
施策・事業名 施策・事業の内容 部局名 担当室課名称
2013年度

当初予算額
2012年度

当初予算額
差額

（１）民生（家庭）部門

夏季の適正冷房と軽装勤務普及促進事業 夏季における適正冷房の徹底と軽装勤務を職員・市町村・府民に奨励し、一層の定着を図る。 環境農林水産部 みどり・都市環境室地球環境課 - - -

環境キャラクターを活用した環境教育学習事業
市町村や民間事業者が開催する各種イベントの場において、府の環境キャラクター（モットちゃん、キット
ちゃん）を活用し、子供から大人まで幅広い人に対して環境配慮行動の必要性を呼びかける。

環境農林水産部 みどり・都市環境室地球環境課 - - -

家庭や企業における地球温暖化防止対策の推進
家庭・企業での環境配慮を推進するためグリーン購入ネットワークへの参加、大阪省エネラベルキャン
ペーン実行委員会への参画を実施する。

環境農林水産部 みどり・都市環境室地球環境課 40 40 0

省エネ行動の普及啓発事業
省エネの取組み紹介や節電の取組みをまとめたホームページの情報発信、エコアクションキャラクターの
活用、地球温暖化防止活動推進員による地域に密着した活動の支援を行うことにより府民の省エネ活動
を促進する。

環境農林水産部 みどり・都市環境室地球環境課 84 105 ▲ 21

小・中学校における環境教育の推進事業
持続可能な社会の構築をめざし児童・生徒が主体的に環境保全に取り組めるよう、小・中学校が企業や団
体等専門的知識をもつ外部講師を活用する取組を推進する。また、各校で児童・生徒が取り組んだ内容に
ついて、その成果の普及の機会づくりに努める。

教育委員会事務局 市町村教育室小中学校課 - - -

府立高等学校における環境に関する系列を有する総合学科
や環境に関するエリア・コースの設置・運営

様々な体験活動を通じて自然に対する豊かな感性や環境に対する関心等を養い、自然や環境の人間との
関わり、とりわけ日常生活との関わり等について理解を深めるとともに、環境の保全やよりよい環境の創
造のため主体的に実践する態度を育成する。

教育委員会事務局 教育振興室高等学校課 - - -

総合環境資源情報提供システムの運営
環境イベント情報、環境学習施設情報、環境学習プログラム教材情報などの環境資源情報をデータベー
ス化し、環境教育に取り組もうとする者が効率よく情報にアクセスできるようインターネット上にポータルサ
イト「エコあらかると」を運営し、府域の環境教育の取組みを支援する。

環境農林水産部 みどり・都市環境室地球環境課 - - -

環境教育等の推進 「環境教育等行動計画」に基づく取組を推進するとともに、取組み状況等の把握・検証などを行う。 環境農林水産部 みどり・都市環境室地球環境課 - 199 ▲199

建築物の環境配慮制度推進事業
地球温暖化やヒートアイランド現象などを防止し、良好な都市環境の形成を図るため、「大阪府温暖化の
防止等に関する条例」に定められた建築物の環境配慮制度に基づく届出の審査や指導助言及び届出の
概要の公表等の事務を実施するとともに、優れた取組に対する顕彰や制度の周知を実施する。

住宅まちづくり部 建築指導室審査指導課 1,530 2,398 ▲ 868

（２）民生（業務）部門

省エネ・省ＣＯ２相談窓口の設置・運営 省エネ・省ＣＯ２相談窓口を設置し、運用改善など中小企業の省エネ・省ＣＯ２の取組みを支援します。 環境農林水産部 みどり・都市環境室地球環境課 - 12,591 ▲12,951

環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）普及・啓発事業
環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）に関する基礎的情報、導入手法、関係法令、関係機関等を取りまとめた
ポータルサイトを運用するとともに、経済団体・ＮＰＯ等が行うセミナー等に出講するなど、中小企業のＥＭ
Ｓの普及拡大を図る。

