




は じ め に 

本市では、人の営みと自然が調和した環境への負荷

の少ない持続的発展が可能な社会を構築するため、

「東大阪市環境基本条例」に基づき平成15年 4月に

「東大阪市環境基本計画」を策定し、「みんなでつく

る環境文化都市・東大阪」という環境理念を掲げ、そ

の実現をめざし各種環境施策に取り組んできました。

また、平成19年 4月には社会情勢の変化に対応する

ための見直しを行い、施策の充実なども図りました。 

しかし、新たに、地球温暖化の進行や生物多様性の減少など、私たちだけではなく、

将来世代の生存を脅かすような問題が顕在化し、早急な対応が求められております。 

このような状況のもと、基礎自治体として、問題を解決し、豊かな環境を保全しなが

ら、将来に引き継いでいくためには、市民、事業者、民間団体、行政の各主体が、環境

に対する自らの責任を自覚するとともに、それぞれの立場に応じた役割分担のもと、協

働して環境負荷の低減に努めなければなりません。 

このような考え方から、「第2次環境基本計画」は、各主体や市域の特性に応じた計画

となるよう市民懇談会を開催し、皆様からご意見をいただき平成２３年３月に取りまと

めました。しかしながら、計画策定から５年が経過し、策定当時と比べ社会を取り巻く

状況や環境に関する行政課題が変化しています。今回、「みんなで引き継ぐ豊かな環境創

造都市・東大阪」の環境理念のもと、行政が実施する施策及び事業について、より効果

的に計画目標を達成するために実施方法、評価方法を中心に本計画の中間見直しを実施

しました。皆様におかれましては、これまでと同様にご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

結びに、本計画の策定及び中間見直しにあたり、ご意見やご提言をいただきました皆

様並びに東大阪市環境審議会、同専門委員会の委員の皆様に厚くお礼申し上げます。 

平成 2９年3月 

東大阪市長 
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第 1章 計画の基本的な考え方 

第 1節 計画策定の背景 

本市では、平成 15 年 4 月に「東大阪市環境基本条例」に基づき、「東大阪市環境基本計

画」（以下「旧計画」という。）を策定し、平成22年度までを計画期間として、「みんなでつ

くる環境文化都市1・東大阪」をめざし、各種環境施策に取り組んできました。 

また、平成18年度には、社会情勢の変化に対応するための見直しを行い、ISO140012に

よる環境施策の目標管理の位置づけ、市民、事業者、民間団体との協働のあり方の明確化、

地球温暖化3をはじめとする地球環境問題4に関する施策項目の充実などを図り、さらなる取

組を進めてきました。 

一方、この7年間で国における環境政策は大きく変化してきており、「第三次環境基本計画」

や京都議定書5の発効、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律（環

境教育推進法）」や「特定外来生物による生態系などに係る被害の防止に関する法律（外来生

物法）」、「生物多様性基本法」の制定など、新たな施策対応が求められています。 

また、ロハス6やエコツーリズム7など、環境に配慮した豊かなライフスタイルを求める人々

の増加や、CSR8など企業の環境配慮への意識変革、アスベスト9や有害物質などに対する安

全・安心への国民的関心の高まりなど、環境に対する人々の関心は変化してきています。 

さらに、平成 22 年 3月に策定した「東大阪市第 2次総合計画後期基本計画」（以下「後

期基本計画」という。）や、府の「環境総合計画」なども踏まえつつ、市民・事業者・民間団

体・行政の協働のもと、広範多岐にわたる環境問題に、効果的に取り組めるよう第2次環境

基本計画を策定しました。 

1 環境文化都市：環境に配慮した事業活動や日常生活が習慣として定着している都市。 
2 ISO14001：ISO（国際標準化機構(International Organization for Standardization)）が策定した環境マネジメントシステム

の国際規格。 ISO14001 以外に環境マネジメントシステムの規格としては、エコアクション 21 や KES などがある。 
3 地球温暖化：大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスは、地表面から宇宙へ放出される赤外線を吸収する性質をもち、

この作用によって地表の気温が保たれている。人間活動による二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、フロンなどの温室効

果ガス濃度の増加は地球の温暖化をもたらし、その結果、気候の変化、海面水位の上昇などが生じ、農業生産の地域

特性が変化したり、低地が水没したり、地球各地の自然生態系が変化するなど環境及び社会経済に大きな影響を及ぼ

すことになると懸念されている。 
4 地球環境問題：地球温暖化やオゾン層の破壊、森林の減少、酸性雨、海洋汚染、有害廃棄物の越境移動、野生生物の

種の減少、砂漠化、開発途上国などの公害など地球規模で生じ、人類社会の存続を揺るがしている環境問題のこと。 
5 京都議定書：温室効果ガス削減を目的とし国際的に法的な拘束力を持った議定書で、1997 年に京都で開催された第 3

回気候変動枠組条約締約国会議（COP3）において採択され 2005 年に発効。地球温暖化の原因であるとされる温室効

果ガスのうちの 6 種類について、1990 年を基準とした削減率を国別に定め、一定の約束期間内に目標値を達成するこ

とが定められた。 
6 ロハス：健康と持続可能性の（あるいはこれを重視する）ライフスタイルの意味。Lifestyles Of Health And Sustainability

の略。LOHAS。 
7 エコツーリズム：環境や社会的なものまで含めての生態系の維持と保護を意識し、地域社会の発展への貢献を考慮し

たツーリズム（旅行、リクリエーション）の意味。 
8 CSR：企業の社会的責任の意味。Corporate Social Responsibility の略。 
9 アスベスト：天然に産する鉱物繊維のことをいい、耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などに優れ、建設資材、電気

