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2.1 環境目標の進ちょく状況と環境審議会評価 

施策実施状況一覧 モニター指標一覧 

 

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hakkoubutu/kihonkeikaku/kankyouhoukoku/2018_Kankyo_Houkoku.files/Shiryo_1.pdf#page=2
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hakkoubutu/kihonkeikaku/kankyouhoukoku/2018_Kankyo_Houkoku.files/Shiryo_2.pdf#page=2
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施策実施状況一覧 モニター指標一覧 

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hakkoubutu/kihonkeikaku/kankyouhoukoku/2018_Kankyo_Houkoku.files/Shiryo_1.pdf#page=7
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hakkoubutu/kihonkeikaku/kankyouhoukoku/2018_Kankyo_Houkoku.files/Shiryo_2.pdf#page=3
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施策実施状況一覧 モニター指標一覧 

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hakkoubutu/kihonkeikaku/kankyouhoukoku/2018_Kankyo_Houkoku.files/Shiryo_1.pdf#page=10
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hakkoubutu/kihonkeikaku/kankyouhoukoku/2018_Kankyo_Houkoku.files/Shiryo_2.pdf#page=6
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施策実施状況一覧 モニター指標一覧 

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hakkoubutu/kihonkeikaku/kankyouhoukoku/2018_Kankyo_Houkoku.files/Shiryo_1.pdf#page=14
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hakkoubutu/kihonkeikaku/kankyouhoukoku/2018_Kankyo_Houkoku.files/Shiryo_2.pdf#page=8
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施策実施状況一覧 モニター指標一覧 

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hakkoubutu/kihonkeikaku/kankyouhoukoku/2018_Kankyo_Houkoku.files/Shiryo_1.pdf#page=24
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hakkoubutu/kihonkeikaku/kankyouhoukoku/2018_Kankyo_Houkoku.files/Shiryo_2.pdf#page=12
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豊中市では、環境基本計画の進行管理を行う上で、環境審議会から前年度の取組みに基づき評価

と意見をいただきました。また、「とよなかの環境～2018年度中間報告～」をホームページにて公

表するとともに、とよなか市民環境展、地域イベント、市役所第二庁舎１階ロビーでパネル展示を

行い、市民等 159人の方から施策の進ちょく状況等に対する意見（192件）をいただきました。 

次ページ以降には、環境審議会や市民等からいただいたご意見の一部を紹介するとともに、施策

や事業の見直しを行い、「市の考え方」を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2 環境審議会や市民等の意見に対する市の考え方 
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目標

