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２．環境関連主要事業費 
 

（１） 部  局  別 

(単位：千円、％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

  増減率欄の△は負数であることを示す。 

 

 

決算額等

年 度 増 減 率

  部 局 名
平成１２年度 平成１１年度

総　　務　　部 86,000 227,000 △ 62.1

企 画 調 整 部 500 500 0.0

生 活 文 化 部 64,804 85,132 △ 23.9

健 康 福 祉 部 205,830 195,783 5.1

商 工 労 働 部 664,008 945,438 △ 29.8

環境農林水産部 10,172,912 12,075,537 △ 15.8

土　  木  　部 145,297,094 148,650,513 △ 2.3

建 築 都 市 部 8,397,060 7,156,149 17.3

企  　業  　局 120,299 309,051 △ 61.1

水　  道  　部 5,282,661 5,523,477 △ 4.4

教 育 委 員 会 785,101 929,177 △ 15.5

公 安 委 員 会 4,549,613 4,549,362 0.0

合　　計 175,625,882 180,647,119 △ 2.8

決 算 （見 込） 額
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（２） 項  目  別 

 

 

 

豊かな環境の保全と創造に関する基本的施策の推進

項　　　　　目　　　　　名 部 局 名 12年度決算(見込)額

村野浄水場環境ＩＳＯ認証取得 水　道　部 1,649

大阪地域公害防止計画の推進 環境農林水産部 50

公害防止等の環境保全関係法令に基づく規制・指導 総　務　部 86,000

環境影響評価条例等の施行 環境農林水産部 1,755

関西国際空港環境監視機構の運営 環境農林水産部 4,950

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 環境農林水産部 463

中小企業に対する公害防止資金の融資制度 環境農林水産部 32,324

中小企業に対する低公害車購入資金特別融資制度 環境農林水産部 1,132

小規模企業者等設備資金貸付 商工労働部 19,260

産業活性化資金融資 商工労働部 287,175

小規模企業者等設備貸与 商工労働部 134,700

大阪産業グリーン調達環境整備事業 商工労働部 1,000

体験型学習施設等の活用等の校外における取組 教育委員会 110,178

環境活動リーダーの支援 環境農林水産部 233

環境に関する関心や知識、活動の程度に応じた多様な啓発、研修の実施 環境農林水産部 3,887

啓発や学習、実践活動に必要な資材の提供 環境農林水産部 130

各種月間行事、啓発、イベントに対する参加の促進 環境農林水産部 2,149

こどもエコクラブ活動の支援 環境農林水産部 500

豊かな環境づくり大阪府民会議の場の活用 環境農林水産部 476

大阪府環境保全基金、大阪府みどりの基金の充実 環境農林水産部 9,304

奨励制度の充実 環境農林水産部 1,920

発生源、環境質、府民意識及び影響モニタリングの充実 環境農林水産部 124,879

環境情報提供等の充実 商工労働部 8,491

インターネット等の活用による情報の発・受信 環境農林水産部 100,839

環境白書等の作成 環境農林水産部 2,881

府営水道環境報告書の作成 水　道　部 378

試験研究体制の整備 環境農林水産部 691,844

研究開発の推進 生活文化部 26,000

研究開発の推進 商工労働部 12,220

研究開発の推進 環境農林水産部 5,750

成果の普及 商工労働部 4,286

環境の保全と創造に関する実証研究 生活文化部 20460

環境の保全と創造に関する実証研究 環境農林水産部 16,682

環境と調和した産業技術・システムに関する研究 生活文化部 7,500

環境と調和した産業技術・システムに関する研究 環境農林水産部 13,874

地球環境保全に関する調査研究 生活文化部 9,630

豊かな環境の保全と創造に関する基本的施策の推進　　計 1,744,949

府民が健康で豊かな生活を享受できる社会の実現
項　　　　　目　　　　　名 部 局 名 12年度決算(見込)額

公用車への率先導入 環境農林水産部 60,016

民間事業者への助成・普及啓発 環境農林水産部 12,968

燃料供給施設の整備 環境農林水産部 5,314

低ＮＯｘ車の普及促進 環境農林水産部 350

物流拠点の整備 土　木　部 5,385,000

事業者に対する指導 環境農林水産部 438

公共交通機関の整備及び利便性の向上 土　木　部 1,665,931

自家用自動車の使用自粛 環境農林水産部 2,700

歩道・自転車道の整備 土　木　部 4,001,334

交通の分散化や道路機能の分化の促進 土　木　部 26,952,140

駐車対策の推進 土　木　部 25,975

駐車対策の推進 公安委員会 2,336,883

交通渋滞の解消 公安委員会 694,197

交通管制システムの整備 公安委員会 1,451,881

道路案内標識の整備 土　木　部 288,308
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 土壌や光触媒を用いた大気直接浄化手法の実用化調査の実施 環境農林水産部 14,926