製品、自動車、家庭用品など様々な用途に広く使用されてきたが、空中に飛散したアスベストを吸入することにより、肺

がんや中皮腫などの病気を引き起こす恐れがあるといわれ、現在では使用禁止、除去工事などの規制が行われてい

る。
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第 2節 計画の基本的事項 

1 計画の役割・位置づけ 

本計画は、「東大阪市環境基本条例」第 8 条に規定する計画であり、東大阪市第 2 次総合

計画に示す将来都市像の実現に向けた、本市の環境行政の基本事項としての性格を有するも

のであり、その役割、位置づけは以下のとおりです。 

【役割】 

【位置づけ】 

10 環境配慮促進法：事業活動による環境保全についての配慮が適切になされることを確保するため、環境報告書の作成

及び公表を求めるもの。正式名称を「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促

進に関する法律」という。 

東大阪市における環境政策・施策動向など 国における環境政策・施策動向など 

H19.7 地球温暖化対策実行計画【事務事業編】

H17.2 京都議定書の発効 

H15.10 環境教育推進法施行 

H17.4 環境配慮促進法 10施行 

H17.10 外来生物法施行 

H15.4 環境基本計画策定 

H19.4 環境基本計画の見直し 
・環境施策の目標管理（ISO14001の活用） 
・三者協働の施策のあり方の具体化 
・温暖化対策をはじめとする施策項目の充実 

H18.3 ISO14001 認証取得

H20.6 生物多様性基本法施行 

H21.4 緑の経済と社会の変革 

H15～ 環境家計簿事業

H22.3 地球温暖化対策実行計画【区域施策編】

H22.4 環境経済成長ビジョン 

H22.1 チャレンジ 25 キャンペーン開始 

【府】 

東大阪市第 2次総合計画

【国】 

① 環境の保全及び創造に関する施策を、中長期的な観点から総合的かつ計画的に推進する

ための計画 

② 他の計画の策定及び施策の実施に際し、環境面において整合が図られるべき計画 

③ 市民生活や事業活動に際し、環境面において尊重されるべき基本的な指針 

基本構想 

後期基本計画（H22.3） 

東大阪市第 2次 

環境基本計画 

第三次環境基本計画 環境総合計画

環境面に

おいて整合
東大阪市環境基本条例 ・東大阪市一般廃棄物処理（ごみ）

基本計画 

・東大阪市みどりの基本計画 

・東大阪市景観形成基本計画 

・その他、各種行政計画 

大阪府環境基本条例環境基本法

整合

連携

整合

連携 連携

H18.4 第三次環境基本計画 

H20.4 豊かな環境創造基金の創設

H22.3 第 2 次総合計画後期基本計画
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2 計画の期間 

本計画の期間は、後期基本計画の目標年次との整合を図るため、平成23年（2011年）

度から平成32年（2020年）度までの10年間とします。 

ただし、長期的な目標（将来像）も必要であり、平成62年（2050年）度を見据えた計

画にします。 

3 計画の対象としている環境の範囲 

本計画の対象とする環境の範囲は、生活環境から地球環境まで、できるだけ広く捉え、そ

れぞれ重複している面もありますが、生活環境、自然環境、都市環境、循環型社会、地球環

境の5つの側面から環境の範囲を設定します。 

4 計画の対象者 

本計画は、東大阪市民、市内の事業者・民間団体、東大阪市、さらには市外からの通勤・

通学者など市内に来訪するすべての人や事業者を対象にします。 

5 計画の対象地域 

本計画の対象地域は東大阪市域とします。 

生活環境 

大気汚染、悪臭、 

水質汚濁、騒音、 

振動、有害化学物質、

土壌・地下水汚染 

など 

自然環境 

緑 

水辺 

身近な生物 

（植物・動物） 

循環型社会 

廃棄物発生抑制 

資源の循環的利用 

廃棄物適正処理 

地球環境 

地球温暖化 

オゾン層の破壊 

酸性雨 

都市環境 

歴史環境 

文化的環境 

景観 

公共空間 
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6 計画策定にあたって基本となる視点 

本計画は、旧計画の現状と課題を踏まえ、旧計画の基本理念や方向性を継承しつつ、以下

の視点に基づき策定しました。 

①持続可能な環境づくり（次代への継承：世代間の公平性）

環境は、私たち今を生きる世代だけのものではなく、将来の世代も等しくその恵みを

享受すべきものです。しかしながら、化石燃料などの大量消費による地球温暖化などの

気候変動、資源の枯渇、化学物質による遺伝的影響など、今日の環境問題は、将来の世

代の環境にまで大きな影響を与えるほど深刻化しています。 

このため、本計画では、将来の世代の立場に立った、持続的発展が可能な環境づくり

をめざします。 

②循環型社会11・経済システムの実現 

自然の物質循環を損なうことによる環境の悪化を防止するため、生産・流通・消費・

廃棄などの社会経済活動すべてを通じて、資源やエネルギーの面でより一層の循環・効

率化を進め、廃棄物の発生抑制や適正処理などを図るなど、環境への負荷12をできるだ

け少なくし、循環を基調とする社会・経済システムの実現をめざします。 

③自然との共生（生物多様性13の維持・向上：生命間の公平性） 

自然の摂理に反した人為的影響で生物種を絶滅に追い込むことは、生態系14によって

支えられている私たち人類の存在基盤を脅かすとともに、環境倫理的にも許されること

ではありません。 

このため、本計画では、私たち人類の都合ばかりを優先するのではなく、他の生き物

との共存を考慮し、生物多様性の維持・向上をめざします。 

11 循環型社会：廃棄物などの発生抑制、エネルギーの有効利用、循環資源の循環的な利用及び適正な処分が確保され

ることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。 
12 環境への負荷：人間の活動が環境に与える悪影響。環境基本法では、第 1 条第 1 項において、「環境への負荷」とは、

人の活動により環境に与えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものと定義されてい

る。汚染物質などが排出されることによるもの以外にも、動植物などの自然物が損なわれることによるもの、自然の景

観が変更されることによるもの、また、二酸化炭素のように徐々に蓄積して支障を招く可能性のあるものも含まれてい

る。 
13 生物多様性：生態系、種、遺伝子の 3 つの多様性を包含したもので、様々な生物が相互の関係を保ちながら、本来の

生息環境の中で繁殖を続けていける状態。 
14 生態系：地域にすむすべての生物とそれらを取り囲む環境をまとめて、そこでの食物連鎖などに伴う様々な物質（炭

素・窒素などの栄養物質など）やエネルギー（太陽エネルギーがもとになっている）の流れによって複雑に結ばれた体

系として捉えたもの。 
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④広域的な関わりの健全化（地球環境保全：地域間の公平性）

