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第 1章 環境基本計画の進行管理について  

 

「とよなかの環境～2018年度評価と今後に向けて～」（以下、「環境報告書」という。）は、 

平成 30年（2018年）3月に策定した「第３次豊中市環境基本計画」の年次報告書となります。 

豊中市では、令和元年（2019年）11月に環境目標に対する平成 30年度（2018年度）の進ちょく

状況として、各環境目標の達成状況に対する環境審議会（学識経験者、事業者、公募市民、市民団

体で構成）からの評価をいただき、「とよなかの環境～2018年度中間報告～」を公表いたしまし

た。「環境報告書」は、環境審議会や市民のみなさんからのご意見に対する市の考え方および次年

度の計画（プラン）についてお示しするものです。 

なお、関連するデータについては「とよなかの環境～2018年度評価と今後に向けて～（資料

編）」に掲載しています。 

 

 

    「第３次豊中市環境基本計画」は、「第４次豊中市総合計画」の環境分野の計画として、総合計

画に掲げる様々な施策と共通の考えのもと、各分野に各個別計画と整合を図っております。 

「第３次豊中アジェンダ２１」は、市民・事業者・行政が協働とパートナーシップで進める地球環

境を守るための行動計画であり、「第３次豊中市環境基本計画」と「基本姿勢」「望ましい環境都

市像」「環境目標」を共有しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1 はじめに 

1.2 第３次豊中市環境基本計画の位置付け 

令和 令和 

令和 
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   望ましい環境都市像のさまざまな視点から捉えられたまちの像、環境分野の各目標は互いに関連しています。 

1.3 第３次豊中市環境基本計画の施策体系 

令和 

令和32 

令和 

令和 

安価  基本姿勢 参加・協働  地域性・広域性・国際性  共存・共生 
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「第３次豊中市環境基本計画」を着実に推進するため、ＰＤＣＡサイクル〔計画（Ｐｌａｎ）→ 

取組み（Ｄｏ）→ 評価（Ｃｈｅｃｋ）→ 施策・取組みの見直し（Ａｃｔ）〕によって毎年度、環

境目標の達成状況について評価・公表を行っています。  

環境報告書は、下図のとおり前年度の進ちょく状況について年度評価版を公表し、市民等の意見

を募集します。さらに、環境審議会と市民のみなさんからのご意見やご提案をもとに施策・事業の

見直しを行い、翌年度の予算を加えて年次報告書として公表します。このように計画の進行管理の

なかで改善を図りながら、環境目標の実現をめざして取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに「第４次豊中市総合計画基本計画 基本構想」の中で市ではまちの将来像「みらい創造都

市とよなか～明日がもっと楽しみなまち」をめざして、取組みを進めています。持続可能な開発目

標ＳＤＧｓ全１７の目標の達成に向けて、「誰一人取り残さない社会の実現」をめざしています。 

「第３次豊中市環境基本計画」では、現在その中でも下記の分野に関わる施策を重点的に実施し

ています。    

  

1.4 計画の進行管理 

各段階で市民のみなさんに参画して

もらっているよ 

⑤市民意見の募集 

Plan 
（計画） 

⑥次年度施策・
事業の見直し 

②施策・事業の
実施 

③環境審議会
による評価 

④ 報告書･中間報告の発行 

・目標の    
進ちょく状況 

・取組みに対する
環境審議会評価 

 
とよなかの環境 

～2018 年度 

中間報告～ 

（年度評価版） 

2019年 11月 

Do 
（取組み） 

Act 
（施策・取組みの見直し） 

Check 
（評価） 

・環境審議会評価 

・市民意見 

・上記に対する 
市の考え方 

 
とよなかの環境 

～2018 年度評価と 

今後に向けて～ 
 

2020年 3月 

⑦  次年度計画の公表 

①計画にもとづく 
施策・事業の確定 
継続的改善 
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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 
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 環境に関するイベントを実施し、環境に関する取組みを市民のみなさんに知っていただくほか、ご意見

をお聞きする機会としております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント名 開催時期 内 容 担当課等 