駐車時におけるアイドリングの規制等 環境農林水産部 368

大阪自動車公害対策推進会議を通じた啓発 環境農林水産部 2,519

エコ・エナジーＯＳＡＫＡの開催 環境農林水産部 2,520

大阪府自動車排出窒素酸化物総量削減計画進行管理検討委員会の運営 環境農林水産部 1,896

排出量の把握等 環境農林水産部 8,010

生活ゾーン規制等による通過交通の排除 公安委員会 6,784

速度規制等 公安委員会 44,552

路面の改良（低騒音舗装の敷設、路面の補修） 土　木　部 2,930,226

高架等の構造の改善（連続桁の採用、既設桁の連結等） 土　木　部 585,114

騒音評価に係る地理情報システムの整備 環境農林水産部 8,547

ごみ減量化の推進 環境農林水産部 30,727

ごみ減量化・リサイクルアクションプログラムの実践啓発･改定 環境農林水産部 4,678

分別収集促進計画の推進、市町村の分別収集への支援 環境農林水産部 6,792

再生資源を使用した商品等の利用の促進 環境農林水産部 6,670

水道残渣の有効利用の推進 水　道　部 1,398

食品廃棄物の再生利用等の促進 環境農林水産部 700

マニフェスト（管理票）システムの徹底 環境農林水産部 35,150

特別管理産業廃棄物多量発生事業者における特別管理産業廃棄物の
処理に関する要綱の運用

環境農林水産部 1,699

市町村の一般廃棄物処理事業に関する技術的援助 環境農林水産部 46,917

産業廃棄物処理施設の整備の促進 環境農林水産部 1,158

堺第７－３区埋立処分事業の推進 環境農林水産部 25,711

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 環境農林水産部 5,943

ウェイストデータバンクの充実 環境農林水産部 5,355

さんぱいフォーラムの開催 環境農林水産部 346

産業廃棄物の不適正処理防止推進事業の実施 環境農林水産部 6,685

工場・事業場の規制・指導 環境農林水産部 10,125

地域冷暖房システムの導入促進 環境農林水産部 2,245

浮遊粒子状物質総合対策の検討 環境農林水産部 4,860

エネルギーの有効活用の促進 環境農林水産部 15,044

悪臭物質の排出抑制 環境農林水産部 344

大気汚染常時監視 環境農林水産部 206,732

光化学スモッグ緊急時措置 環境農林水産部 1,421

定期的環境モニタリング 環境農林水産部 22,614

流域下水道事業の推進 土　木　部 65,770,498

合併処理浄化槽の設置促進 健康福祉部 134,455

府民啓発の実施 環境農林水産部 3,400

ゴルフ場等農薬対策 環境農林水産部 1,650

肥料の適正使用の促進 環境農林水産部 9,983

農薬の適正使用の促進 環境農林水産部 15,545

工場・事業場の排水規制・指導（産業排水対策） 環境農林水産部 22,543

上水道水源の水質保全対策 環境農林水産部 642

ＣＯＤ総量削減計画の推進 環境農林水産部 2,148

富栄養化防止対策の推進 環境農林水産部 4,743

河川水の直接浄化(薄層流浄化施設等)の実施 土　木　部 758,000

多自然型川づくり(自浄作用の向上等)の実施 土　木　部 2,090,100

港湾等の浄化事業(堺泉北港船舶廃油処理､港内清掃事業) 土　木　部 8,375

河川のしゅんせつ 土　木　部 24,000

河川の清掃 土　木　部 2,698

船舶等廃油、流出油対策 土　木　部 5,778

漁場環境保全対策 環境農林水産部 4,638

大和川水質保全啓発事業の実施 環境農林水産部 1,050

雨水の貯留浸透施設の設置 土　木　部 204,000

公共用水域の水質測定計画の推進 環境農林水産部 78,608

地下水の代替用水の供給 水　道　部 5,034,236

地下水の適正利用及び採取規制等の指導 環境農林水産部 6,244

地下水の適正利用の検討 環境農林水産部 2,287

地下水浄化対策の検討 環境農林水産部 3,635

土壌汚染概況調査等 環境農林水産部 800

地下水質の監視 環境農林水産部 6,063
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規制・指導 環境農林水産部 1,597