環境から受ける資源などの恵みや環境へ与える廃棄物などの負荷についての地域間の

関わりの広域化・増大化が、結果として環境問題を引き起こしたり、問題を間接化・複

雑化している今日、環境から受ける恵みを地域間で等しく享受できるよう、地域間の関係

を健全なものにする必要性が高まっています。 

このため、本計画では、広く地球環境も視野に入れた他の地域との関わりの健全化を

めざします。 

⑤総合的な環境への取組の推進

今日の環境上の問題を解決するためには、従来の公害対策のような課題への個別対応

から、環境を総体としてよりよいものとするための本質的・抜本的な取組への転換が必

要とされています。 

このため、本計画では、本市におけるこれからの環境づくりに関連する、あらゆる分

野、主体の取組を統合し、総合的な環境政策を推進します。 

⑥すべての主体の参加と協働・連携（パートナーシップ15：主体間の対等性） 

大量生産・大量消費・大量廃棄といった私たちの社会経済活動そのものが環境問題の

原因となっている今日、その解決のためにはライフスタイルの変革など、社会の構成員

のすべてが環境に配慮した行動を実践する必要があります。また、まちづくりにおいて

も主体間の協働・連携が必須条件となりつつあります。 

このため、本計画では、市民・事業者・民間団体・行政などすべての主体の参加と協

働・連携のもとでの環境づくりをめざします。 

⑦地域の創意工夫による取組の推進

我が国においては、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる

活気に満ちた地域社会の構築に向け、地域主権の取組が進められており、環境分野にお

いても、地域の特性を活かした地域主権の確立が必要です。本市においては、各地域に

おいて、市民や事業者、民間団体などの創意工夫による様々な取組が進められているこ

とから、本計画においては、地域が持つ強みや個性を存分に発揮できる取組をさらに推

進します。 

  7 計画の中間見直し 

    平成 28 年４月で本計画策定後５年を迎え、策定当時に比べ、社会を取り巻く状況や環

境課題が変化していることから、平成２８年度に本計画の中間見直しを行いました。中間

見直しにおいては、本計画の基本的な考え方は維持しながら、行政が実施する一部施策の

見直しや事業の整理を中心に東大阪市環境審議会の意見を伺いながら実施しました。また、

見直しに伴いグラフ等のデータは、更新できるものは最新のデータに更新しております。

15 パートナーシップ：様々な違った立場の組織や人が自らの責任と役割を自覚し、互いの立場を尊重しながら共通の課題

に取り組むための協力関係で結ばれること。 
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第 3節 東大阪市の概況 

1 地理的条件 

（1）位置・面積 

本市は河内平野のほぼ中央部に位置し、西は大阪市、

南は八尾市、北は大東市と接し、東は生駒山地で奈良

県と境を接しています。 

面積は61.81km2となっています。 

（2）地形・水系 

市域の地形は、東部に生駒山をもつ生駒山地と小扇

状地があり、西方は大阪平野が広がっています。生駒

山頂は海抜 642.27m、平野部は標高 5～6m 前後と

なっています。 

本市の北部には淀川水系の一つである寝屋川が流れ、南からは恩智川、第二寝屋川、

長瀬川などの緩流河川などが流れ込んでいます。 

（3）気候・気象 

本市の気候は比較的温暖で、年間平均気温は 16.7℃、年間降水量は 1,278.5mm、

年間日照時間は2,161.3h となっています。（平成2６年大阪管区気象台調べ） 

（4）地質・土壌16

植生などの基礎的条件となる地質・土壌についてみると、平野部は 3～6 世紀にかけ

ては入海で、旧大和川からの土砂の堆積があり、しだいに平地になってきたものです。

16 土壌：地表に近い有機物を含んだ土のことで、植物の育成、水の涵養など地球上の物質循環上重要な機能を有してい

る。生成には長期の年月を必要とすることから、保全の必要が高まりつつある。 

市域の河川など 

本市の位置 

京都府 

兵庫県

奈
良
県

和歌山県 

大阪市 

堺市 

八尾市 

大東市 

東大阪市
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2 社会的条件 

（1）成り立ち ～都市形成の変遷～ 

① 古代～近世 

本市の歴史は今から数万年前の旧石器時代に始まります。奈良時代には河内平野の北部

は、日下の江と呼ばれて万葉集にも歌われ、南北朝から室町時代にかけては、幾多の戦闘

が繰り広げられました。江戸時代には代官や旗本の支配地になり、宝永元年（1704年）

大和川流路は西に付け替えられて新田が整備されました。 

② 近代 

明治に入ると河内国は河内県・堺県を経て大阪府となり、19 ヵ村に統合されました。

また、市域の郡制も、中河内郡として統一されました。 

大正 3年に生駒トンネルが完成し、大阪電気軌道（現近鉄奈良線）が開通しました。こ

の頃野菜、花など都会向け作物がつくられ始めるとともに軽工業が進出し、近郊住宅地と

しても注目されるようになりました。 

③ 現代 

戦後混乱期を過ぎると、大阪市を核とする都市機能の中に組み込まれ、商業、工業、住

宅の適地として急激に変容し始め、その後の経済の高度成長により人口の急速な集中と市

街化が進みました。 

昭和 42年に広域行政の必要性が痛感され、布施、河内、枚岡の3市合併により東大阪

市が誕生しました。 

経済の高度成長期には、機械金属関連産業やプラスチック製品製造業を中心とした産業

が発展するに伴い、住工混在地域が急速に拡大したため、昭和 40 年代以降深刻な公害問

題が生じました。 

近畿圏整備法などに基づく近畿圏整備や万国博覧会などを契機とする大阪中央環状線や

国道 308 号などの幹線道路の整備と相まって多くの流通業務施設が立地するようになり

ました。 

近年では、バブル経済の崩壊以降、事業活動は経営者の高齢化と後継者難なども加わり

低迷傾向が続いています。 
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（2）人口 

本市の人口は約50万4千人、世帯数は約22万世帯（平成2６年10月 1日）であり、

昭和59年人口約52万6千人をピークに、平成2年以降は51万人台で推移していまし

たが、平成19年に50万人台となりました。 

平均世帯規模は2.２８人で、全国的趨勢と同様に核家族化が進んでいます。通勤・通学

流動人口においては、他の衛星都市に比べ、市内で従業・通学する人の割合が高いことが

注目されています。 

人口及び世帯数の推移

将来人口は、後期基本計画では、平成32年（2020年）に約48万4千人まで減少す

ると見込まれています。 

東大阪市の将来人口 

出典：東大阪市第 2次総合計画後期基本計画 
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（3）産業 