宮山つつじ園公開 4月 
約 1,000本のコバノミツバツツジが植えられて
いる、宮山町の春日神社裏の宮山つつじ園を開
放。俳句の投句など。 

公園みどり 

推進課 

スプリングフェスタ 4月 
花とみどりの相談所で緑化リーダー養成講座の
受講生が企画し開催。花苗の寄植え体験や花
苗・苗木のプレゼントなど。 

公園みどり 

推進課 

ふれあい緑地 

フェスティバル 
5月 

豊島北校区航空機公害対策連合会などと、服部
西町のふれあい緑地で開催。金魚すくいや消防
車の展示のほか、スタンプラリーなど。 

公園みどり 

推進課 

ヒメボタル学習会・ 

観察会 
5月 

春日町ヒメボタル特別緑地保全地区に生息するヒ
メボタルの生態や保全活動などについて、クイ
ズなどを交えて学ぶとともに、現地での観察会
を行う。 

公園みどり 

推進課 

豊中みどりの 

交流会展 
6月 

豊中みどりの交流会で行っているプロジェクト活
動、みどりのつどい、みどりのフォーラム等の
パネル展示、みどりのカーテンや草花の寄植え
の実物展示などを実施。 

公園みどり 

推進課 

とよなか市民環境 
会議総会・講演会 

6月 

地球環境を守る市民・事業者・行政の行動計画
「豊中アジェンダ２１」を推進する「とよなか
市民環境会議」の総会、環境に関する講演会を
開催。 

環境政策課 

美化啓発行事 6・9月 天竺川清掃とクリーンランド道清掃の実施。 美化推進課 

とよなか市民環境会議総会・講演会 

ふれあい緑地フェスティバル 
ヒメボタル学習会・観察会 

環境に関するイベント 
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イベント名 開催時期 内 容 担当課等 

幼少期から始める美
化清掃活動 

9月～翌年 3
月 

まちを美しくする運動推進本部が市内こども園
などの園児を対象に自らが清掃に関わることの
できる力を幼少期から身につけるため、美化清
掃活動を実施。 

美化推進課 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント名 開催時期 内 容 担当課等 

豊中緑化リーダー会
展 

10月 
豊中緑化リーダー会の主催により、花とみど
りの相談所で開催。日ごろの活動のパネルや
作品の展示や、花壇植付け体験などを実施。 

公園みどり 

推進課 

とよっぴーフェスタ 10月 
堆肥化施設「緑と食品のリサイクルプラザ」 
にて、食や農、資源循環について楽しく学べ
るイベントとして開催。 

とよっぴー 
フェスタ 
実行委員会 

みどりのフォーラム 11月 

みどりに関する活動を行う市民や団体などが
自由に参加し、情報交換や仲間づくりなどを 
行う交流の場「豊中みどりの交流会」におい
て開催。みどりに関する活動の参考となる基調
講演や事例発表のほか、体験コーナーやパネ
ル展示などを実施。 

公園みどり推
進課 

いろいろなイベント
が実施されている

よ。 

幼少期から始める美化清掃活動 
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イベント名 開催時期 内 容 担当課等 

クリーンランド 

フェスティバル 
10月 

さらなる３Ｒ促進に向けた豊中・伊丹両市民
の交流の場とするイベントを開催予定。内容
は特設ステージや体験ゲームコーナー、施設
見学など。 

豊中市伊丹市 

クリーンラン 

ド 

美化推進重点地区 

強化月間 
11月 

美化推進重点地区に指定した阪急豊中駅・  
庄内駅、大阪モノレール・北大阪急行千里中
央駅周辺で巡回指導の強化、駅頭啓発を実
施。 

美化推進課 

農業祭 11月 
豊中市産農産物・コメ・花・授産施設製品な
どの即売会、寄植え体験、餅つき実演、プレゼ
ントコーナーなど。 

産業振興課 

とよなか市民環境展 11月 

市民団体・事業者・行政・学校などの環境の  
取組みを展示・発表する場であり、市民や小学
生が環境について学習する場。環境をテーマ  
とした市内の一大イベント。 

