資料５

大阪21世紀の新環境総合計画 複数年サイクル点検評価に当たっての施策体系表（案）
分野
Ⅰ

Ⅱ

府民の参加・行動

低炭素・省エネルギー社
会の構築

（分野内の横断的施策）
行動計画の策定・推進(H2425)

大阪府地球温暖化対策実行
計画の策定(H23)

主要な事業
（毎年度サイクル点検評価対象）
エコギャラリーの管理運営
笑働ＯＳＡＫＡの推進

その他の事業
（24年度に講じた施策基礎資料より主なもの）
環境白書・パンフレットの作成

2 環境教育・学習の推進

行動計画の策定(H24)
行動計画に基づく環境教育等の推進(H25)
環境情報プラザ管理運営

「エコあらかると」の運営
木になる夢銀行推進事業(H23)
夏休み子ども体験教室(H24-25)
府立少年自然の家における自然体験事業
小・中・高等学校の環境教育の推進

3 行動を支援する仕組みの充実

「豊かな環境づくり大阪行動計画」推進事業
エコアクションキャラクターの活用
笑働ＯＳＡＫＡ、アドプト・リバー・プログラムの推進 ストップ地球温暖化エコ・リレーの実施
企業等の自然環境保全活動の取組支援(H25)
アドプトロードプログラムの推進
環境マネジメントシステムの普及啓発

4 低炭素化の推進（家庭）

省エネ行動の普及啓発事業(H25)
おおさかスマートエネルギーセンターの省エネ相
談(H25)

施策
1 効果的な情報発信

5 低炭素化・温室効果ガス排出削 府温暖化防止条例に基づく届出指導(H24-25)
減の推進（産業・業務）
まるごと運用改善支援事業(H23)
省エネ・省ＣＯ２相談窓口の設置運営(H23-24)
大阪版カーボン･オフセット制度推進事業(H23)
おおさかスマートエネルギーセンターの省エネ相
談(H25)
府庁の省エネ行動取組

府施設ESCO事業の実施
民間事業者省ＣＯ２設備導入支援事業(H23)
大阪府グリーンニューディール基金市町村補助事業(H23)
フロン回収・適正処理対策

6 低炭素化の推進（住宅・建築物） 建築物の環境配慮制度推進事業
道路照明灯のLED化
おおさかスマートエネルギーセンターの省エネ相
談(H25)

長期優良住宅の普及の促進

7 低炭素化の推進（運輸・交通）

エコカー普及促進事業
エコ燃料実用化地域システム実証事業(H23)

大阪ＥＶ（電気自動車）アクションプログラム推進事業
燃料電池自動車普及促進事業
道路交通の円滑化対策の推進
適正な駐車規制の実施

8 再生可能エネルギー等の普及

新たなエネルギー社会づくりに関する検討(H23)
エネルギー対策の推進(H24)
おおさかスマートエネルギーセンターの設立運営
(H25)
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(H25)
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(H25)

太陽光パネル設置に係る初期費用軽減のための融資事業
太陽光パネル設置普及啓発事業（まちまるごと太陽光パネル
設置支援事業）
都市インフラを活用した新エネルギー政策の推進
府営住宅における太陽光パネルの設置

9 森林整備によるＣＯ2吸収の推
進

Ⅲ

Ⅳ

資源循環型社会の構築

全てのいのちが共生する
社会の構築

循環型社会推進計画の策
定・推進(H23-25)

治山事業
種苗養成事業
森林計画・森林造成事業
府営林整備事業
林道開設改良事業
放置森林対策事業費
森林病害虫等防除事業
森林防災機能 回復・強化事業
槙尾川流域森づくり事業

10 再生原料・再生可能資源の利用 再生品普及促進事業
促進、リサイクル率の向上
家電リサイクルの推進
容器包装リサイクルの推進（大阪府分別収集促進
計画推進事業）

大阪府グリーン調達方針の運用
バイオマス利活用推進事業
建設発生土利用促進
下水汚泥の有効利用
一園一室木のぬくもり推進モデル事業
多量排出事業者制度の運用
自動車リサイクルの推進
建設廃棄物リサイクルの推進
再生事業者登録制度の運用
エコタウンプランに関する情報発信や交流促進等