産業の特色は、製造業の比重が高いこと、産業拠点としての機能が高いこと、中小企業の

割合が高いことが挙げられます。 

製造業は、多種多様な業種が高密度に立地し、それらの企業間には機能的・有機的な分業

体制が確立されており、相互に活用することで、多品種少量生産や短納期を実現する一方、

自社技術の研さんに特化することが可能となり、高い技術力を誇っているということが特徴

です。 

商業では、卸売業が活発です。約4分の3は都心部の過密化に伴い移転してきた事業所で、

本社機能を有する商店数は約3分の2となっています。また、地域別仕入先、地域別販売先

ともに府内が約3分の2を占めています。小売業は近年小規模店舗が頭打ち傾向にある一方、

大型店舗はシェアを拡大しています。 

農業に関しては農家数、経営耕地面積とも減少を続けていますが、都市近郊農業の特色を

活かしつつ比較的安定した形態を示しています。 

産業（大分類）別従業者割合 

出典：平成 18 年事業所・企業統計調査 

従業者規模別事業所数、従業者割合 

出典：平成 18 年事業所・企業統計調査 
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（4）土地利用の状況 

地目別面積では市街地 66.2％、普通緑地177.0％、農地 3.8％、山林 16.7％などとなっ

ています。（平成22年 10月現在） 

土地利用の状況 

市域全域が都市計画区域で，そのうち80.6％が市街化区域となっています。用途地域別面

積では住宅系用途地域が 59.8％、商業系用途地域が 12.1％、工業系用途地域が 28.1％と

なっています。（平成26年 4月現在） 

用途地域指定面積 

17 普通緑地：公園・運動場・遊園地、社寺敷地・公開庭園、学校、墓地の総称。 

出典：東大阪市統計書 

出典：東大阪市統計書 
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第 4節 東大阪市の環境の概況 

1 生活環境 

（1）大気環境 

本市における大気汚染の主な原因は、固定発生源である市域内に点在する中小企業な

どの工場・事業場からの汚染物質の排出と、移動発生源である市内を縦横に貫通してい

る幹線道路や高速道路を利用する自動車からの排出ガス及び、臨海地域などの他地域か

らの汚染物質の流入が考えられます。 

本市では、大気汚染を防止するため、工場・事業場に対して、「大気汚染防止法」、「大

阪府生活環境の保全等に関する条例」並びに「東大阪市生活環境保全等に関する条例」

に基づき、規制・指導を行っています。 

自動車排出ガス対策としては、自動車使用の自粛対策として、毎月 20 日の「ノーマ

イカーデー」を推進するとともに、低公害車18普及啓発などを推進してきました。市の

率先行動として、平成3年度より公用車に低公害車を導入、平成11年 10月には、「東

大阪市公用車の購入及び使用に関する環境対策要綱」を施行し、低公害車の積極的な導

入を推進してきました（平成 21 年度末現在 116 台の低公害車を保有）。なお、「東大

阪市公用車の購入及び使用に関する環境対策要綱」については、平成21年度に廃止し、

そのかわりとして「東大阪市環境物品等調達基準」に基づき、公用車に低公害車を導入

することとしています。 

また、平成 22 年度から電気自動車（EV）1 台を導入し、イベント展示や環境教育、

連絡業務等で活用するとともに、あわせて中核市グリーンニューディール（GND）基金

を活用したネットワーク対応の急速充電設備を総合庁舎の地下1階駐車場に設置し、市

民向けに無料開放しています。 

18 低公害車：排出ガスを出さない、あるいはその量が少ない、また騒音・振動も小さいといった公害の少ない自動車のこ

とで、近年は地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量についても着目されている。このうち、クリーンエネルギー

自動車は、電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車など国が定めたものをさす。 
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■主な指標の動向

主な大気汚染物質濃度の推移を見ると、全体的に横ばい若しくは漸減傾向にあります

が、光化学オキシダント19については環境基準を達成しておらず、浮遊粒子状物質20に

ついて年度により短期的評価による環境基準21を達成できないことがあります。また、

平成21年 9月に新たに微小粒子状物質（PM2.5）の大気汚染に係る環境基準が設定さ

れ、平成２７年現在は西保健センター、環境衛生検査センター、旭町庁舎の３局で常時

監視を行っております。 

光化学スモッグ22情報の発令状況を見ると、平成２１年度以降減少傾向にあります。 
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19 光化学オキシダント：工場から排出された窒素酸化物などの一次汚染物質が、紫外線を受けて光化学反応を起こして

発生する物質。 
20 浮遊粒子状物質：大気中に浮遊する粒径 10 マイクロメートル(0.01mm)以下の粒子。 
21 環境基準：環境基本法の第 16 条に基づいて、政府が定める環境保全行政上の目標。人の健康を保護し、及び、生活

環境を保全する上で維持されることが望ましい基準。 
22 光化学スモッグ：大気が安定で、風が弱く日照が強く気温が高いなどの気象条件によって、地表付近の光化学オキシ

ダント濃度が高くなる現象。

大気汚染物質濃度の推移（年平均値） 

※西保健センター局、環境衛生検査センター局、旭町庁舎局の年平均値の平均値です。なお、一酸化炭素データは環境衛生
検査センター局の年平均値です。平成 24 年度の微小粒子状物質データは環境衛生検査センター局の年平均値で、平成