環境政策課 

美化ポスター展 12月 
まちを美しくする運動推進本部が市内小中学生
から募集したポスターの入選作品を、千里  
コラボ、庄内公民館、中央公民館で展示。 

美化推進課 

かべ新聞コンクール 12月 

まちを美しくする運動推進本部が市内小学生 
から環境問題をテーマに募集した、かべ新聞
の入選作品を、千里コラボ、庄内公民館、中央公
民館で展示。 

美化推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

美化ポスター展 

とよなか市民環境展 
クリーンランドフェスティバル 
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イベント名 開催時期 内 容 担当課等 

地球温暖化防止 

イベント 
2月 

京都議定書の発効を記念し、地球温暖化防止
に向けて、市民・事業者・行政がそれぞれ何
をすべきか等を学ぶイベント。 

豊中市立 

ｅＭＩＲＡＩＥ 

環境交流セン
ター 

とよなかエコ市民賞 

表彰式 
2月 

環境をよくする活動に自主的、積極的に取り 
組んでいる団体を表彰し、行動の輪を広げる 
エコ市民賞の表彰状授与式と各団体からの活
動発表。 

環境政策課 

幼児図画展 2月 
まちを美しくする運動推進本部が市内こども園
などから募集した図画の入選作品を、千里コラ
ボ、庄内公民館、中央公民館で展示。 

美化推進課 

ごみ減量フォーラム 2月 
市民・事業者・行政が協働、連携しながら、
ごみ減量・リサイクルの取組みを進めるため
の情報共有や意見交換の場。 

減量計画課 

クリーンランド 

環境フォーラム 
3月 

講演や施設見学など。環境負荷低減のために 
市民や行政がとるべき行動などについて考える
機会。 

豊中市伊丹市 

クリーンラン 

ド 

イベント名 開催時期 内 容 担当課等 

みどりのつどい 年 3回 

みどりに関する活動を行う市民や団体などが
自由に参加し、情報交換や仲間づくりなどを 
行う交流の場「豊中みどりの交流会」におい
て開催。みどりに関する活動の参考となる講
習会や事例発表などを実施。 

公園みどり 

推進課 

※イベントの一部を掲載しています。開催時期等が年度によって異なる可能性があります。 

イベントの最新情報については、市のホームページ等に掲載していますのでご確認ください。 

 

地球温暖化防止イベント ごみ減量フォーラム 幼児図画展 
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用 語 解 説 