11 廃棄物排出量の削減

ごみを出さないライフスタイル・事業活動の促進
家庭ごみの有料化の推進
多量排出事業者制度の運用
大阪府住宅リフォームマイスター制度
大阪府住まいの評価・管理アドバイザー制度
良質な民間賃貸住宅ストックの確保

12 廃棄物の適正処理の徹底

最終処分場の安定的な確保（フェニックス事業の
推進）等(H25)
ＰＣＢ廃棄物適正処理の推進
廃棄物の適正処理の徹底（不適正処理対策）

市町村等のゴミ処理施設等の整備促進
し尿及び浄化槽汚泥の適正処理
排出事業者への適正処理指導

13 生物多様性の社会への浸透

レッドデータブック改訂・活用推進事業(H24)
大阪生物多様性保全ネットワークの取組推進
(H25)
天然記念物イタセンパラを利用した普及啓発事業
おおさか生物多様性パートナー協定制度の創設
大阪府立阪南･岬自然公園の指定(H23)
保安林の指定
鳥獣保護区の指定・更新
農空間保全地域制度の推進

アドプトフォレスト事業
自然環境保全普及啓発事業
農業用水路改修事業
漁民の森づくり活動推進事業

15 生息環境の再生・創造

天然記念物イタセンパラの保護増殖
共生の森づくり活動の推進
森林資源モニタリング事業

多奈川ビオトープエコアップ事業
自然環境保全活動推進事業
自然公園整備事業
外来生物対策事業
鳥獣保護管理事業
港湾緑地・人口干潟整備
農業用水路改修事業
ふるさとの川整備事業の推進
中之島にぎわいの森づくり事業
府民の森・花の文化園管理運営

16 固定発生源対策の推進

大気汚染防止の事業所規制

公害防止組織の整備
光化学スモッグ対策事業（緊急時対象工場へのばい煙量等削
減要請）

14 生息環境の保全

Ⅴ-1 健康で安心して暮らせる
社会の構築（大気環境）

地球温暖化防止活動推進員の活動支援

自然環境保全指導事業
関空周辺海域採捕禁止区域管理事業
森林計画・造成・府営林整備事業
酸性雨モニタリング土壌植生調査
自然海浜保全地区管理事業
農空間保全地域制度推進事業
棚田・ふるさと保全事業

分野

（分野内の横断的施策）

施策
17 自動車排ガス対策の推進

主要な事業
（毎年度サイクル点検評価対象）
自動車排出ガス総量削減計画の推進
エコカー普及促進事業
流入車対策の推進

その他の事業
（24年度に講じた施策基礎資料より主なもの）
大阪ＥＶ（電気自動車）アクションプログラム推進事業
燃料電池自動車普及促進事業
道路交通の円滑化対策の推進
適正な駐車規制の実施
グリーン配送の推進

18 光化学オキシダント・ＳＰＭ対策 光化学オキシダント・VOC対策の推進
の推進
大気汚染物質の汚染特性及び広域移流に関する
研究(H24)
19 PM2.5対策の推進

PM2.5の現状把握と対策の検討
PM2.5の汚染特性及び広域移流に関する研究
(H23-24)

20 アスベスト飛散防止対策の推進 アスベスト飛散防止対策の推進(H24-25)
石綿健康被害救済促進事業(H24-25)
府有施設吹付アスベスト対策事業(H25)
Ⅴ-2 健康で安心して暮らせる
社会の構築（水環境）