環境農林水産部 みどり・都市環境室地球環境課 - - -

「大阪府温暖化の防止等に関する条例」に基づく対策推進

「大阪府温暖化の防止等に関する条例」に基づき、エネルギーを多く使用する事業者に対し、温室効果ガ
スや人工排熱の排出抑制についての対策計画書及び実績報告書の届出を義務付け、必要な指導・助言
を行うとともに、他の模範となる特に優れた取組みを行った事業者を「おおさかストップ温暖化賞」として表
彰する。

環境農林水産部
みどり・都市環境室地球環境課
環境管理室交通環境課

156 258 ▲ 102

大阪府の地球温暖化対策の主な施策・事業について
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大阪府の地球温暖化対策の主な施策・事業について

建築物の環境配慮制度推進事業【再掲】
地球温暖化やヒートアイランド現象などを防止し、良好な都市環境の形成を図るため、「大阪府温暖化の
防止等に関する条例」に定められた建築物の環境配慮制度に基づく届出の審査や指導助言及び届出の
概要の公表等の事務を実施するとともに、優れた取組に対する顕彰や制度の周知を実施する。

住宅まちづくり部 建築指導室審査指導課 1,530 2,398 ▲ 868

本庁舎ＥＳＣＯ事業 大阪府庁舎本館・別館では、ＥＳＣＯ事業を活用した省エネルギー化を実施する。 総務部 庁舎管理課 7,700 7,700 0

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池田･府市合同庁舎（豊能府
民センタービル)では、2004年度から省エネサービスを開始している。なお、2003年度開始の４府民セン
ターＥＳＣＯ事業は、2012年度末をもって事業を終了した。

総務部 税務室税政課 2,695 10,999 ▲ 8,304

ＥＳＣＯ事業による大阪府施設の省エネ化推進事業
民間の資金やノウハウを有効活用して、既存建築物の省エネ改修を行う「ＥＳＣＯ事業」を府有建築物に導
入し、省エネルギー化による光熱水費の削減や二酸化炭素排出量の削減を図る。

住宅まちづくり部 公共建築室設備課 508 - 508

民間資金活用型ＥＳＣＯ事業の実施
大阪府立体育会館では民間資金活用型ＥＳＣＯ事業を活用した省エネルギーサービスを、2006年度から
2021年度に実施している。

教育委員会事務局 教育振興室保健体育課 6,613 6,613 0

（３）産業部門

大阪版カーボン・オフセット制度の推進事業
温室効果ガス排出削減クレジットの売り手のシーズと買い手のニーズをマッチングする大阪独自のカーボ
ン・オフセット制度を構築推進し、中小事業者の温室効果ガス排出削減対策を推進する。

環境農林水産部 みどり・都市環境室地球環境課 - - -

「大阪府温暖化の防止等に関する条例」に基づく対策推進
【再掲】

「大阪府温暖化の防止等に関する条例」に基づき、エネルギーを多く使用する事業者に対し、温室効果ガ
スや人工排熱の排出抑制についての対策計画書及び実績報告書の届出を義務付け、必要な指導・助言
を行うとともに、他の模範となる特に優れた取組みを行った事業者を「おおさかストップ温暖化賞」として表
彰する。

環境農林水産部
みどり・都市環境室地球環境課
環境管理室交通環境課

156 258 ▲ 102

（４）運輸部門

ＴＤＭ・公共交通利用促進事業
道路の渋滞緩和を図るとともに、公共交通と自動車交通の共存による環境にやさしい交通社会を実現す
るため、公共交通の利用促進施策を展開する。

都市整備部 交通道路室都市交通課 - - -

するっと交差点対策
朝の通勤時間帯のバス路線や昼間の業務交通が集中する渋滞交差点に着目して、右折レーンの設置や
路面表示の変更などのハード整備と交通管理者の信号表示時間の調整などのソフト面の整備を組み合わ
せ対策を講じることにより、大気汚染物質の抑制に寄与する。