土地利用の適正化の促進 商工労働部 194,000

啓発活動の促進 環境農林水産部 1,000

調査・研究の推進 環境農林水産部 8,109

大阪国際空港に係る航空機騒音の常時測定 環境農林水産部 8,109

関西国際空港に係る航空機騒音の環境監視 環境農林水産部 1,995

大阪国際空港周辺対策の推進 環境農林水産部 681,531

環境調査（汚染状況） 環境農林水産部 2,236

分析手法の開発 環境農林水産部 4,296

有害大気汚染物質調査 環境農林水産部 4,730

ダイオキシン類の発生抑制対策の推進 環境農林水産部 3,089

ごみ処理の広域化計画の推進 環境農林水産部 552

食品等に含まれるダイオキシン類調査 健康福祉部 632

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ等有害化学物質の検査分析 環境農林水産部 50,238

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類常時監視 環境農林水産部 25,999

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類追跡調査 環境農林水産部 11,263

公害病認定患者死亡見舞金の支給 環境農林水産部 14,300

健康被害予防事業の実施 環境農林水産部 432

大気汚染による健康影響調査 健康福祉部 7,731

保健所における環境保健業務の実施 健康福祉部 2,134

水処理及び水質確保に関する研究 健康福祉部 45,129

母乳中の有機塩素系化合物の測定調査 健康福祉部 1,563

食品、容器包装等のPCB汚染調査 健康福祉部 744

食品等の残留農薬に関する調査研究 健康福祉部 13,142

環境汚染による健康影響等の監視体制等の整備 健康福祉部 73

府・市町村公害苦情相談窓口 環境農林水産部 858

府警察機関による公害関係事犯の検挙 公安委員会 15,316

公害審査会の運営 環境農林水産部 435

府有施設の整備における電波受信障害の発生防止 健康福祉部 227

府有施設の整備における電波受信障害の発生防止 建築都市部 236,676

公害防止管理者等研修会の開催 環境農林水産部 243

府民が健康で豊かな生活を享受できる社会の実現　　計 122,466,709

自然と共生する豊かな環境の創造
項　　　　　目　　　　　名 部 局 名 12年度決算(見込)額

鳥獣保護区等の設定 環境農林水産部 157

傷病野生鳥獣の救護 環境農林水産部 5,852

鳥獣保護思想の普及啓発 環境農林水産部 4,804

オオサンショウウオ・イタセンパラ・アユモドキ等の保護 環境農林水産部 2,849

府内の野生動植物の分布、生息・生育状況の把握（大阪府種の多様
性調査）

環境農林水産部 4,887

環境と共生する港湾(エコポート）の整備 土　木　部 732,000

環境共生都市「水と緑の健康都市」の整備 企　業　局 4,095

阪南港阪南２区における人工干潟の整備 土　木　部 6,630,205

自然環境保全地域・緑地環境保全地域の指定と保全 環境農林水産部 8,337

和泉・城山ブナ林の保全 環境農林水産部 6,693

府内の天然記念物等の保護増殖 教育委員会 1,500

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 環境農林水産部 2,102

保安林の保全・管理 環境農林水産部 6,759

自然環境保全指導員制度の運用 環境農林水産部 12,094

森林保全員制度の運用 環境農林水産部 11,186

治山事業の推進 環境農林水産部 1,521,695

生駒山系グリーンベルト整備事業の推進 土　木　部 889,000

森林景観保全整備事業の推進 環境農林水産部 32,810

保安林整備緊急対策事業の推進 環境農林水産部 46,419

間伐の促進 環境農林水産部 2,770

棚田地域の保全 環境農林水産部 39,945

府民牧場のリニューアルオープン 環境農林水産部 729,708

水と緑豊かな渓流砂防事業の推進 土　木　部 589,500

砂防環境整備事業の推進 土　木　部 36,000

河川水質の保全 土　木　部 538,000
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 河川水辺の国勢調査 土　木　部 13,313