21 水質汚濁負荷量の削減

総量削減計画の進行管理
水質汚濁防止の事業所規制
生活排水対策事業
流域下水道事業の推進
浄化槽整備事業の推進

水質（農業用水）保全対策事業
ゴルフ場農薬に係る水質監視事業

22 大阪湾の環境改善

Ⅴ-3 健康で安心して暮らせる
社会の構築（化学物質リ
スク管理）

大阪湾再生行動計画の推進、大阪湾環境保全の
啓発
沿岸漁場整備開発事業
魚庭（なにわ）の海づくり大会(H24-25)
海底耕耘事業
23 水循環の保全・再生
大阪湾再生行動計画の推進、大阪湾環境保全の 「おおさかレインボウぷろじぇくと！」の推進（雨水利用の普及
啓発
促進)
24 環境リスクの高い化学物質の排 環境リスクの高い化学物質の排出削減
ＰＣＢ廃棄物適正処理推進事業
出削減
災害時における化学物質のリスク低減事業(H2425)
ダイオキシン類対策事業（発生源対策）
25 化学物質に関するリスクコミュニ 化学物質に係るリスクコミュニケーションの推進
土壌･地下水汚染に係るリスクコミュニケーション推進
ケーションの推進
大阪エコ農産物認証制度の推進
環境保全型農業（化学合成農薬、化学肥料を５割
以上削減）直接支援対策(H24)
害虫の光応答メカニズム解明と高度利用技術開
発

Ⅵ

魅力と活力ある快適な地
域づくりの推進

26 残留性有機汚染物質や汚染土 土壌･地下水汚染対策の推進
壌等の適正管理・処理
（良好な地盤環境の確保）

ＰＣＢ廃棄物適正処理推進事業
法改正に伴う土壌・地下水汚染未然防止指導(H24-25)
水道水（飲用井戸含む）の安全性確保事業
地盤沈下規制指導事業

27 緑と水辺の保全と創造

「みどりの風促進区域」推進
ネーミングライツ方式等民間資金による緑化推進
(H25)
府道緑化事業(H25)
生駒山系花屏風構想の推進
公立小学校の芝生化の推進
オアシス構想（ため池・水路整備）の推進
泉佐野丘陵緑地整備事業(H25)

街かどシンボルツリー植栽事業(H23)
治水緑地の整備
公園緑地整備・維持管理事業
高潮対策事業（生物多様性の高い海岸保全施設）
ふるさとの川整備事業の推進
中之島にぎわいの森づくり事業
大阪ふれあいの水辺づくり
自然環境保全活動推進事業
農空間保全地域制度推進事業
漁民の森づくり活動推進事業
広域型増殖場造成事業
水辺環境と水生生物保全・再生に関する調査研究と希少水生
生物を利用した環境教育の推進

28 魅力ある景観の形成

水都大阪（ライトアップと水辺のにぎわい創出）
(H23)

おおさかカンヴァス推進事業
電線共同溝整備事業
中之島にぎわいの森づくり事業
水辺のにぎわい創出事業
地域の魅力・顔づくりプロジェクト
都市再生整備計画事業
密集市街地の整備
地区計画を活用した計画的な整備等の推進
大阪府まちづくり功労者賞
建築協定制度推進事業
広告物指導監督
都市における美観創出事業
美しい景観づくり推進事業（景観法・景観条例の施行）
住宅市街地総合整備事業
みどりの風促進区域重点緑化事業
公園緑地整備・維持管理事業
泉佐野丘陵緑地整備事業
電線共同溝整備事業

29 歴史的・文化的環境の形成

狭山池博物館の運営
指定有形文化財等保存事業
指定文化財等管理事業（重文所有者等の防災施設点検・小規
模修理等）
日本民家集落博物館運営費補助事業
府立近つ飛鳥博物館・近つ飛鳥風土記の丘・府立弥生文化博
物館の運営
埋蔵文化財緊急調査事業
電線共同溝整備事業

30 暮らしやすい快適な都市環境の 道路交通騒音・航空機騒音対策の推進（沿道環境 空港周辺整備機構助成事業（民家防音工事への助成等）
確保（騒音・振動の防止）
モニタリング、空港周辺地域環境モニタリング、騒 空港周辺緑地整備事業（大阪空港周辺緑地整備）
音対策の推進、市町村の規制指導の技術的支
沿道環境改善事業（低騒音舗装等）
援）
鉄軌道騒音・振動対策の促進
31 暮らしやすい快適な都市環境の 対策効果シミュレーション事業(H23)
確保（ヒートアイランド現象の緩
和）