都市整備部 交通道路室道路環境課
[2,899,919]
※[600,000]

[3,067,136] [432,783]

モノレール道整備事業
モノレールの整備により、公共交通の利便性が向上し、自動車利用の抑制を図ることで、大気汚染物質の
排出を抑制する。そのため、モノレールの安全で安心な運行確保を図り、営業区間について､早期の耐震
対策を実施する。

都市整備部 交通道路室都市交通課
[283,950]

※[324,000]
[580,950] [27,000]

大阪市地下鉄建設費補助金 府民の交通利便性向上のため、大阪市交通局に対し、市域外延伸等に要する建設費の一部を補助する。 都市整備部 交通道路室都市交通課 [177,882] [177,882] [0]

エコカー普及推進事業
「多様なエコカーのあふれるまち大阪」の実現に向け、大阪エコカー協働普及サポートネットを活用し、エコ
カー普及の加速化に向けた取組みを行う。

環境農林水産部 環境管理室交通環境課 - - -

大阪ＥＶ（電気自動車）アクションプログラム推進事業
自動車メーカー・蓄電池メーカー・研究機関等とＥＶの役割について認識共有を図り、業界横断でのアク
ションを起こすとともに、ＥＶ関連分野の市場開拓・中小企業のビジネス化などに取り組む。

商工労働部 新エネルギー産業課 1,528 3,108 ▲ 1,580

庁用低公害車導入事業 本庁舎で使用する庁用自動車に低公害車を率先導入する。 総務部 庁舎管理課 12,853 13,010 ▲ 157
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自動車公害対策事業
民公が協力し、自動車環境対策（自動車排出ガス対策、自動車騒音対策）や自動車に係る地球温暖化対
策を推進するため、「大阪自動車環境対策推進会議」や「近畿八府県市自動車環境対策協議会」を活用
し、エコカー普及、エコドライブの推進などの取組みを行う。

環境農林水産部 環境管理室交通環境課 638 794 ▲ 156

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を実施する。 総務部 税務室徴税対策課 - - -

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく事業者指導
法に基づく府内の対策地域（37市町）に使用の本拠の位置を有する自動車（軽自動車等を除く）を30台以
上使用する事業者（自動車運送事業者等を除く）に、自動車から排出される窒素酸化物や粒子状物質を
抑制するため、計画書や実績報告書の提出を求め、指導を行う。

環境農林水産部 環境管理室交通環境課 779 821 ▲ 42

自動車用バイオ燃料の普及促進 運輸部門の地球温暖化対策の一環としてE３（バイオエタノール３％混合ガソリン）の普及促進を行う。 環境農林水産部 みどり・都市環境室地球環境課 - - -

大阪外環状線鉄道建設促進事業
既存貨物線を旅客線として整備し、大阪東部地域から国土軸である新大阪への連絡や放射状路線間の
移動を促進し、府民の利便性の向上及び都心ターミナルの混雑緩和を図る。

都市整備部 交通道路室都市交通課 [2,829,973] [1,108,300] [1,721,673]

街路の整備
都市交通を円滑にし、府民生活の安全性、快適性の向上を図り，都市活動の活性化に寄与するため、大
阪都市再生環状道路を構成する大和川線をはじめとする都市計画道路の整備を進める。

都市整備部 交通道路室道路整備課
[19,142,214]
※[5,557,479]

[30,196,461] [▲5,496,768]

道路の整備 府内の道路網の骨格を形成する幹線道路を整備し、渋滞の解消・緩和を推進する。 都市整備部 交通道路室道路整備課
[10,315,574]
※[4,325,000]

[10,529,000] [4,111,574]

連続立体交差事業
鉄道を連続して高架化又は地下化し、一挙に踏切をなくすことにより、自動車交通渋滞を解消し、大気汚
染物質の排出を減少させる。

都市整備部 交通道路室都市交通課
[894,314]