ダム湖周辺整備の推進 土　木　部 74,000

いきいき水路モデル事業の推進 環境農林水産部 602,817

まちづくり水路整備事業の推進 環境農林水産部 275,198

オアシス整備事業の推進 環境農林水産部 773,733

地域総合オアシス整備事業の推進 環境農林水産部 789,600

なぎさ保全創造事業の推進 環境農林水産部 95,282

漁場保全対策事業の推進 環境農林水産部 57,776

増殖場の造成 環境農林水産部 75,000

自然調和型漁港整備事業の推進 環境農林水産部 235,000

空港周辺海域整備事業の推進 環境農林水産部 7,980

栽培漁業センターの活用 環境農林水産部 10,186

自然公園整備・管理・運営事業の推進 環境農林水産部 91,452

府民の森利用促進・管理・運営事業の推進 環境農林水産部 404,477

府民の森パークレンジャーの活用 環境農林水産部 12,497

森林クリーンアップの推進 環境農林水産部 3,621

金剛生駒紀泉国定公園拡大地域の整備 環境農林水産部 461,215

府立自然公園構想の推進 環境農林水産部 567

森林利用施設の整備・管理 環境農林水産部 15,460

長距離自然歩道の整備 環境農林水産部 78,462

府民参加の森づくり事業の推進 環境農林水産部 11,101

森林林業教育実施事業の推進 環境農林水産部 664

ふるさとの川整備事業の推進 土　木　部 3,032,000

魚に親しむ川づくりの推進・魚とふれあえる水辺の整備 環境農林水産部 750

河川公園の整備 土　木　部 12,335,787

ふるさと砂防事業の推進 土　木　部 82,000

ふれあい漁港漁村整備事業の推進 環境農林水産部 456,400

海岸愛護月間による啓発 土　木　部 611

大阪府みどりの基金の運用 環境農林水産部 74,366

大阪府植樹祭の開催 環境農林水産部 1,575

みどりの人材銀行運営事業の推進 環境農林水産部 1,046

「緑アドバイザー」の養成によるボランティア活動の推進 環境農林水産部 1,400

緑の少年団育成事業の推進 環境農林水産部 630

みどり世紀の森づくり推進事業 環境農林水産部 2,000

人がやすらぐみどりづくり事業 環境農林水産部 300

自然と共生する豊かな環境の創造　　計 31,937,633

文化と伝統の香り高い環境の創造
項　　　　　目　　　　　名 部 局 名 12年度決算(見込)額

庁舎・府営住宅の緑化 建築都市部 179,936

緑化樹配付事業の推進 環境農林水産部 104,047

民間施設緑化推進事業の推進 環境農林水産部 15,526

緑化センター等の活用による緑化の知識の普及、指導 環境農林水産部 69,984

自然環境に配慮した急傾斜地崩壊対策事業の推進 土　木　部 230,723

治水緑地の整備 土　木　部 4,670,428

河川再生事業の推進 土　木　部 444,000

地域交流拠点（水辺プラザ）の整備 土　木　部 250,000

スーパー堤防の整備 土　木　部 351,899

南大阪湾岸整備事業の推進 企　業　局 113,904

港湾環境整備事業の推進 土　木　部 912,000

都市海岸高度化事業の推進 土　木　部 683,000

埋立地の活用 環境農林水産部 16,803