ヒートアイランド対策計画推進
大阪ヒートアイランド対策技術コンソーシアムにおける対策技
術の開発・普及推進
ヒートアイランド対策ガイドラインに沿った対策の促進
建築物の敷地等における緑化を促進する制度の運用及び促
進（市町村事務移譲交付金、顕彰）
建築物の環境配慮制度推進事業
ＥＳＣＯ事業による府施設の省エネ化推進事業
府温暖化防止条例に基づく対策推進

32 暮らしやすい快適な都市環境の
確保（悪臭の防止）
33 暮らしやすい快適な都市環境の
確保（良好な住環境の確保）

悪臭防止規制指導に関する市町村支援
有線テレビ放送施設に係る手続きの円滑な実施
府営住宅の整備・維持修繕

分野
Ⅶ

Ⅷ

環境と成長の両立

その他（横断的施策・事
業）

（分野内の横断的施策）

施策

主要な事業
（毎年度サイクル点検評価対象）

34 良好な環境を支える都市構造へ
の転換

その他の事業
（24年度に講じた施策基礎資料より主なもの）
ＴＤＭ・公共交通利用促進事業
駅前放置自転車追放のための広報・啓発
交通安全施設等の整備
大阪市地下鉄建設費補助金
大阪外環状線鉄道建設促進事業
モノレール道整備事業
街路の整備
阪神高速道路建設協力
総合都市交通体系調査事業
新名神高速道路等の広域幹線道路網の整備
道路の整備
連続立体交差事業
全国道路交通情勢調査（道路交通センサス）
するっと交差点対策

35 産業のグリーン化

環境技術コーディネート事業

36 環境関連産業の成長促進

大阪EV（電気自動車）アクションプログラム推進事 関西広域連合における広域的な環境保全対策の推進（広域環
業(H23)
境保全）
農林・生物系技術試験研究の推進
ＥＳＣＯ事業による大阪府施設の省エネ化推進事業
エコカー普及推進事業
大阪ＥＶ（電気自動車）アクションプログラム推進事業
燃料電池自動車普及促進事業
大阪スマートエネルギープロジェクト推進事業
関西国際空港環境監視機構運営事業

37 地域主権の確立・広域連携の推 市町村への権限移譲
進
関西広域連合における広域環境保全対策推進

38 府自らの事務事業活動における 環境マネジメントシステムの推進
環境配慮
39 環境影響評価制度の推進
環境影響評価制度
40 環境監視・調査研究

小規模企業者等設備貸与資金貸付金
産業デザインセンター事業
デザイン人材育成事業
技と知の出会い創出支援事業
制度融資（中小企業向け各種融資制度）
中小企業公害防止資金特別融資促進事業
環境金融の取組みの推進

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
のための総合評価審査会の設置運営
市町村施設整備資金貸付金の貸付
大阪府生活環境の保全等に関する条例委任事務交付金

国設大気汚染測定網（環境省）管理
大気汚染常時監視・測定局整備
大気検査業務
浮遊粒子状物質環境調査
有害大気汚染物質モニタリング事業
大気汚染状況の解析
検査研究用備品整備費
公共用水域常時監視
広域総合水質調査国庫委託事業
水質検査・精度管理業務
地下水質常時監視事業
ダイオキシン類常時監視
化学物質環境実態調査等国庫委託事業
有害化学物質に関する調査研究
大阪湾における環境保全と水産業振興に関する調査研究
大気水質調査研究事業
微小粒子状物質（PM2.5)の測定
水辺環境と水生生物の保全・再生に関する調査研究
環境保健サーベイランス調査受託事業
輸入食品の安全性評価事業

41 環境保健対策及び公害紛争処
理

苦情の処理
公害審査会の運営
石綿健康被害救済促進事業

42 経済的手法による環境負荷の
低減

小規模企業者等設備貸与資金貸付金
制度融資（中小企業向け各種融資制度）
中小企業公害防止資金特別融資促進事業
環境金融の取組みの推進

43 国際協力

トッププロモーション事業（アジア等新興国をターゲットに知事
が大阪の環境産業等の魅力をアピール）(H24)