本文の用語ほか環境に関する用語を掲載しています。 

【雨水貯留・雨水利用】 

雨水を貯留し、トイレの洗浄水や植木の散水、洗

車、防火用水等に有効利用する。上水道の節水や洪

水などの災害防止などの効果が得られる。 

【エコドライブ】 

地球温暖化防止など、環境負荷の低減に配慮した自

動車運転の方法。急発進、急加速をやめる、アイド

リング禁止、タイヤの空気圧の適正化などを心がけ

る。 

【大阪府公共用水域測定計画】 

水質汚濁防止法の規定により、大阪府域の公共用水

域の水質を常時監視するために行う水質等の測定に

ついて、測定する項目、測定の地点および方法その

他必要な事項を定めたもの。 

【屋上緑化】 

屋上緑化とは、建築物の屋上など、構造物上に人工

の地盤をつくり、そこに植物を植えて緑化するこ

と。 

【温室効果ガス】 

Greenhouse Gas（グリーンハウス・ガス）,ＧＨＧ

とも表す。太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を

暖める働きがあるガスのこと。「地球温暖化対策の

推進に関する法律」では、二酸化炭素(ＣＯ２)、メ

タン(ＣＨ４)、一酸化二窒素(Ｎ２Ｏ)のほか、ハイ

ドロフルオロカーボン類(ＨＦＣ)、パーフルオロカ

ーボン類(ＰＦＣ)、六ふっ化硫黄(ＳＦ６)、三ふっ

化窒素(ＮＦ３)を加えた 7ガスが削減対象の温室効

果ガスと定められている。 

か 行 

【環境基準】 

環境基本法にもとづいて、政府が定める環境保全行

政上の目標。人の健康の保護および生活環境の保全

のうえで維持されることが望ましい基準として定め

られたもの。大気、水質、地下水、土壌、騒音につ

いて定めているが、振動については定められていな

い。ダイオキシン類に関しては、ダイオキシン類対

策特別措置法にもとづいて、大気汚染、水質汚濁、

土壌汚染について定められている。 

【協働】 

まちづくりなどの事業において、市民・ＮＰＯ法

人・事業者・行政などの各主体が、目的を共有し、

対等な立場で相互に理解を深めながら、それぞれの

特性を活かして協力・連携して取り組むこと。 

【光化学オキシダント】 

工場や自動車から排出される一次汚染物質が、太陽

の紫外線照射を受けて光化学反応を起こすことによ

って生成される酸化性物質のうち、二酸化窒素を除

いたもの。光化学オキシダントは、光化学スモッグ

の原因となり、高濃度では粘膜への影響などのほ

か、農作物などへの影響も報告されている。 

さ 行 

【再生可能エネルギー】 

「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源

の利用および化石エネルギー原料の有効な利用の促

進に関する法律(エネルギー供給構造高度化法)」で

「エネルギー源として永続的に利用することができ

ると認められるもの」と定義されている。太陽光、

風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自

然界に存する熱、バイオマスが指定されている。 

【雑がみ】 

新聞、雑誌、段ボール、飲料用紙パックのいずれに

も該当しない紙類で、具体的にはパンフレット、包

装紙、紙袋、紙箱などを指す。「雑がみ」も活かせ

ば資源となるため、豊中市では「雑がみ」のリサイ

クルを推進している。 

【里山】 

人間によって管理・維持された森林や水田を含む複

数の生態系が入り組んでいる地域一帯のこと。 

【事業系ごみ】 

事業系一般廃棄物のことで、店舗・会社・工場・事

務所などの事業活動から生じる産業廃棄物以外のご

み。 

【事業系再生資源回収システム】 

ごみを排出する事業所と再生資源回収業者を結び、

再生資源をルート回収するシステム。小規模事業所

から排出される紙類は少量であるめ、再生資源回収

業者を利用できず、再生可能であるにもかかわらず

あ 行 
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可燃ごみとして焼却処分されている状況をうけ、平

成 20年度（2008年度）から実施。 

【自動車ＮＯｘ・ＰＭ法】 

大気汚染の厳しい大都市地域を対策地域(窒素酸化

物対策地域、粒子状物質対策地域)に指定して、各

種施策(自動車から排出される窒素酸化物および粒

子状物質に関する総量削減基本方針・総量削減計

画、車種規制、事業者排出抑制対策等)を実施する

ことにより、大気汚染を改善するもの。(対策地域

において、二酸化炭素については大気環境基準を平

成 22年度（2010年度）までにおおむね達成するこ

と、浮遊粒子状物質については平成 22年度（2010

年度）までに自動車排出粒子状物質の総量が相当程

度削減されることにより、大気環境基準をおおむね

達成することを目標としている。) 