25年度の微小粒子状物質データは西保健センター局と環境衛生検査センター局の年平均値の平均値です。

光化学スモッグ情報の発令状況 
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（2）水環境 

市内を流れる主要河川は、上流域と下流域の高低差が少ないため緩流で、水源の生駒

山西側の急斜面から流れる自然水も降雨時には急流となりますが、常時は少ない水流と

なる地形であることから、自然浄化の乏しい特性を持っています。 

本市は大阪市の隣接都市として発達した産業形態から、西地区を主とする電気メッキ

業及び市内全体に広がる金属製品製造業が数多く存在していますが、それらの工場から

の有害物質や重金属を含む汚水は排水処理設備で処理されてそのほとんどは現在下水道

へ放流されています。 

工場排水規制が進んできた近年では、一

般家庭排水による汚濁負荷が河川の汚れ

の大きな原因となり、その対策として下水

道整備の推進と合わせ、生活排水対策指導

員の育成を進めてきましたが、下水道整備

が進み、生活排水対策地域が大幅に減少し

たことにより、生活排水対策指導員の育成

事業は終了しました。なお、平成２７年度

末時点で、面積整備率で 98.8％、人口普

及率で 99.８％と整備を進めております。 

中河内の東大阪、八尾、柏原3市に共通

する恩智川については、市民団体や企業との協働のもと、水辺環境の改善に向けて、恩

智川環境ネットワーク会議、恩智川クリーンUPなどの取組が進められてきました。 

■主な指標の動向

市内主要河川の水質調査は、3 河川、3 井路水路 10 測定点で行っており、平成 27

年度調査の結果は下図のとおりで、BOD（生物化学的酸素要求量）について、各河川で

環境基準（8mg/L 以下）を達成しました。 

0

2

4

6

8

10

12

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

恩智川（三池橋）

恩智川（南新田橋）

第二寝屋川（巨摩橋）

第二寝屋川（新金吾郎橋）

長瀬川（藤美橋・本流）

長瀬川（藤美橋・側流）

長瀬川（新田橋）

三八水路（緩衝緑地公園北橋）

五箇井路（五箇橋）

六郷井路（西堤新開橋）

（mg/L）

（年度）

下水道の人口普及率の推移 

主要河川・井路水路の水質（BOD）の推移 



14

（3）騒音・振動 

騒音・振動公害は発生源と生活空間との近接に起因しているため、過密な都市構造や

住工混在が随所にみられる本市では、全公害に係る苦情件数の半数を占めるに至ってい

ます。 

これらの発生源には、①工場・事業場、②建設作業、③道路、④鉄軌道、⑤航空機、

⑥その他（生活騒音など）に分類され、「騒音規制法」、「振動規制法」、「大阪府生活環境

の保全等に関する条例」並びに「東大阪市生活環境保全等に関する条例」に基づき、そ

れぞれに応じた対策を進めています。 

しかし、一般家庭の空調機器、ペットの鳴き声などに代表される生活騒音は、その性

格上、法律や条例の規制に馴染みにくいため、関係部局と連携し、啓発パンフレットの

配布などの市民啓発を実施しています。 

■主な指標の動向

道路に面する地域については、市内の主要幹線道路沿道6定点の調査を実施しており、

平成27年度調査の環境騒音は、後背地の騒音レベルは環境基準を満たしているものの、

常時監視路線である 3 路線の道路端における騒音レベルは、昼間 72 デシベル、夜間

66～68デシベルであり、環境基準（昼間70デシベル以下、夜間65デシベル以下）

を満たしておらず、騒音レベルの経年変化をみると、ほぼ横ばい状態にあります。 
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（4）土壌・地盤環境 

本市の地形は、東部には生駒山を持つ生駒山地と小扇状地があり、西には大阪平野が

広がっています。この平野部は 3～6 世紀にかけては入海で、旧大和川からの土砂の堆

積により、しだいに平地になってきたものです。また、旧大和川とその支流がつくりだ

した氾濫原であったため、山ろくを除いて概ね O.P.（大阪湾最低潮位 Osaka Peil：海

抜＋1.3m）2～8mの河川洪水面下の低湿な平坦部でした。 

17～19世紀には地下水の汲み上げが盛んとなり、地下水の過剰採取によって地下水

位が低下し、これに伴い軟弱な粘土層が圧密沈下することにより、地盤沈下が起こりま

した。昭和40年代に記録した年間数十 cmにのぼる地盤沈下地点も、近年は、「東大阪

市生活環境保全等に関する条例」などに基づき、地下水の汲み上げ規制を行っており、

地盤沈下も沈静化を示しています。 

土壌汚染については、メッキ工場や金属の表面処理加工を行う工場からの酸、アルカ

リ、有害物質を含む汚水が地下に浸透して付近の土壌を汚染したりしないよう、「瀬戸内

海環境保全特別措置法」、「水質汚濁防止法」、「土壌汚染対策法」、「大阪府生活環境の保

全等に関する条例」並びに「東大阪市生活環境保全等に関する条例」に基づき、排水規

制・総量規制を行っており、これらの工場からの有害物質や重金属を含む汚水は排水処

理設備で処理されて放流されています。 

■主な指標の動向

市域の地下水採取量は、昭和41年の日量 6万 5千 m3をピークに漸減し、昭和 46

年頃より日量 1 万 m3、昭和 52 年頃より日量 5千 m3、昭和 57 年より日量 2 千 m3

程度となっています。 

地盤沈下の状況を科学的に把握するため、府では本市域内に2箇所の地盤沈下観測所

を設置し、地下水位を常時観測しています。地下水位は近年、上昇傾向にあります。 
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（5）有害化学物質

有機塩素化合物、ダイオキシン類23及び内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）24に

よる人の健康や生態系への影響が社会的な問題となっています。 

健康への影響を未然に防止するため、ダイオキシン類対策特別措置法が平成 12 年 1

月に施行され、大気、水質、土壌についての環境基準が設定されました。また、大気及

び水質について規制の対象となる特定施設が指定され、施設ごとに大気排出基準及び水

質排出基準が定められました。平成 27 年度末現在、大気基準適用施設として廃棄物焼

却炉6事業所1６施設、水質基準対象施設として、廃棄物焼却炉の排出ガス洗浄施設・

湿式集じん施設2事業所12施設、廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設1事業所1施設、

下水道終末処理施設2事業所2施設が規制の対象となっており、これらの事業所に対し

ては立入調査を行い、排出ガス及び排出水に係る基準の遵守、排出ガス、排出水、燃え

殻、ばいじんのダイオキシン類濃度測定などについて指導し、必要に応じて測定を実施

しています。 

また、本市においては、平成9年度よりダイオキシン類の監視を継続的に行っていま

す。 

■主な指標の動向

平成 27 年度の大気環境、水質環境（河川水）及び底質環境の測定結果を見ると、大

気環境については、環境衛生検査センター屋上、旭町庁舎屋上ともに環境基準を満たし

ています。水質環境（河川水）については、第二寝屋川（新金吾郎橋）、恩智川（南新田

橋）、恩智川（三池橋）全ての地点で、環境基準を満たしています。また、底質について

も、第二寝屋川、恩智川ともに環境基準を満たしています。 

23 ダイオキシン類：人間がつくり出した最強、最悪の毒物ともいわれる化学物質。塩素数や結合位置の差により異なる

222 種類の異性体の総称であり、そのうち、2･3･7･8 四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（TCDD）は、もっとも毒性が強