※[8,100,000]
[9,284,691] [▲290,377]

道路交通の円滑化対策の推進
幹線道路における交通渋滞を解消するため、渋滞の原因となっている交差点において進行方向別通行区
分規制等交通規制の見直し、信号機の改良及び運用改善等を図り、交通処理能力を高め、交通流量の
適切な分散・誘導を図る。

警察本部 交通部交通規制課 1,239,664 1,166,799 72,865

阪神高速道路建設協力
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推進し、大阪経済の再生
を図るため、日本高速道路保有機構に出資する。

都市整備部 交通道路室道路整備課 [2,289,464] [3,338,166] [▲1,048,702]

（５）資源循環（廃棄物）部門

分別収集促進計画推進事業
第6期大阪府分別収集促進計画（2011～2015年度）を円滑に実施するため、市町村の分別収集実施状況
や、リサイクル施設の整備状況を把握し、市町村に対する技術支援を行う。

環境農林水産部 循環型社会推進室資源循環課 118 177 ▲ 59

リサイクル社会推進事業
ごみの減量化・リサイクルを推進するため、住民団体・事業者団体・市町村等とともに設置した「大阪府リ
サイクル社会推進会議」において、啓発活動、調査・研究を行う。

環境農林水産部 循環型社会推進室資源循環課 【1,425】 【▲1,425】

再生品普及促進事業
大阪府循環型社会形成推進条例に基づき、再生品のうち循環的な利用の促進に特に資するものの普及
に努めるため、大阪府リサイクル製品認定制度を運営する。

環境農林水産部 循環型社会推進室資源循環課 1,269 1,269 0

家電リサイクル大阪方式推進事業 「家電リサイクル大阪方式」の推進に向けて、周知・啓発を図る。【2012年度終了】 環境農林水産部 循環型社会推進室資源循環課 96 ▲ 96

オゾン層保護対策の推進 オゾン層破壊物質であるフロンの回収と適正処理を図るため、市町村、事業者と共同で啓発を行う。 環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 - - -

第一種フロン類回収業者登録・指導業務
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及び
指導を行う。

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 717 734 ▲ 17
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自動車解体業許可等・指導監督事業
自動車リサイクル法に係る解体業者等の登録・許可申請の審査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事業者の指導監督等必要な措置を行う。

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 354 357 ▲ 3

再生資源循環対策促進事業
再生事業者の登録に関する要綱に基づき、再生事業者登録に係る審査、立入検査等とともに、事業者へ
の助言、指導を行う。

環境農林水産部 循環型社会推進室資源循環課
467(再生事業者

登録)
5,027 ▲4,560

循環型社会推進計画の推進
大阪府循環型社会推進計画に係るリサイクルや廃棄物の減量化等に向けた普及啓発や広域化の推進な
どの進行管理等を行う。

環境農林水産部 循環型社会推進室資源循環課 279 【1,425】
279

【▲1,425】

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き、対象建設工事の届出制、解体工事業の登録制度を実施するとともに、建設リ
サイクルの推進のため必要な業者指導や啓発・普及を実施する。

住宅まちづくり部
建築指導室審査指導課
建築振興課

855 980 ▲ 125

広域廃棄物処分場整備促進
「広域臨海環境整備センター法」に基づく大阪湾圏域広域処理場整備事業（フェニックス計画）を進めるた
め、関係地方公共団体と協力し、その促進に努める。

環境農林水産部 循環型社会推進室資源循環課 250 268 ▲ 18

魚腸骨処理対策事業
魚あらの適正処理及びリサイクルを推進するため、府・市町村で構成する「大阪府魚腸骨処理対策協議
会」を運営する。

環境農林水産部 循環型社会推進室資源循環課 - 225 ▲225

産業廃棄物処理指導監督
産業廃棄物処理業者の許可、同処理施設の許可及び事業所への立入検査を実施し、指導監督を行う。ま
た、処理の過程を管理する産業廃棄物管理票（マニフェスト）の使用徹底による適正処理を指導する。