１ 

よりよい環境をめざして 

多様な主体のパートナーシップで取り組む 

・協働の取組みは特定の人に頼る部分が多く、事業継続が課題となっている事例も見受けられ

ます。 

・参加者が楽しみながら取り組める工夫をイベント内容に盛り込むなど、地域の人材を発掘す

る必要があります。 

・協働の取組みを加速させるためには、コーディネートを行う窓口が必要となります。 

審議会からの意見 

・小学校における環境学習は、行政が主体となることで継続的に実施できていますが、地

域のボランティアや廃棄物減量等推進員との協働を継続するためには、さらなる人材の

発掘や育成が必要となります。 

・環境への関心の薄い方へ関心を持っていただくことや、市民目線で協働の取組みの提案

をいただくため、地域とのハブ機能を持った施設（公民館等）と情報共有を行います。

また、関係課や地域団体等と連携を行う中で環境活動の担い手を地域資源として発掘

し、人材育成につなげます。 

・環境活動の広がりをめざし市民団体・事業者・行政で組織する「とよなか市民環境会

議」や環境に配慮した取組みを行うお店「豊中エコショップ」などと協働しながら、市

の取組みを進めていきます。 

・生活すべてに関係する環境というテーマを様々な視点で考えていくことが大切だと思う。 

・関心のない人へのアプローチをさらに！ 

・行政だけではできないことを、市民目線で提案してもらうことが大事。 

市民からの意見 
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目標

2 

1 人あたり温室効果ガス排出量（ｔ-ＣＯ₂）を令和 9年度

（2027年度）までに平成 2年度（1990年度）比 32.1%削

減し、低炭素社会をめざす 

・廃棄物部門の温室効果ガスの排出量削減に向けては、ごみ減量普及啓発事業や分別周知事業

などの取組みを進めていきます。 

・家庭部門の排出量削減に向けては、市民に節電等の省エネ行動を促すため、「省エネ相談会」

「住宅の省エネ診断」「家電の省エネ診断」などを引き続き実施するとともに、「ＣＯＯＬ  

ＣＨＯＩＣＥ普及啓発事業」を通じて省エネ行動の実践例の動画を作成するなど、さらなる

市民意識の定着を図ります。 

・運輸部門の排出量削減に向けては、市域の公共交通環境の改善を図るため、デマンド型乗合

タクシー事業やシェアサイクルの実証実験など、新しい交通システムの導入を実施してお

り、引き続き公共交通の利用促進に向けた取組みや啓発を進めていきます。 

・住宅の窓断熱リフォーム支援を拡充し、住宅の省エネルギー性能の向上と家庭部門の温室効

果ガスの排出量削減の推進に努めます。 

・市民 1人あたり温室効果ガスの排出量を削減するため、省エネ行動や公共交通の利用促進の

実践をさらに周知する必要があります。 

・温室効果ガスの排出量削減に向けては、近年少しずつ増えている廃棄物として焼却されるプ

ラスチック類を減らす必要があります。 

審議会からの意見 

・地球温暖化に歯止めをかけないと、異常気象がさらにひどくなるし、次代の子どもたちに良い

環境を残せない。 

・窓断熱リフォームの補助など市民ができる取組みの強化が必要です。 

・各家庭で電気の節約をしていくべき。 

市民からの意見 
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目標

3 

発生抑制・再使用と質の高いリサイクル（再生利

用）の推進により、ごみの焼却処理量を令和 9年度

（2027年度）までに平成 28年度（2016年度）比 8%
削減し、循環型社会の構築をめざす 

・今後起こりうる災害に備え、家具の固定や食器等の散乱防止、事前に不要なものを捨てるな

どの災害廃棄物となる見込みのあるものを減らす防災対策について、「YouTube『とよなか環

境ＴＶ』」等のソーシャルメディアを活用し発信するなど、今後も市民ニーズに合った情報

発信に努めていきます。 

・令和元年度（2019年度）に「家庭系ごみ排出実態調査」を実施し、市民のごみ減量や分別意

識、排出状況などの分析を行っています。特に可燃ごみに含まれる手つかず食品や紙ごみの

削減に向けた発生抑制・再使用と質の高いリサイクル（再生利用）をより一層推進するた

め、効果的な取組みを実施していきます。 

・食品ロスの削減については、「食品ロスの削減の推進に関する法律」に対応することや他都

市の動向を見ながら、「家庭系ごみ排出実態調査」や令和２年度（2020年度）に実施する

「事業系ごみ排出実態調査」などの結果を基に本市の特性に合わせた施策の展開を検討して

いきます。また、地域や事業者を主体としたフードドライブの促進や食品ロス削減に向けた

「使い切り・食べきり・水切り」の３切り運動を推進していきます。 

・世界的に問題となっているプラスチックごみの削減に向け、地域清掃用ごみ袋にはバイオマ

スプラスチック素材を活用するとともに、家庭用ごみ袋のバイオマスプラスチック素材の導

入についても検討します。 

・台風や地震などに備えて、災害ごみを出さない取組み方を周知する必要があります。 

・焼却処理量をさらに減らす施策を検討するためには、ごみの現状を把握することにより可燃

ごみ等に含まれる再生資源の混入を分析する必要があります。 

・食品ロスや海洋プラスチックごみの発生抑制に取り組む必要があります。 

審議会からの意見 

・今後、想定される災害に備えて、災害ごみをどのように減らしたらいいのですか。 