く、催奇形性や発ガン性がある。都市ごみの焼却場の焼却工程や、製紙工場の塩素漂白工程などによって生成し、大

きな社会問題となっている。 
24 内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）：人体の内部に取り込まれ内分泌物質（ホルモン）に似たような働き、若しくはこ

れらの分泌に影響を及ぼす物質。ダイオキシン類が着目されているが、どのような物質がそれに該当するか、その影

響がどの程度なのかについては、未知な部分が多い。 
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（6）環境状況の把握 

■指定工場等設置許可の状況

「東大阪市生活環境保全等に関する条例」により、規則で定められた工場、事業場（以

下「指定工場等」という。）を新たに設置する場合や、指定工場等の機械設備の増設、建

屋の増改築などの変更をする場合は、申請により許可を受けなければなりません。 

この申請に基づき、騒音・振動・大気・水質・地下浸透防止、その他規定された事項

についての公害の防止が適切であるかどうかの審査を行っています。これに基づく平成

27年度の許可件数は設置許可54件、変更許可55件の合計109件です。設置許可に

ついては工場、倉庫、駐車場が 49 件で 91%を占め、変更許可については、工場の変

更が38件で69%を占めています。 

■地下水採取許可の状況

「東大阪市生活環境保全等に関する条例」においては、地盤沈下を防止するため、揚

水設備による地下水の採取が規制されていますが、ただし書きによって規則で定める地

域内及び用途、技術的基準に適合する場合にあっては、申請により許可を受けることで

採取が可能となります。 

規則で定める地域は概ね恩智川以西（鷹殿町を除く）の 1 区域と旧国道 170 号線以

西の2区域、旧国道170号線以東の3区域とそのなかの工業用水敷設地区の4区域の

計4区分としています。また、地下水採取用途は水稲栽培用、農林水産用、温泉用、環

境用（河川、公園、緑地等の修景等の用に供するもの）、非常用、工業用などとし、技術

的基準には揚水機の吐出口の断面積、井戸のストレーナーの位置、井戸の深さの規定が

設けられています。 

地下水採取区域の境界 
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（7）その他 

■苦情発生状況の概要

平成 2７年度の苦情受付件数は 284 件で、公害の種類別では騒音 117 件（41%）、

大気汚染 60件（21%）、悪臭 5３件（19%）、振動 44件（15%）で、全体の 96%

を占めています。 

解体工事などの建設工事に対する苦情の増加、工場跡地への住居の進出により住工混

在がより一層進んでいる現状では、今後も苦情が減少する可能性は少ないと考えられま

す。 
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■公害健康被害補償事業

大気の汚染の影響による健康被害などの迅速かつ公正な保護及び健康の確保を図るこ

とを目的として、補償給付事業や保健福祉事業、健康被害予防事業を実施しています。 

公害健康被害補償件数及び補償金額は年々減少傾向にあります。 

公害健康被害補償件数及び補償金額の推移 
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2 自然環境 

（1）身近な水・緑 

本市の土地利用のうち、公園や学校などの普通緑地と農地、山林を合わせると、約

1,693haあり、市域の約3割が緑で占められていますが、年々減少傾向にあります。 

樹林地に関する面的な地域制緑地25としては、風致地区26、国定公園、特別緑地保全

地区27、生産緑地地区28があげられます。風致地区として約383ha、国定公園として金

剛生駒紀泉国定公園の東大阪市域分である約 841ha、特別緑地保全地区として約

0.5ha、生産緑地地区として約119haが指定されています。 

また、都市計画公園としての開設箇所は 11４箇所 131.77ha となっています。（平

成28年4月 1日現在） 

■農地の動向

市内の田・畑の面積の推移について見ると、ともに減少傾向にあり、平成6年と平成

２２年を比較すると3割以上減少しています。 

25 地域制緑地：法や条例によって、一定の区域を指定し、その土地利用を規制することで良好な自然環境などの保全を図

るもの。 
26 風致地区：都市の風致を維持するために、良好な自然環境を保持している区域、史跡、神社仏閣などがある歴史的な

まちなみを有する区域などを、都市計画法に基づき定めた地域地区の一つ。 
27 特別緑地保全地区：まちの中の良好な自然環境を形成する緑を保全することを目的とし、都市緑地法に基づき都市計画

決定されるもので、都市景観上・環境保全上あるいは歴史的・文化的観点から保全する必要のある樹林地などが対象。 
28 生産緑地地区：市街化区域内にある農地などの農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は災害の