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 11,151 11,893 ▲ 742

産業廃棄物排出事業所に対する適正処理指導
産業廃棄物排出事業者に対し、立入検査等を行い、適正な処理について指導するとともに、自ら排出する
産業廃棄物の保管を行う事業者に対し、届出等の指導を行う。また、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の
交付の徹底や産業廃棄物の適正処理、PCB廃棄物の適正保管及び処理について指導啓発を行う。

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 5,649 6,436 ▲ 787

産業廃棄物減量化・適正処理対策事業
産業廃棄物の減量化や適正処理の推進を図るため、多量排出事業所に対し処理実績の報告を求め、必
要な指導を行うとともに、関係団体を通じて法律の周知などを行う。

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 - - -

（６）森林吸収・緑化の推進

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する。 環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課
[472,977]

※[424,042]
[656,162] [240,857]

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
する。

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課
[50,164]

※[38,015]
[62,696] [25,483]

放置森林対策事業費
防災上の観点等から、森林の中でも府が重要度の高い地域を選定し、その地域内で森林の管理度が低く
放置された森林を対象に、優先的に森林管理対策を推進する。

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 - - -

森林整備加速化・林業再生事業
森林再生基金を活用し、放置森林等荒廃森林の再生と適切な維持・保全を図るとともに、地球温暖化対策
にもつなげるため、間伐や路網整備等の森林整備から木材の生産流通、利用までを総合的に支援するこ
とにより、大阪の森林を再生し、豊かな自然環境の形成を図る。

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 580,602 50,500 530,102

森林整備加速化・林業再生事業（公共分）
森林再生基金を活用し、間伐や路網整備等の森林整備から木材の生産流通、利用までの総合的な支援
を通じて、大阪の森林を再生し、豊かな自然環境の形成を図る。

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 [29,246] [36,998] [▲7,752]

森林整備地域活動支援事業
森林経営計画の作成や森林施業の集約化などの地域の取り組みに対する支援を行うことにより、森林の
健全な維持・保全を図る。

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 12,140 5,800 6,340

地域緑化推進事業 市街地の緑被率向上を図るため,府民が協働して行う緑化活動に緑化苗木の配付等を行う。 環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 17,655 17,290 365
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施策・事業名 施策・事業の内容 部局名 担当室課名称
2013年度

当初予算額
2012年度

当初予算額
差額

大阪府の地球温暖化対策の主な施策・事業について

建築物緑化促進顕彰事業
「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」の運用にあたり、建築主の建築物等への緑化意欲を高
めるとともに、施設緑化・維持管理技術の普及促進に効果があることから、緑化による府内の都市環境の
改善や魅力向上のモデルとなる優れた取組への顕彰を行う。

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 249 284 ▲ 35

建築物緑化促進事業
「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」の運用にあたり、制度にかかる事務の一部を市町村に
移譲し、事務にかかる交付金を交付する。

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 23,722 25,622 ▲ 1,900

みどりづくり推進事業 市街地緑化の推進を効果に進めるために住民参加による緑化活動に対して助成を行う。 環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 8,000 17,500 ▲ 9,500

「みどりの風促進区域」の推進

2011年５月に指定した「みどりの風促進区域」内において「①街路樹の充実など公共事業の重点化」、「②
緑視率25％以上確保した建築物に対して容積率、建ぺい率の緩和等、都市計画の規制緩和による緑化
誘導」、「③樹木の提供や緑化した住宅のローン優遇など企業とのタイアップによる沿線民有地の緑化促
進」を取組みの３本柱として府民・企業・行政が一体となって区域内の緑化に取組む。

環境農林水産部 環境農林水産総務課 235,933 333,785 ▲ 97,852

「みどりの風促進区域」における都市計画による緑化誘導
みどりの風促進区域内の民有地等において、容積率・建ぺい率等の都市計画上の規制に対する緩和を有
効に活用した緑化誘導を図る。

