2,625 - 2,625

エコアクション促進事業（別掲） 施策分野Ⅰ－３参照 環境農林水産部

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）
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環境影響評価条例等の運用 大阪府環境影響評価条例等に基づき事業者が実施する環境影響評価及び
事後調査について、必要な指導・助言 環境農林水産部 1,755 1,755 0

戦略的環境アセスメントの検討 事業に先立つ計画段階において環境配慮を行うしくみである戦略的環境
アセスメントの導入に向けた調査、検討 環境農林水産部 - - -

大阪湾圏域広域処理場整備事業に係る大阪府域環
境保全協議会の運営

府と関係３市で構成する大阪府域環境保全協議会において、大阪湾圏域
広域処理場整備事業に対する環境監視を実施 環境農林水産部 192 232 △ 40

建築物の環境配慮評価システムの構築 建築物の環境配慮の取り組みを促進するため、「府温暖化等の防止に関
する条例」を制定、建築物環境配慮評価システムの構築、建築物の環境
配慮技術手引きを策定

住宅まちづくり部 14,956 - 14,956

環境への配慮も評価対象とする総合評価一般競争
入札実施のための総合評価委員会の設置運営

総合建物管理業務委託に係る発注案件の入札において、「価格評価」と
「技術評価」以外に、「公共性評価」として「福祉への配慮」や「環境
への配慮」も評価項目とする総合評価方式による一般競争入札を実施す
るための総合評価委員会の設置運営

契約局 〔348〕 〔567〕 〔△219〕

Ⅳ－６　経済的手法等による環境負荷の低減 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

低公害車等普及促進の優遇税制(別掲） 施策分野Ⅱ－１参照 総　務　部

小規模企業者等の設備導入に対する支援 府内の小規模企業者等に対し、創業及び経営基盤強化に必要な機械設備
等の割賦販売・リースを実施 商工労働部 1,800,000 1,800,000 0

立地・投資促進資金（事業活性化資金） 中小企業者の公害・環境対策に必要な設備資金やＩＳＯ取得費用を融資 商工労働部 317,000 461,500 △ 144,500

経営革新資金（新事業活動促進資金） 中小企業者の経営革新に必要な資金を融資
（環境分野に該当する場合、特例金利を適用） 商工労働部 3,434,500 1,918,500 1,516,000

新事業展開支援資金融資（研究開発型） 中小企業者の研究開発等創造的活動に必要な資金を融資
（環境分野に該当する場合、特例金利を適用） 商工労働部 1,183,000 △ 1,183,000

中小企業公害防止資金特別融資 府内中小企業者が公害防止をするために必要な処理施設等への融資 環境農林水産部 7,141 32,816 △ 25,675

豊かな環境づくり大阪府民会議によるグリーン購
入の推進

「環境にやさしい買い物キャンペーン～グリーン購入／NO!!包装キャン
ペーン」の実施等 環境農林水産部 1,191 936 255

環境関連製品情報等の発信 ＡＰＥＣ環境技術交流促進事業を通して、府内中小企業の環境関連製品
情報等をインターネットで発信 環境農林水産部 - -

中小企業低公害車等購入資金特別融資(別掲） 施策分野Ⅱ－１参照 環境農林水産部

ディーゼル車買替緊急融資(別掲） 施策分野Ⅱ－１参照 環境農林水産部

環境技術コーディネート事業 大阪府の関係機関等と連携し、環境関連産業に対する研究開発の奨励、
技術支援、情報提供などを実施 環境農林水産部 8,317 4,780 3,537

府有建築物におけるＥＳＣＯ事業の推進(別掲） 施策分野Ⅰ－３参照
住宅まちづくり部・総
務部・健康福祉部・商
工労働部・環境農林水
産部・都市整備部・教
育委員会・警察本部

ＥＳＣＯ普及促進事業(別掲） 施策分野Ⅰ－３参照 住宅まちづくり部

Ⅳ－７　国際協力の推進 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

(財)地球環境センターへの支援 ＵＮＥＰ国際環境技術センターの支援財団として設立した（財）地球環
境センターに対して引き続き職員を派遣 環境農林水産部 23,170 25,117 △ 1,947

ＡＰＥＣ環境技術交流促進事業 ＡＰＥＣ環境技術交流促進事業運営協議会の運営に参画し、インター
ネットを活用した環境技術情報等を受発信 環境農林水産部 2,000 △ 2,000

（財）地球環境産業技術研究機構への支援 地球環境問題の解決を図る技術開発を行う（財）地球環境産業技術研究
機構に対して引き続き職員を派遣 環境農林水産部 11,351 11,339 12

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）

(別　　掲）
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（財）国際エメックスセンターへの支援 閉鎖性海域の環境保全・創造や国際協力の推進に資するため設立された
「(財）国際エメックスセンター」を支援 環境農林水産部 ｰ ｰ -

インドネシア東ジャワ州との友好交流 大阪府の友好都市であるインドネシア東ジャワ州に対し、インターネッ
トを活用して環境技術情報の提供等 環境農林水産部 - - -

ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）との連携 ＪＩＣＡ集団研修「有害金属等汚染対策コース」において、開発途上国
からの研修生に対する技術研修を実施 環境農林水産部 - - -

インターネットの活用 環境保全技術に関する情報をインターネットにより開発途上国等へ発信 環境農林水産部 - - -

Ⅳ－８　府の率先行動の拡大 （単位：千円）

施策・事業名 施策・事業の内容 部局名
１７年度決算
（見込み）額

１６年度決算額 増　　減

行政文書管理システムの運用 事務の効率化・迅速化、情報共有化、ペーパレス化を目的として、行政
文書のライフサイクル（取得・作成・流通・保管・保存・廃棄）全般を
管理するシステムの運用

総　務　部 215,098 197,714 17,384

環境ＩＳＯの取組の推進 ISO14001の取組の推進及び府民・市町村・事業者に対する自主的な環境
保全活動の普及 環境農林水産部 2,616 1,601 1,015

大阪府庁エコアクションプラン-地球温暖化対策
大阪府庁実行計画の推進

計画に基づきあらゆる府の事務事業において環境配慮の取り組みを徹底
環境農林水産部 - - -

グリーン調達方針に基づくグリーン購入の推進 府の物品購入においてグリーン購入を推進 環境農林水産部 - - -

環境情報センター環境ＩＳＯの推進 環境マネジメントシステムの推進（府庁舎との認証に統合） 環境農林水産部 - -

村野浄水場環境ＩＳＯの取組の推進 環境負荷の少ない水づくりのため､村野浄水場において平成11年8月に認
証取得したISO14001の取組を推進 水　道　部 1,080 623 457

注）
１．１つの事業で複数の施策分野に効果が期待できる事業については、主な施策分野以外は事業名に（別掲）と記し、決算額の欄も（別掲）としている。
２．複数の事業をまとめて予算措置している場合は、主たる事業に合計の決算額を示し、それ以外の事業の決算額の欄には【　】を付して示している。
３．「豊かな環境の保全と創造」以外の施策分野が期待でき、環境に係る決算額のみを分離できない場合は、当該決算額の欄に〔　〕を付して示している。
４．決算欄の斜線は終了した施策・事業
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