【循環型社会】 

ごみをなるべく出さずに、物質資源の再使用や廃棄

物の再利用で、天然資源の消費量を減らし、環境負

荷をできるだけ少なくした社会。従来の「大量生

産・大量消費・大量廃棄型社会」に代わり、今後め

ざすべき社会像として、平成 12年(2000年)に「循

環型社会形成推進基本法」が制定された。 

【省エネ】 

省エネルギーの略語。使用するエネルギーをより少

なくして、同じ効果を得ること。昭和 54年(1979

年)に「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省

エネ法)」が制定され、その中で「エネルギーを使用

する者は、～中略～エネルギーの使用の合理化に努

めなければならない」とあり、エネルギーを使用す

る事業者に省エネに取り組むことを求めるととも

に、国民の理解と協力を求めている。 

【食品ロス】 

本来食べられるにもかかわらず捨てられている食

品。食品廃棄物のうち、食べ残しや賞味期限切れに

伴い廃棄されたものなど。 

【水素イオン濃度(ｐＨ)】 

溶液中の水素イオンの濃度を言い、酸性やアルカリ

性の程度を示す指標。ｐＨ７を中性、それ以上はア

ルカリ性、それ以下は酸性を示す。河川水は通常 

ｐＨ5.8～ｐＨ8.5を示すが、汚染や植物プランク

トンの光合成等の要因により酸性にもアルカリ性に

もなる。 

【生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)】 

水中の有機物が微生物の働きによって分解されるとき

に消費される酸素の量。河川の有機汚濁を測る代表的

な指標で、数値が大きいほど水質汚濁が著しいことを

示す。 

【生物多様性】 

長い歴史の中で様々な環境に適応して変化し、多様

な生き物が生まれてきたが、これらの生命は一つひ

とつに個性があり、直接又は関節的に支え合って生

きている。こうした考え方から生まれた生き物たち

の豊かな個性とつながりのことで、様々な生き物が

いる「種の多様性」、同じ種の中の「遺伝子の多様

性」、動物、植物、微生物などがおりなす「生態系

の多様性」の 3つのレベルの多様性がある。 

【剪定枝】 

樹木を剪定した枝のこと。 

た 行 

【ダイオキシン類】 

ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(ＰＣＤＤ)、ポ

リ塩化ジベンゾフラン(ＰＣＤＦ)およびコプラナー

ポリ塩化ビフェニル(Ｃｏ‐ＰＣＢ)の総称。その発

生源は廃棄物焼却のほか、燃焼工程を持つ製造業、

農薬の不純物、ＰＣＢ製品等が指摘されている。 

【窒素酸化物(ＮＯｘ)】 

一酸化窒素(ＮＯ)や二酸化窒素(ＮＯ₂)な

ど窒素酸化物(ＮＯｘ)の総称。主に化石燃

料の燃焼に伴って発生し、その発生源とし

ては工場のボイラーなどの固定発生源や自

動車などの移動発生源がある。窒素酸化物

は、酸性雨や光化学オキシダントの原因物

質となる。 

【低公害車】 

電気自動車、天然ガス自動車、燃料電池自動車、メ

タノール自動車、ハイブリッド自動車および低燃費

かつ低排出ガス認定車をいう。 

【電気のＣＯ２排出係数】 

電気によるＣＯ２排出量を算出するときに用いる数

値。電気を使用する機器は直接ＣＯ２を排出しない

が、その電気を作っている発電所でＣＯ２を排出して

いる。家庭や事業所等での電気の使用によるＣＯ２

の排出量は、「電気使用量」に電気を供給する電力

会社が算出する「排出係数」を乗じて算出してい
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る。排出係数は、電力会社の火力、原子力、水力等