都市整備部 総合計画課 - - -

「みどりの風促進区域」における重点緑化事業
みどりの風促進区域内において、地域と共に、公共空間と民有地を一体的に捉えた緑化プラン（マップ）を
作成し、それに基づき、街路樹などの整備と民有地緑化の支援を行い、区域内の緑化促進を図る。

都市整備部 公園課 【235,933】 【333,785】 【▲97,852】

森林計画事業
森林資源の保続培養と森林生産力の増大を図るため、地域森林計画の基礎資料として森林区域の現況
調査、資料整理等を行う。

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 [2,928] [2,901] [27]

府営林整備事業
民有地に地上権を設定した「府営林」において、森林の保育管理を行うことにより多様な公益的機能を高
度に発揮する森林の育成を図る。

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 [26,129] [30,993] [▲4,864]

林道開設改良事業 森林管理の効率化を図るため、林道開設や林道改良を実施する市町村に対して補助する。 環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 [5,000] [5,000] [0]

森林病害虫等防除事業 森林病害虫等による森林被害の防止を図るため、森林病害虫防除の命令や奨励等を実施する。 環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 [16,533] [13,167] [3,366]

保安林整備推進事業 保安林等の整備を行い、森林の持つ国土の保全等公益的機能の回復及び維持・増進を図る。 環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 [10,683] [10,683] [0]

森林防災機能　回復・強化事業
都市近郊の森林を良好に保全するため、地域住民と協力して整備計画を策定し、植栽や木柵・管理用歩
道等を整備するとともに、地域住民により防災パトロールや木柵等の簡易補修を実施する。

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 - [12,100] [▲12,100]

一園一室木のぬくもりモデル推進事業
［大阪産(もん)グローバルブランド化促進事業］

保育園等の子育て施設における木材利用、とりわけ子どもたちが直接触れる床や壁等内装での利用を促
進することにより、ストレス緩和や室内の快適性を高めるなど、子どもの育成環境に良い効果を与えるとと
もに、森林の大切さや木材に対する理解を深める「木育」の促進につなげる。【2013年度新規】

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 [12,100] [12,100]

企業等による自然環境保全活動の推進
企業・学校・NPO等の自然環境保全活動の取組みを推進するため、身近に取組めるマニュアル等の作成
を行う。【2013年度新規】

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 1,000 1,000

共生の森づくり活動支援事業
堺第７－３区産業廃棄物最終処分場において、自然再生のシンボルとなる共生の森を整備し、府民・
NPO・企業等多様な主体との協働による森づくり活動を支援する。

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 7,367 7,394 ▲ 27

自然環境保全活動推進事業
府内に残された貴重な自然環境を保全するため、大阪府自然環境保全地域、三草山などの大阪府緑地
環境保全地域、国の天然記念物である和泉葛城山ブナ林等で(公財)大阪みどりのトラスト協会が行う保全
管理事業に対して助成する。

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 10,736 15,337 ▲ 4,601

森林保全管理事業
森林保全員の森林巡視活動及び森林法等に基づく開発行為の規制を通じて、保安林・府営林などの森林
や自然環境の保全管理を行う。

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 [16,382] [17,777] [▲1,395]
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林業普及指導事業
林業普及指導員による林業技術や林業経営に関する普及指導を行うとともに、地域が行う担い手育成や
啓発活動への支援を行う。

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 4,174 5,874 ▲ 1,700

林業振興助成事業 府内の林業経営の振興を目的とした大阪府林業経営協議会の費用を負担する。 環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 170 170 0

林業労働安全衛生定着促進活動事業
林業労働災害防止の徹底を図り、林業者等の就労環境の向上に資するため、事業体の安全巡回指導等
を行う林業木材製造業労働災害防止協会大阪府支部に対して助成する。