防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るため

に定める都市計画の制度。 

田・畑の面積の推移 

土地利用 
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（2）生物多様性 

貴重種に関しては、平成12年 3月に公表された『大阪府における保護上重要な野生 

生物（大阪府レッドデータブック29）』によると、中河内地域に以下の種が出現するとさ

れています。 

○植物の貴重種

絶滅（8種） 

アカウキクサ、ハルニレ（ニレ）、ヒメタデ、スズメハコベ、ゴマノハグサ、マツムシソ

ウ、クロイヌノヒゲ、アワボスゲ 

絶滅危惧Ⅰ類（13種） 

デンジソウ、サンショウモ、ヒメカンアオイ、トモエソウ、ヒキヨモギ、オグルマ、イ

トモ、ヒメコヌカグサ、フウランなど 

絶滅危惧Ⅱ類（11種） 

ミズワラビ、オオアカウキクサ、タヌキマメ、マキエハギ、ツルフジバカマ、カワラボ

ウフウ、スズサイコ、コムラサキ、ヌマカゼクサなど  

準絶滅危惧（8種） 

ナガバノウナギツカミ、イナモリソウ、オオヒナノウスツボ、キンキヒョウタンボク、

ミコシガヤ、セイタカハリイ、コマツカサススキ、マヤラン  

情報不足（4種） 

コギシギシ、コイヌガラシ、ツクバキンモンソウ、ゲンカイモエギスゲ 

要注目（6種） 

ウメバチソウ、ヒメミソハギ、イヌタヌキモ、オオシロガヤツリ、ギンラン、キンラン 

○動物の貴重種

①ほ乳類

準絶滅危惧（1種） 

キツネ 

②鳥類

絶滅危惧Ⅱ類（18種） 

ヨシゴイ、ハチクマ、オオタカ、ヒクイナ、タマシギ、コチドリ、コアジサシ、コミミ

ズク、アオバズク、フクロウ、ヨタカ、ミソサザイ、トラツグミなど 

29 レッドデータブック：国または地域ごとに、絶滅危惧生物を記し、各々の種の現状を調査した報告書。絶滅に瀕している

動植物の種を記した資料集。日本に関しては平成元年に作成された。 

 絶滅 絶滅危惧Ⅰ類絶滅危惧Ⅱ類準絶滅危惧 情報不足 要注目 分野合計 

植物 8 13 11 8 4 6 50 

ほ乳類 － － － 1 － － 1 

鳥類 － － 18 44 4 11 77 

は虫類 － － － － 2 2 4 

両生類 － 1 1 1 － 3 6 

昆虫類 1 5 8 25 － 3 42 
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準絶滅危惧（44 種） 

トモエガモ、サシバ、タゲリ、ヒバリシギ、エリマキシギ、アカアシシギ、コアオアシ

シギ、アオアシシギ、ホトトギス、カワセミ、アオゲラ、カワガラス、オオヨシキリ、セ

ッカ、オオルリ、ホオアカ、クロジ、ニュウナイスズメなど  

情報不足（4種） 

カッコウ、コノハズク、オオコノハズク、コサメビタキ 

要注目（11 種） 

チュウサギ、クロサギ、ハイタカ、ノスリ、ハヤブサ、ケリ、ヘラシギ、ホウロクシギ、

アオバト、アカゲラ、オオジュリン 

③は虫類

情報不足（2種） 

タカチホヘビ、シロマダラ 

要注目（2種） 

イシガメ、アオダイショウ 

④両生類

絶滅危惧Ⅰ類（1種） 

ダルマガエル 

絶滅危惧Ⅱ類（1種） 

カスミサンショウウオ 

準絶滅危惧（1種） 

ヤマアカガエル 

要注目（3種） 

イモリ、ニホンヒキガエル、シュレーゲルアオガエル 

⑤昆虫類

絶滅（1種） 

ベッコウトンボ 

絶滅危惧Ⅰ類（5種） 

オオキトンボ、コバンムシ、ゲンゴロウ、ツマグロキチョウ、クロシジミ 

絶滅危惧Ⅱ類（8種） 

ネアカヨシヤンマ、アオヤンマ、マルタンヤンマ、タガメ、ウラナミアカシジミ、ダイ

センシジミ、ウラナミジャノメ、シロシタバ  

準絶滅危惧（25 種） 

ムカシヤンマ、キイロサナエ、オオルリボシヤンマ、ナニワトンボ、ヒナカマキリ、セ

アカオサムシ、ガムシ、アオバセセリ、ミドリシジミ、ミスジチョウ、オオムラサキ、ヒ

メヤママユなど 

要注目（3種） 

ヤマトゴキブリ、クツワムシ、クルマバッタ 

※『大阪府における保護上重要な野生生物（大阪府レッドデータブック）（平成12年 3月）』 は、

作成後の研究の進展、生物多様性をめぐる認識の変化、府内の野生動植物の生息環境の変化な

どから平成26年3月に『大阪府レッドリスト2014』に改定され、新たに704種を追加し、

合計1485種を選定している。 
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（3）自然再生の取組 

■豊かな環境創造基金30を活用したビオトープ31の創出

○環境教育を充実させる園庭ビオトープづくり

（社会福祉法人杏林福祉会木の実保育園）

農業体験の取組を充実させるために雨水利用や作物

の水供給を考慮したビオトープ及び水田の整備を行い、

自然の仕組を園児が学ぶ機会をつくる。 

○幼児期からの環境教育を考える

（東大阪市立縄手南幼稚園 PTA） 

ビオトープの専門家を講師とし、系統的に自然環境に

ついての指導を受け、環境教育の充実を図る。 

○『ほたるのビオトープ』による環境教育

（東大阪市立孔舎衙東小学校『ほたるの会』）

『ほたるのビオトープ』を整備し、カワニナの飼育、

産卵容器づくり、ほたるの幼虫を飼育することにより、

ほたるがよりたくさん飛び交う環境づくりに努めると

ともに、ほたるが育つ環境を守ろうという意識を養う。 

   ■豊かな環境創造基金を活用した緑化活動

○雨水を活用したふれあい菜園及び園庭の緑化推進事業

（東大阪市立小阪幼稚園 PTA）

雨水タンクを設置し、菜園への散水と現在ある園庭の芝         

生の散水に活用する。全会員が子どもと一緒に水やりを行い、

野菜や草花を育てる中で環境に関心を持つように啓発して

いく。

30 豊かな環境創造基金：地球環境への負荷の低減、地域環境の改善その他の豊かな環境を創造する事業を実施するた

め、平成 20 年 4 月に創設した基金。詳細は 31 頁参照。 
31 ビオトープ（Biotope）：ドイツ語で「野生生物の生息空間（場所）」を意味する。主に生態学などで使われていたが、ドイツ

などでの多種類の動植物の共同体である生物群集全体の生息空間を保全・育成する取組を通じて環境の分野や一般

の間で注目を集めるようになった。 
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○中環の森緑化推進及び維持管理と環境教育の場作り