といった発電方法の割合によって異なり、毎年変動

する。豊中市の場合は関西電力㈱の数値を使用。 

【電力の自由化】 

平成 28年（2016年）4月 1日以降、電力の小売業

への参入が全面自由化され、家庭や商店も含む全て

の消費者が、電力会社や料金メニューを自由に選択

できる。 

【透水性舗装】 

雨水を多孔質な表層から路盤、路床に透水保水させ

る舗装。雨天時の歩行快適性の向上、地下水の涵養

のほか、間隙水の蒸散による路面温度上昇の緩和等

の効果がある。 

【豊肥(とよっぴー)】 

豊中市の学校給食から排出される生ごみと街路樹等

の剪定
せんてい

枝を緑と食品のリサイクルプラザで堆肥
た い ひ

化し

て作る土壌改良材。これを使って育てた野菜を学校

給食の食材の一部として提供するなど、食の循環の

輪が形成されている。 

【豊中アジェンダ２１】 

市民･事業者･行政が「協働」と「パートナーシッ

プ」により推進する行動計画で、豊中市における

「ローカルアジェンダ２１」に位置づけられてい

る。行政計画である「豊中市環境基本計画」と両輪

となって環境への取組みを進めるための計画。平成

11年(1999年)3月に策定、平成 17年(2005年)6月

改定、平成 23年(2011年)6月に「第２次アジェン

ダ２１」を策定、現在は、平成 30年(2018年)に策

定した「第３次アジェンダ２１」。 

【豊中エコショップ制度】 

廃棄物の発生抑制や再資源化等の環境に配慮した取

組みを行っている豊中市内の店舗等を「豊中エコシ

ョップ」として豊中エコショップ制度運営協議会が

認定し、事業者の環境への意識の高揚を図るととも

に、市民に事業者の取組みについて周知すること

で、廃棄物の減量等をよりいっそう推進することを目

的に平成25年(2013年)5月 20日に創設。 

【豊中市一般廃棄物処理基本計画】 

「廃棄物処理法」および「廃棄物の減量および適正

処理等に関する条例」にもとづき、循環型社会の構

築に向けて豊中市が取り組む基本施策と、市民・事

業者・行政が取り組むべき基本方針を定めた計画。

第４次計画は平成 29年度(2017年度)に策定され、

令和 9年度(2027年度)を最終目標年度とし、平成

28年度(2016年度)比でごみの焼却処理量 8％削減

を目標としている。 

【豊中市環境基本計画】 

平成 7年(1995年)10月に制定された豊中市環境基

本条例にもとづき、市のめざす目標と施策の枠組み

を示す計画。「第３次豊中市環境基本計画」は平成

29年度(2017年度)に策定し、令和 9年度(2027年

度)までの 10年間を計画期間とし、市民・事業者・

行政のパートナーシップのもとで総合的に環境問題

に取り組むこととしている。 

【豊中市環境審議会】 

学識経験者・市民・事業者・市民団体などで構成さ

れており、環境基本計画に関することや、環境の保

全および創造に関する基本的事項を調査審議する市

長の附属機関である。 

【豊中市地球温暖化対策実行計画】 

平成 11年(1999年)に施行された「地球温暖化対策

の推進に関する法律」にもとづき、市の事務・事業

から排出される温室効果ガス排出量削減計画を定め

た計画。第４次計画を平成 29年度(2017年度)に策

定し、令和 9年度(2027年度)を目標年度とし、平成

25年度(2013年度)比35.4％削減に向けた対策を進め

ることとしている。 

【豊中市地球温暖化防止地域計画・チャレンジ －
マイナス

70プラン】 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」「豊中市環

境の保全等の推進に関する条例」にもとづき、平成

19年(2007年)11月に策定。平成 29年度(2017年

度)に第２次豊中市地球温暖化防止地域計画・チャ

レンジ －
マイナス

70プランを策定し、市民１人あたり温室

効果ガス排出量を平成 2年度(1990年度)比で令和 9

年度(2027年度)までに 32.1％削減する目標を設

定。 

【豊中市みどりの基本計画】 

平成11年(1999年)5月に策定された「都市緑地法」に

もとづく、豊中市内の緑地の保全および緑化の推進

に関する基本計画。平成 27年度(2015年度)から 3

年かけて見直しを行い、平成 29年度(2017年度に、

第２次豊中市みどりの基本計画を策定した。 

【とよなか市民環境会議】 

豊中市において平成 8年(1996年)に、市民・ＮＰ

Ｏ法人・事業者・行政が互いに協力し、地球環境を

守るために発足した、市長を会長とするパートナー
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シップ組織であり、平成28年(2016年)に 20周年を