サイクリング・ロードの整備 土　木　部 121,627

電線類の地中化の促進 土　木　部 893,264

駅前放置自転車追放のための広報・啓発 土　木　部 28,423

府営住宅の整備 建築都市部 335,071

建築協定制度の活用 建築都市部 420

景観条例の施行 建築都市部 2,050

密集住宅市街地整備促進事業の推進 建築都市部 547,333

景観を損なう屋外広告物の指導、撤去 建築都市部 8,490



 

－154－ 

 大阪都市景観建築賞（大阪まちなみ賞） 建築都市部 945

まちづくり功労者の表彰 建築都市部 630

ﾏｽﾀｰｱｰｷﾃｸﾄ方式による魅力あるまちなみ形成の推進 企　業　局 2,300

美化運動の支援 土　木　部 5,991

史跡等、公有化整備事業への助成 教育委員会 208,948

歴史街道事業の推進 企画調整部 500

歴史の息づく水辺空間の整備 土　木　部 339,000

府立博物館の運営 教育委員会 431,110

日本民家集落博物館への支援 教育委員会 16,247

府立近つ飛鳥風土記の丘の運営 教育委員会 13,669

狭山池博物館の建設 土　木　部 716,846

歴史情報の提供 教育委員会 3,449

文化と伝統の香り高い環境の創造　　計 11,718,563

地球環境の保全に資する環境に優しい社会の創造
項　　　　　目　　　　　名 部 局 名 12年度決算(見込)額

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 環境農林水産部 238

地球環境関西フォーラムへの参画 環境農林水産部 300

「大阪府地球温暖化対策地域推進計画」の推進　 環境農林水産部 2,778

温室効果ガス等モニタリング調査等の実施 環境農林水産部 304

大阪府フロン対策協議会の設置・運営　　　　　 環境農林水産部 645

府有建築物の環境整備（特定フロン対策） 建築都市部 60,543

酸性雨のメカニズムの研究 環境農林水産部 892

ＵＮＥＰ（国連環境計画）国際環境技術センター（大阪）への支援　 環境農林水産部 41,203

海外友好提携都市との交流・協力 環境農林水産部 145

地球環境問題に関する研究体制の整備 環境農林水産部 313

(財)地球環境産業技術研究機構との連携　　　 環境農林水産部 22,788

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 生活文化部 1,214

ＥＳＣＯ事業の推進 建築都市部 7,560

エコエネルギー都市・大阪計画の策定 環境農林水産部 21,000

太陽光発電システム、太陽熱利用の普及・導入促進　　 環境農林水産部 558

村野浄水場太陽光発電設備の設置 水　道　部 245,000

大規模小売店舗立地法の運用 商工労働部 2,876

化製場集約化の推進 環境農林水産部 187,211

有機性廃棄物のリサイクル農業利用調査 環境農林水産部 8,000

森林の保全管理、森林造成事業の推進 環境農林水産部 137,054

土地の有効高度利用、職住近接化 建築都市部 7,017,406

地球環境の保全に資する環境に優しい社会の創造　　計 7,758,028

合　　　　　　　　　　　　計 175,625,882