・ごみの減量は生活に直接関係しており、各家庭が取り組むとともに行政任せではなく、共生

していくまちづくりの一環として自身も取り組んでいけたらよいと思う。 

市民からの意見 
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目標

4 

みどり率 27％で 

心豊かな豊中らしいまちをめざす 

・緑化重点地区としている南部地域に対して、より充実した緑化支援制度の拡充やイベント

の実施などに向けた取り組みを行います。 

・「生物多様性の認知度」については、データが抽出できるよう調査の内容を検討していきます。 

・緑化リーダーの養成や豊中緑化リーダー会、豊中みどりの交流会などとの協働による、市民参

加に基づくみどりのまちづくりに取り組むことで、みどりを育てる力の向上を図ります。 

・目標 4の代表指標となっているみどり率の目標値につきましては、現状と課題の分析、市民意

見の聴取などから、みどりのあるべき姿を示す将来像を設定し、その実現に向けた数値を設定

しています。  

・緑化重点地区としている南部地域を中心とした支援制度の拡充やみどりに関するイベントを

通じて、より多くの市民へみどりに係わる関心を高めることが必要です。 

・指標のひとつである「生物多様性の認知度」は、市民アンケート等で定期的に数値を把握す

る必要があります。 

 

審議会からの意見 

・みどりを育てる力について、市民と協働し、どう取り組んでいくのか。 

・目標 4については、目標をもっと高く示す必要がある。 

市民からの意見 
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  目標

5 

環境基準の達成状況 100％で 

快適な都市環境をめざす 

・大気の環境基準の内、光化学オキシダントは全国的に環境基準を達成していない状況にあり

ます。市としては引き続き、法に基づく工場規制等を継続的に進めていきます。 

・光化学スモッグやＰＭ2.5の注意喚起等については、速報性を重視してホームページで情報発

信しており、そのことについて今後ともイベント等でチラシ配布による周知を行います。 

・航空機騒音については、大阪国際空港周辺都市対策協議会等を通じて、国や空港運営会社、

航空会社等に対する低騒音機の導入や制度の拡充などの環境・安全対策の充実を要望します。 

・環境に関する取組みについては、広報紙、ホームページなどでお知らせをしています。 

・熱帯夜を減らすため、環境配慮指針に基づき、敷地内の緑化、透水性舗装など雨水浸透の協

力を求めることや引き続き環境にやさしいライフスタイルの実践に向けた啓発に努めていき

ます。 

・関係部局と連携し、事業所に対する指導啓発等に取り組む必要があります。 

・航空機騒音は、低騒音機の導入や騒音軽減運航などの発生源対策、騒音被害に対する制度の

拡充などの環境・安全対策の充実を引き続き要望していく必要があります。 

審議会からの意見 

・光化学オキシダントのみ環境基準に達していなく、国の規制頼みになっている。 

・市民への迅速な注意喚起の伝達方法を考える必要がある。 

・具体的な取組みの見える化が必要です。 

・熱帯夜数が年々多くなっているのが気になる。減らすために何かできることがあるか考えた

い。 

市民からの意見 
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環境審議会と市民のみなさんからの意見を踏まえ、次年度は以下に示す事業に取り組みます。 

10ページから 14ページの「市の考え方」で示している内容に関連した内容について下線を引い

ています。 

 

≪目標１≫ 

 

  

事業名称 内    容 
主な 

担当部局 

予算額 

（千円） 

環境学習の推進 

環境に配慮した生活行動や事業活動を実践できるよ

うに、家庭や地域、学校、事業所等における環境学

習を推進します。 

小学校における出前講座や大阪府が実施しているこ

どもエコクラブの支援を行います。また、持続可能

な開発のための教育に取り組む団体等をＥＳＤリソ

ースセンターＷＥＢを通じて市民等へ取組み内容の

発信を行います。 

環境政策課 456 

とよなか市民環境展 

市民・事業者・行政の環境問題解決に向けての取組

みの発表と交流の場を設け、行動計画「第３次豊中

アジェンダ２１」の普及啓発を図ります。 

環境政策課 1,594 

環境交流センター 

運営管理 

地球環境の保全、環境への配慮および資源・エネル

ギーの有効利用と廃棄物の減量のための活動・交流

の場を提供、情報の収集および提供、講座等の開催

および啓発などを実施します。 

環境政策課 16,305 

環境基本計画の推進 
「第３次豊中市環境基本計画」にもとづく施策・事業

の進行管理を図ります。 
環境政策課 4,398 

豊中アジェンダ２１

の普及促進 

行動計画「第３次豊中アジェンダ 21」に基づく市民、

事業者などの環境配慮活動の普及促進を図ります。 

また、主な活動推進団体である「ＮＰＯ法人とよなか

市民環境会議アジェンダ 21」と連携し、計画の啓発や

実践活動を支援します。 

環境政策課 4,481 

2.3 次年度の主な事業 
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≪目標２≫ 

 