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 285 285 0

林業労働力確保支援センター推進事業
事業主の雇用管理の改善及び事業の合理化並びに林業への就業を総合的に支援することにより、林業
労働力の確保を図る大阪府林業労働力確保支援センターに対して助成する。

環境農林水産部 みどり・都市環境室みどり推進課 500 500 0

泉佐野丘陵緑地整備事業
緑豊かで良好な住環境を備えた都市を創造するため、多様な主体の参画による公園や緑地の保全・育
成・創出を図る。

都市整備部 公園課
125,564

※324,938
166,301 284,201

（７）再生可能エネルギーの普及等

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
2012年度中に住宅用太陽光パネルの設置のため、府民に資金を融資した金融機関に対し、資金を預託
する。

環境農林水産部 エネルギー政策課 101,000 894,000 ▲ 793,000

太陽光パネル設置普及啓発事業
一定の基準を満たした民間事業者を府に登録し、登録事業者を府民に紹介。
【2013年度から「おおさかスマートエネルギーセンターの設立・運営」へ】

環境農林水産部 エネルギー政策課 3,022 ▲ 3,022

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

金融機関との連携により、個人又は民間事業者が太陽光パネルの設置又は太陽光パネルの設置と併せ
て導入する省エネ工事や蓄電池等の設置に必要となる資金の融資を行う。【2013年度拡充】

環境農林水産部 エネルギー政策課 1,192,000 1,192,000

おおさかスマートエネルギーセンターの設立・運営
大阪府市共同で、再生可能エネルギーの普及促進事業などエネルギー関連事業の拠点として、「おおさか
スマートエネルギーセンター」を設置し、様々な事業を展開する。【2013年度新規】

環境農林水産部 エネルギー政策課 7,111 7,111

都市インフラを活用した新エネルギー政策の推進
まとまった空間を有する下水処理場や公園などの都市インフラを活用し、民間企業の資金とノウハウを活
かして太陽光発電等の新エネルギー事業を運営するとともに、新エネルギー社会に関する啓発と学習の
促進、新エネ技術向上への貢献など多様な効果発揮を目指す。

都市整備部
下水道室事業課
公園課

147,273 50,000 97,273

府営住宅における太陽光パネルの設置 府営住宅において、屋上に太陽光パネルを設置し、新エネルギーの活用に取り組む。 住宅まちづくり部 住宅経営室住宅整備課 - 2,406 ▲2,406

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
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」を活用して、府有施設の屋上屋根を貸し出して、民間事業者
の資金により太陽光発電システムを導入し、再生可能エネルギーの導入を促進する。【2013年度新規】

住宅まちづくり部 公共建築室設備課 2,852 2,852

道路照明灯のＬＥＤ化
省エネ性能に優れるLED道路照明の普及を積極的に推進するため、府独自の「大阪府LED道路照明技術
評価制度」により、一定水準以上の製品を認定し、リース方式によるLED照明への更新により、府域道路
照明全灯の早期のLED化を促進する。

都市整備部 交通道路室道路環境課 175,072 129,304 45,768

大阪スマートエネルギープロジェクト推進事業
スマートエネルギー関連の大手・中堅企業と中小・ベンチャー企業とをマッチングすることにより、技術シー
ズの製品化、ビジネスシーズの事業化を図る

商工労働部 新エネルギー産業課 4,563 8,559 ▲ 3,996

都市インフラを活用した企業技術支援事業
創エネ、省エネ、蓄エネ分野の技術・製品について実証の場を提供。高い評価を得た技術・製品を広くPR
する。
【2013年度から「おおさかスマートエネルギーセンターの設立・運営」へ】

環境農林水産部 エネルギー政策課 1,482 ▲ 1,482
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コージェネレーションシステム稼動支援事業
　休止中の事業用コージェネレーションシステム（これに類する高効率な自家発電システムを含む）につい
て再稼動を支援し、自立・分散型電源の設置を促進するとともに、電力の供給力の強化を図る。【2012年
度終了】

