
大阪府地球温暖化対策実行計画の進捗状況について 

 

数値目標の進捗状況 

計画で掲げた目標 
関連施策・事業名と 

予算額 2013 年度（2012 年度） 
計画策定時 

現状・推移と 

効果 

目標値 

（2014 年度） 
評価 

（１）民生（家庭）部門 

「見える化」の取組世帯数 

（環境家計簿の取組世帯数） 

府内市町村における環境家計簿の推進 

8,400 世帯 

(2010 年度) 

9,155 世帯 

(2011 年度) 

↓ 

6,982 世帯 

(2012 年度) 

30,000 世帯 × 

＜その他参考指標＞ 

関西電力管内(約800万世帯)におけ

るスマートメーターの普及台数 

スマートメーターの導入計画 

導入費用：102 億円（120 万台分） 

 

参考 2014 年度 124億円（165万台分） 

   2015 年度 120億円（168万台分） 

－ 
約 189 万台 

(2012 年度末) 

2014 年度以降、全て

の工事機会に導入し、

2023 年度には全計器

のスマートメーター化

が完了する予定 

－ 

「エコあらかると」による発信数 

総合環境資源情報提供システムの運営 

0 千円（0 千円） 

省エネ行動の普及啓発事業 

84 千円（105 千円） 

399 件 

(2010 年度) 

558 件 

(2011 年度) 

↓ 

668 件 

(201２年度) 

600 件 ○ 

環境教育実施率 

小・中学校における環境教育の推進事業 

（大阪の教育力向上プラン） 

0 千円（0 千円） 小学校 91.5％ 

中学校 65.6％ 

(2010 年度) 

小学校 97.8％ 

中学校 85.9％ 

(2011 年度) 

↓ 

小学校 100％ 

中学校 100％ 

(2012 年度) 

100% ○ 

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建築物の割合 

建築物の環境配慮制度推進事業 

1,530 千円（2,398 千円） 

20％程度 

(2010 年度) 

37.5％ 

(2012 年度) 
30% ○ 

（２）民生（業務）部門 

運用改善マニュアルの配布事業者数 

省エネ・省ＣＯ２相談窓口の設置・運営 

0 千円（12,591 千円） 

－ 

約 600 事業者 

(2012年7月) 

↓ 

2130 事業者 

(2013年7月) 

2,000 事業者 ○ 

省 CO2 対策のセミナー参加事業者

数（2012～2014年度の累計） 
－ 

約 370 事業者 

(2012年7月) 

↓ 

626 事業者 

(2012 年度末) 

600 事業者 ○ 

環境マネジメントシステム導入事業

所数 

環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）普及・

啓発事業        0 千円（0千円） 
2,750 事業所 

(2010 年度) 

2,775 事業所 

(2011 年度) 

↓ 

2850 事業所 

(2012 年度) 

3,000 事業所 ○ 

＜その他参考指標＞ 

ISO14001 認証適合施設数 

－ 

http://www.jab.or.jp/system/iso/search/で検索 
－ 

2,01３件 

(2013年7月) 
－ － 

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建築物の割合 

建築物の環境配慮制度推進事業【再掲】 

1,530 千円（2,398 千円） 

25％程度 

(2010 年度) 

35.0％ 

(2012 年度) 
30% ○ 

（３）産業部門 

中小事業者が創出したクレジット量

（2012～2014 年度累計） 

大阪版カーボン・オフセット制度の推進事業 

０千円（０千円） 

－ 

4,020 トン 

(2012年7月) 

↓ 

6,321 トン 

(2013年5月) 

15,000 トン △ 

温暖化防止条例対象事業者による温

室効果ガス排出量削減率 

「大阪府温暖化の防止等に関する条例」に基

づく届出指導 

156 千円（258千円） 
－ 

2011 年度 

の削減率 2.2％ 

(2008 年度比) 

 

削減量 

25 万 t-CO2 

各事業者 

３％以上 

(2011 年度比) 

－ 

資料２－２ 

http://www.jab.or.jp/system/iso/search/


計画で掲げた目標 
関連施策・事業名と 

予算額 2013 年度（2012 年度） 
計画策定時 

現状・推移と 

効果 

目標値 

（2014 年度） 
評価 

（４）運輸部門 

エコカー普及台数 

エコカー普及促進事業   0千円（0千円） 

 

大阪ＥＶ（電気自動車）アクションプログラ

ム推進事業   1,528千円（3,108 千円） 

 

燃料電池自動車普及促進事業 

3,115 千円（4,983 千円） 

31 万台 

(2010 年度末) 

42 万台 

(2011 年度末) 

69 万台 

(2015 年度末) 
○ 

温暖化防止条例対象事業者による温

室効果ガス排出量削減率 

「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】 

156 千円（258千円） 
－ 

2011 年度 

の削減率 6.6％ 

(2008 年度比) 

 

削減量 

５万 t-CO2 

各事業者 

３％以上 

(2011 年度比) 

－ 

（５）資源循環（廃棄物）部門 

一般廃棄物の排出量 
分別収集促進計画推進事業 

118 千円（177千円） 

346 万トン 

(2010 年度) 

345 万トン 

(2011 年度) 

282 万トン 

(2015 年度) 
△ 

＜その他参考指標＞ 

ごみ焼却余熱による年間発電電力量 
－ 

865,513MWh 

(2010 年度末) 

 

67,881MWh 

（2013 年度～

の新規稼動分） 

 

約３万 t-CO2

に相当 

－ － 

（６）森林吸収・緑化の推進 

森林ボランティア参加者数 

治山事業、森林造成事業、森林整備加速化・

林業再生事業、花屏風整備の推進、共生の森

づくり活動支援事業、花屏風整備の推進 

など 

10,449 人 

(2010 年度) 

10,729 人 

(2011 年度) 

↓ 

11,303 人 

(2012 年度) 

13,000 人 ○ 

間伐の実施面積 

885ha 

(過去 10 年間 

の平均) 

1,197ha 

(2011 年度) 

↓ 

343ha 

(2012 年度) 

1,000ha／年 × 

間伐材の利用量 
5,260㎥ 

(2010 年度) 

5,336㎥ 

(2011 年度) 

↓ 

6,210㎥ 

(2012 年度) 

10,000㎥ △ 

（７）再生可能エネルギーの普及等 

太陽光発電設備の導入量 

太陽光パネル設置普及啓発事業(2012年度) 

（3,022 千円） 

↓ 

おおさかスマートエネルギーセンターの 

設立・運営（2013年度） 7,111千円 

 

創エネ設備及び省エネ・省ＣＯ２機器設置等

に係る初期費用軽減のための融資事業 

1,293,000 千円（894,000 千円） 

 

府有施設の屋根貸しによるソーラーパネル

設置促進事業【新規】  2,852 千円（－） 

14.3 万 kW 

(2010 年度末) 

17.9 万 kW 

(2011 年度末) 

削減量 

5.4 万 t-CO2 

↓ 

24.4 万 kW※ 

(2012 年度末) 

削減量 

7.4 万 t-CO2 

30 万 kW ○ 

LED 道路照明灯の導入実績 

道路照明灯の LED 化 

175,072 千円（129,304 千円） 

約 1,400 灯 

(2010 年度末) 

約 15,000 灯 

(2012 年度末) 

 

削減量 

3,228t-CO2 

府管理道路照明灯全て 

約 23,000 灯 

(2013 年度末) 

 

（府管理道路の全灯を LED 化

したときの消費電力削減効果

は、約 1,100 万 kWh／年） 

○ 

※FIT（自然エネルギーの固定価格買取制度）は２月末までの実績。 