事業名称 内    容 
主な 

担当部局 

予算額 

（千円） 

地球温暖化対策 

実行計画の推進 

「第４次豊中市地球温暖化対策実行計画」にもとづ

き、省エネ機器の更新、省エネ活動、再生可能エネル

ギーの導入など、市の直接的な事務事業を対象とする

温室効果ガスの排出抑制を推進します。 

環境政策課 68 

地球温暖化防止  

地域計画の推進 

「第２次豊中市地球温暖化防止地域計画」にもとづ

き、市民・ 

事業者に向けた省エネ活動の普及啓発や省エネ機器更

新の支援、再生可能エネルギーの導入、住宅の省エネ

ルギー化促進などを進め、市域の温室効果ガスの排出

抑制を推進します。 

住宅の窓断熱リフォーム支援事業を拡充します。 

環境政策課 28,423 

公共交通改善事業 

本市の公共交通がめざすべき姿としてとりまとめた

「マイカーに頼らなくても移動できる交通体系の整

備」を実現するため、「公共交通改善計画」に基づ

き、具体的な取組みを進めます。 

交通政策課 9,230,349 

 

≪目標３≫ 

事業名称 内    容 
主な 

担当部局 

予算額 

（千円） 

廃棄物関連計画の 

推進 

「一般廃棄物処理基本計画」および「ごみ減量計

画」に掲げる事業の実施並びに成果指標・モニター

指標を使った計画の進行管理を行います。 

廃棄物関連計画の実施施策の検証および計画推進の

ための事業系ごみ排出実態調査を実施します。 

減量計画課 9,241 

ごみ減量普及啓発事

業 

マイボトル持参促進等によるプラスチックごみの削

減に向けた取組みや地域のイベント等におけるフー

ドドライブを支援するなど食品ロスの削減に取組む

とともに、ごみ減量フォーラム等を実施し、ごみの

減量に向けた周知を促進します。 

市民への発信力の強化として、「YouTubeチャンネ

ル『とよなか環境ＴＶ』」による動画配信の活用な

ど、ごみ減量に関した様々な情報を効果的に発信し

ます。 

減量計画課 635 
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エコショップ 

豊中エコショップ制度を市民・事業者・行政が協働

で実施し、「豊中エコショップ」認定店舗の拡大お

よび認定店舗におけるステップアップ基準の運用

等、取組みの推進に向けた活動を行うとともに、制

度の市民周知を進めます。 

減量計画課 1,194 

事業ごみ減量対策 

事業 

事業活動に伴い多量の一般廃棄物を排出する事業所

に対して、ごみ減量計画書の提出を求め、それにも

とづき取組み状況を立入調査で確認・助言するとと

もに、他の事業所での先進的な取組み事例等の紹介

を情報誌の発行を通して提供するなど、事業者の自

発的な取組みを支援します。 

事業ごみ 

指導課 

98984 

84 

地域美化活動事業 

公共の場所を個人・団体が自主的に清掃する「地域

清掃活動」や、市と団体が清掃に関する役割につい

て覚書を締結する「アダプト活動団体」、また、公

共の場所に掲出された違法簡易広告物を除去する

「とよなか美はり番」に対して、市がごみ袋の提供や

清掃用具等の貸出し、ごみの収集等の支援を行いま

す。 

海洋プラスチックごみの削減に向け、地域清掃用ごみ

袋のバイオマスプラスチック化を進めます。 

美化推進課 5,008 

再生資源集団回収 

報奨金交付事業 

再生資源を回収する登録市民団体や行商者に対し

て、再生資源の回収量に応じた報奨金を交付しま

す。 

リサイクルの推進に向けて、多くの市民に集団回収

活動に参画していただけるよう、未実施である地域

団体への積極的なＰＲ活動を展開し、新規登録団体

の獲得を図るとともに、既存の登録団体に対しても

回収量増に向けた働きかけを行い、地域コミュニテ

ィの維持、活性化につなげていきます。 

家庭ごみ 

事業課 
34,500 

分別周知事業 