環境農林水産部 エネルギー政策課 250,000 ▲ 250,000

燃料電池自動車普及促進事業
2015年のＦＣＶ国内市場参入・水素インフラ先行整備に向け、「おおさかＦＣＶ推進会議」の活動などを通じ
て、新たなプロジェクトの創出や関連製品・技術の開発支援などを展開し、水素・燃料電池関連産業の振
興を図る。

商工労働部 新エネルギー産業課 3,115 4,983 ▲ 1,868

大阪エネルギー問題ステークホルダー会議
エネルギー需給に関する様々な情報の偏在性を解消し、府民、民間事業者、市町村、供給事業者等の関
係者が情報を共有し、地域のエネルギー問題を協議する。【2013年度新規】

環境農林水産部 エネルギー政策課 112 112

農空間再生可能エネルギー活用事業
農業用水路やため池等の土地改良施設における再生可能エネルギーの活用を促進するために、導入検
討調査（ソフト事業）や施設設置（ハード事業）を実施する団体に対して補助を行う。【2013年度新規】

環境農林水産部 農政室整備課 40,000 40,000

関西広域連合における広域的なエネルギー対策の推進
新たなエネルギー社会づくりに向け、緊急時における自主的なエネルギーの確保を含む地域の需要サイ
ドからの視点に立ったエネルギー政策を検討する。

政策企画部
環境農林水産部

地域主権課
エネルギー政策課

289 1,508 ▲ 1,219

その他・全般

地球環境関西フォーラムへの参加
地球環境問題の克服に寄与することを目的として、関西の企業、自治体、消費者団体、学識経験者等で
組織する地球環境関西フォーラムに参画し、より実践的な取組みや調査・研究を行う。

環境農林水産部 みどり・都市環境室地球環境課 300 300 0

ネーミングライツ方式による緑化施設の創出
大阪の都心部において、まちのシンボルとなるようなみどりを創出することにより、まちの魅力向上を図る
とともに、府民にみどりを実感していただくことを目的に、民間資金による緑化施設の整備を進める。【2013
年度新規】

環境農林水産部 環境農林水産総務課 - -

グランドデザイン・大阪に示されたＬＲＴ、鉄道等、みどりイン
フラの推進

都心に流入する車を抑制し、定住魅力あふれる都市空間を創造するとともに、利便性の高い公共交通で、
高い発展ポテンシャルを有するエリアを結節する。また、企業やＮＰＯなどの参画を得ながら御堂筋の全面
みどり化をはじめ、都心部におけるみどりインフラの整備に向けた取り組みを進める。【2013年度新規】

住宅まちづくり部 大都市まちづくり推進室 19,163 19,163

環境技術コーディネート事業
環境負荷を低減し、持続的で住みよい社会を実現するために、府内の中小企業が行う環境技術開発を支
援する。支援の内容は、関係機関と連携して行う技術相談、情報提供及び技術評価であり、技術評価の
結果はインターネット及びセミナー開催を通じて広報する。

環境農林水産部
環境農林水産総務課
（環境農林水産総合研究所）

645 645 0

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
環境保全）

関西広域連合での温室効果ガス削減のための取組や府県を越えた鳥獣保護管理の取組といった広域的
な環境保全の対策を推進する。

環境農林水産部
政策企画部

環境農林水産総務課
地域主権課

9,702 11,330 ▲ 1,628

制度融資（中小企業向け各種融資制度）
府内中小企業者に対し、事業に必要な資金を供給することにより、中小企業者の事業の振興・発展を支援
する。（省エネ、省資源、公害、環境対策のために必要な設備資金なども対象）

商工労働部 金融支援課 [440,606,000] [505,369,000] [▲64,763,000]

注）　【　　】：再掲（別事業の予算に含まれる）、［　　］：環境関連だけ切り出せない事業（環境以外の事業費も含む額）、※前年度の補正予算を繰り越したもの
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