迎えた。平成 19年度(2007年度)に、市域で積極的

に環境活動に取り組む市民団体や事業者を表彰する

「とよなかエコ市民賞」を創設したほか、市民・事

業者・行政の行動計画である「豊中アジェンダ２

１」を策定している。 

【豊中市立ｅＭＩＲＡＩＥ環境交流センター】 

環境情報サロンとリサイクル交流センターを統合

し、平成 25年(2013年)4月にオープンした施設。

「ＮＰＯ法人とよなか市民環境会議アジェンダ２

１」が指定管理者として運営しており、地球環境の

保全などに関する活動や教育のための交流の場とし

て、情報の提供やイベントの開催などが行われてい

る。平成 27年度(2015年度)からネーミングライツ

事業により、愛称が「豊中市立ｅＭＩＲＡＩＥ環境

交流センター」となった。 

な 行 

【二酸化いおう(ＳＯ２)】 

大気汚染物質のひとつ。いおう分を含む石炭や石油

など化石燃料の燃焼により生じ、呼吸器疾患などを

引き起こす。四日市ぜんそくなどの公害病の原因物

質として知られているほか、酸性雨の原因物質とも

なる。 

【二酸化炭素(ＣＯ２)】 

動物の呼吸や、石油、石炭などの化石燃料の燃焼に

よって発生する気体。炭酸ガスともいう。大気の一

成分であり、それ自体は有害ではないが、地上から

放出される熱を吸収し、地球外に熱が逃げにくくな

る働きがあるため、その濃度が高まると地球温暖化

を招く。 

【熱帯夜】 

夕方から翌日の朝までの最低気温が摂氏25度以上に

なる夜のこと。このような日は夜間でも非常に暑く寝

苦しいので、暑さを表す指標として用いられている。 

は 行 

【バイオマスプラスチック】 

再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除い

たもの。 

【廃棄物減量等推進員】 

市民の自主的活動を通じて、地域に密着したごみの

減量、再資源化を推進する目的で、平成 5年度

（1993年度）より設置された廃棄物減量等推進員

制度の委員。地域の自治会等からの推薦や、市民公

募の人で構成されており、市と地域のパイプ役とし

て、推進員会議・研修会への出席、ごみ分別の出前

講座等への参加のほか、ごみステーションでの分別

周知活動、ごみ減量計画推進に関する活動などを行

っている。 

【パートナーシップ】 

市民・ＮＰＯ法人・事業者・行政などが、自分たちの

役割や責務を自覚することを通じて築いていく、協

力関係のこと。 

【揮発性有機化合物(ＶＯＣ)】 

揮発性があり大気中でガス状となる有機化合物の総

称で、浮遊粒子状物質および光化学オキシダントの

原因物質の一部。塗料、印刷インキ、接着剤、洗浄

剤等に含まれ、トルエン、キシレン、酢酸エチルな

ど多種多様な物質が含まれる。 

【ヒートアイランド(現象)】 

都市部にできる局地的な高温域のことで、冷房など

の空調排熱、コンクリートとアスファルト面の増大

による蓄熱量の増加などにより温度が上がる現象。

緑地、水面の減少による蒸散効果の減少も要因のひ

とつ。気温の分布図を描くと高温域が都市を中心に

島状に分布することからこのように呼ばれるように

なった。 

【ヒートショック】 

急激な温度変化によって血圧が大きく変動すること

で起こる健康被害。室内での温度差が大きくなる冬

季に多く発生し、脳卒中や心筋梗塞、失神などを起

こすことがある。 

【ビオトープ】 

ドイツ語の生物を意味するｂｉｏと場所を意味する

ｔｏｐの合成語で、野生生物が共存共生できる生態

系を持った場所。近年では、都市その他の地域の植

物、小動物、昆虫、鳥、魚などが共生できる生物生

息空間を保全、創出または復元した場所としてとら

えられるようになっている。 

【北摂地域におけるマイバッグ等の持参促進およびレ

ジ袋削減に関する協定】 

平成 30年（2018年）4月に 9事業者(スーパー)と

北摂 7市 3町(豊中市、池田市、吹田市、高槻市、

茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢

町)は、日常の生活や事業活動における環境負荷の

軽減に向け、ごみの発生抑制および温室効果ガス
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(二酸化炭素)の排出削減を図るため締結した協定。