市民から、ごみの分別を通した３Ｒ推進の取組みへ

の理解と協力を得るため、出前講座、収集現場での

市民との直接対話など、効果的な市民周知を通じ

て、ごみ減量や環境配慮意識の向上を図り、また、

広報活動の充実化として、ごみカレンダーの作成・

全戸配布等の取組みにより市民サービスの質的向上

を図ります。 

家庭ごみ 

事業課 
13,654 

小型家電リサイクル

事業 

公共施設等に専用の回収ボックスを常設し拠点回収

を行うほか、イベントの機会を活用した臨時的な 

回収も行います。ごみの減量およびリサイクルの 

推進を図り、あわせて歳入確保につなげていきま

す。 

家庭ごみ 

事業課 
153 
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リユース事業 

家庭で不要となった子ども服や家具などをリユース

することにより、資源の有効活用および、ごみの発

生抑制を図り、ごみの減量を促進します。 

家庭ごみ 

事業課 
446 

 

≪目標４≫ 

事業名称 内    容 
主な 

担当部局 

予算額 

（千円） 

みどりの基本計画 

進行管理事業 

環境審議会および環境基本計画推進部会等で審議する

など、計画目標およびモニター指標を用いて、施策に

基づく事業の状況把握と評価を行うとともに、豊中市

環境報告書「とよなかの環境」や市のホームページな

どで進行管理に関する内容を公表し、施策に基づく事

業の推進に反映します。 

公園みどり 

推進課 
10 

緑化推進事業 

市民や事業者等が取り組む緑化活動に対する支援とし

て、緑化樹の配布や道路沿いに設置する生垣の助成な

どのほか、市民緑地設置管理計画の認定や緑地協定の

認可等を行います。 

緑化重点地区に指定した南部地域における民有地緑化

推進のための各種助成制度の拡充に向けた取組みおよ

び啓発を行います。 

公園みどり 

推進課 
18,509 

みどりの交流会 

運営事業 

みどりのカーテンプロジェクト、花苗プロジェクト、

地域みどり学習プロジェクトにおけるプロジェクト活

動を推進するとともに、運営委員会等で企画するイベ

ントにより、みどりの適正な保全や緑化活動を推進し

ます。また、花とみどりの名所づくりを推進します。 

公園みどり 

推進課 
1,082 

 

≪目標５≫ 

事業名称 内    容 
主な 

担当部局 

予算額 

（千円） 

雨水貯留タンク設置

助成事業 

市内で 80リットル以上の雨水貯留タンクを設置する

市民等に、タンクの購入費の一部を助成します。 
環境政策課 355 

環境保全条例推進 
開発事業等による環境配慮の協議や環境影響評価の

実施に伴う届出を受付けます。 
環境政策課 4,910 

空港周辺対策事業 

大阪国際空港周辺都市対策協議会(10市協)等を通

じ、国や大阪国際空港の設置・管理者等へ空港およ

び周辺地域の環境対策･安全対策等にかかる申し入

れ、協議を行い、安全運航の確保や航空機騒音の発

生源対策、周辺対策などの推進を図ります。航空機

公害対策推進市民運動団体に対する活動費補助等に

より、周辺対策などの推進を図ります。 

空港課 2,256 

水質汚濁関係業務 
市内の水質汚濁に係る公害の状況を把握し、公害防

止に必要な措置を講じます。 
環境政策課 6,447 
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騒音・振動関係業務 
市内の騒音・振動に係る公害の状況を把握し、公害

防止に必要な措置を講じます。 
環境政策課 4,129 

大気汚染関係業務 

市内の大気汚染物質の常時監視などにより大気汚染

に係る公害の状況を把握し、公害防止に必要な措置

を講じます。解体等工事の状況を把握し、アスベス

トの発生、飛散対策に取り組みます。 

環境政策課 39,848 