平成 31年（2017年）4月に 3事業者が新たに加わ

った。 

ま 行 

【マイバッグ(運動)】 

プラスチックごみの発生抑制や省資源を目的に、買

い物袋を持参し、レジ袋を受け取らずに買い物をし

ようという運動。 

【窓断熱】 

断熱機能を持たせた窓のこと。「断熱」とは、窓
を通じて伝わる熱の量を小さくすること。伝わる
熱の量が小さい窓は、夏に室温を上がりにくく
し、冬は下がりにくくなる。 

【みどり率】 

公園樹・街路樹などの樹林地、草地、農地、宅地内

の緑(屋上緑化を含む)や、河川などの水面面積の合

計が市域全体の面積に占める割合で、豊中市が独自

に設定した指標。 

や 行 

【有害大気汚染物質】 

「大気汚染防止法」で、大気中に低濃度であっても

長期間に渡ってばく露することにより健康影響が生

ずるおそれのあると指定された物質。現在、248物

質が指定されており、さらにそのうち健康リスクが

高く優先的な排出抑制の取組が必要な物質(優先取

組物質)として 23物質が指定されている。その中で

5物質に環境基準が課せられている。 

【余剰電力】 

発電した電力のうち、自家消費した分を差し引いた

残りの電力のこと。 

ら 行 

【リデュース「発生抑制」、リユース「再使用」、リサイクル「再生利

用」】 

「３Ｒ」ともいう。廃棄物をできるだけ出さない社会を

つくるための基本的な考え方。平成 12年(2000年)に制

定された「循環型社会形成推進基本法」では、廃棄物処

理やリサイクルの優先順位を(1)リデュース(2)リユース

(3)リサイクルとし、さらに(4)熱回収(サーマルリサイ

クル)(5)廃棄物の適正処理としている。 

【緑被率】 

樹林地、農地、公園緑地などみどりで覆われた土地

(緑被地)の面積を、地域の行政面積で除した割合。 

豊中市では、樹林･樹木に覆われた土地の割合を緑

被率と定義している。 

わ 行 

【ワンウェイプラスチック】 

使い捨てのプラスチックのこと。 

数字・アルファベット 

【ＣＯＯＬ
ク ー ル

 ＣＨＯＩＣＥ
チ ョ イ ス

】 

省エネルギー型の製品やサービスを選んだり、温室

効果ガスの排出の少ない行動を実践するなど、あら

ゆる場面において温室効果ガスの削減に資する「賢

い選択」を促す国民運動。 

【ＮＰＯ
エヌピーオー

】 

「Nonprofit Organization(ノンプロフィット・オー

ガニゼーション)」の略で、日本語では「民間非営

利活動組織」と呼ばれている。平成10年(1998年)に

は「特定非営利活動促進法(ＮＰＯ法)」ができ、法

人として認められるようになった。活動分野は「福

祉・保健」「教育」「環境」「文化」「人権」「国

際協力」「消費」など。 

【ＮＰＯ法人とよなか市民環境会議アジェンダ２１】 

平成 8年(1996年)に発足した「とよなか市民環境

会議」のワーキンググループから「とよなか市民環

境会議アジェンダ２１」として自立し、平成 15年

(2003年)にＮＰＯ法人格を取得した組織。 

【ＰＤＣＡ
ピーディーシーエー

サイクル】 

計画(Ｐｌａｎ)を立てて、実施(Ｄｏ)した結果を、

点検(Ｃｈｅｃｋ)し、見直す(Ａｃｔ)、継続的改善

を目的とした仕組み。 

【ＰＭ
ピーエム

2.5(微小粒子状物質)】 

大気中に浮遊している 2.5μm以下の小さな粒子。

肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系および循環器

系への影響が懸念されている。 

【ＳＤＧｓ
エスディージーズ

】 

平成 27年（2015年）に国連サミットで採択された

持続可能な開発目標（Sustainable Development 

Goals）のことで、2030年（令和 12年）を期限と

する、先進国を含む国際社会全体の 17の開発目標

とそれを実現するための 169のターゲットのこと。

「誰一人取り残さない」社会の実現をめざし、経

済・社会・環境をめぐる広範な課題への統合的に取

組み。 
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