（命の輝き共生の森計画推進協議会） 

    中央環状線内約８００ｍの区間に地元の学校・団体･個人

が知恵と汗と夢を持ち寄り、環境教育や共生の場を作り、

自然とのふれあい、観察、体験、研究が出来る日本一長い

自然の博物館をめざす。 

○地域緑化事業

（花とみどりいっぱいに会）

東大阪市を花と緑あふれる、住みやすい環境にするため、

公園や公共の場所に花を植え、緑化活動を行う。また、花

苗の育苗も行う。 

＜コラム＞ 稲田桃再生プロジェクト 

稲田の地名を由来とし、岡山の水蜜桃の元にもなっているといわれる稲田桃。明治の水

害で大半が枯死しましたが、楠根リージョンセンターでは、2001年から稲田桃再生プロ

ジェクトに取り組み、現在では第二寝屋川沿いなどで毎春見事に咲き誇っています。 

沿道に咲く稲田桃の花 稲田桃の実 
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3 都市環境 

（1）まちなみ・公共空間 

■景観形成

本市では、「東大阪らしい景観」を市民・事業者・大学・行政が協働でつくり育んでい

くため、平成 17 年 11 月に策定した東大阪市景観形成基本計画に基づく景観づくりに

取り組んでいます。 

また、市民及び通勤者が、まちの美観を関心事とし深められるよう、市内自治会、ボ

ランティア団体、市議会議員及び行政の協力により、市内公園における｢落書きをなくす

キャンペーン｣や駅前における「ポイ捨てごみ禁止のキャンペーン」などを行っています。 

さらに、本市では、屋外広告物法に基づいた「東大阪市屋外広告物条例」及び景観法

に基づく「東大阪市景観条例」を制定し、景観と調和する安全な広告物を掲出してもら

うためのルールや、良好な景観の形成を推進するための基本的事項を定めています。 

■不法投棄対策

平成15年 4月、環境部に美化推進課を設置し、多発するまちの不法投棄ごみ問題に

迅速に対応するとともに、不法投棄防止のため、職員による啓発指導及び、市内巡回パ

トロール、市民からの不法投棄ごみの通報による対応などを行っています。 

不法投棄ごみの処理状況 

処理件数 
計 

可燃ごみ 

処理量(t) 

不燃ごみ 

処理量(t) 

資源ごみ 

処理量(t) 
計 

パトロール 電話 

平成22年度 1,953 1,690 3,643 245.89 509.93 1.22 757.04 

平成23年度 1,989 1,571 3,560 258.95 503.57 0.59 763.11 

平成24年度 1,459 1,351 2,810 273.66 403.51 0.74 677.91 

平成25年度 1,065 1,136 2,201 280.89 314.48 0.86 596.23 

平成26年度 1,028 1,023 2,051 312.58 261.95 0.41 574.94 

平成27年度 825 761 1,586 320.23 205.30 0.48 526.01 

（2）歴史・文化的環境 

■文化財

市内には、国指定文化財である鴻池新田会所をはじめ、118件の指定文化財がありま

す。（国指定文化財4件、府指定文化財27件、市指定文化財87件） 

また、18件の国の登録文化財があります。 

指定文化財の件数                                      （平成 28 年 4 月 1 日現在） 

有 形 文 化 財 無
形
文
化
財

選
定
保
存
技
術

民俗文化財 記念物 天
然
記
念
物

計建
造
物

彫
刻

絵
画

工
芸
品

書
跡

文
書

典
籍

考
古
資
料

有
形

無
形

史
跡

名
勝

史
跡
名
勝

国指定 1 - - - - - - - - - - - 3 - - - 4 

府指定 2 11 1 1 - - - ５ 1 - - 1 3 - 1 1 27 

市指定 9 
18
(1)

9 4 3 
3
(1)

1 2 - - 9 1 
18
（1）

1 1 8 
87
（3）

計 12 29 10 5 3 3 1 ７ 1 - 9 2 24 1 2 9 118 

（ ）内は規則指定
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登録文化財の件数 （平成 28 年 4 月 1 日現在）

有形文化財 民俗文化財 記念物 計 

国登録 18 0 0 18 

＜コラム＞ 東大阪の魅力 ～中小企業のものづくり～ 

全国的にも知名度が高い、東大阪の中小企業。中小企業のものづくりが本市の経済を

支えているのはもちろんですが、近年ではさらに、市民の誇りであるとともに、本市の

魅力発信に重要な役割を果たしています。 

市民に対する「環境に関するアンケート調査結果」によると、年代別の東大阪市全体

で自慢できるものや残したい場所では、全ての年代において「優れた技術を持つ中小企

業」が上位3つに選ばれています。 

また、近年では、地元協議会の企画による、全国の修学旅行生が町工場を舞台とした

ものづくり観光に参加する取組が始まるなど、中小企業が東大阪の都市としての魅力を

発信しており、多方面で本市を支えていることがわかります。 

年代別東大阪市全体で自慢できるものや残したい場所（上位 3 つ） 

年
代
別

20 歳代 

(44) 

花園ラグビー場 生駒山 
優れた技術と持つ中小企業 
司馬遼太郎氏（記念館） 

43.2％ 38.6％ 27.3％ 

30 歳代 

(75) 

花園ラグビー場 生駒山 優れた技術を持つ中小企業 

44.0％ 41.3％ 33.3％ 

40 歳代 

(84) 

優れた技術を持つ中小企業 花園ラグビー場 生駒山 

44.0％ 42.9％ 26.2％ 

50 歳代 

(74) 

優れた技術を持つ中小企業 生駒山 花園ラグビー場 

50.0％ 43.2％ 33.8％ 

60 歳代 

(128) 

生駒山 優れた技術を持つ中小企業 花園ラグビー場 

46.9％ 35.9％ 33.6％ 

70 歳以上 

(73) 

東大阪市立総合病院 優れた技術を持つ中小企業 生駒山 

42.5％ 41.1％ 27.4％ 

（ ）内は回答者数 出典：環境に関するアンケート調査結果（H21 年 8～9 月実施）

山畑古墳群 鴻池新田会所庭園 
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4 循環型社会 

（1）一般廃棄物32

ごみ処理事業は、市民の健康で快適な生活を維持するために、一日も欠かすことので

きない市民生活に最も密着した事業の一つです。 

一般廃棄物の排出量の状況は、総排出量・1 人あたりとも減少傾向にありますが、平

成27年度の総排出量は1８7千 tであり、家庭系ごみの1人あたり1日平均排出量は

564g となっています。 

本市では、東大阪市一般廃棄物(ごみ)処理計画を策定し、循環型社会の構築のため、

ごみの減量化に努め、資源ごみ（資源化物）の分別収集に取り組んでいます。現在、あ

きかん・あきびん、プラスチック製容器包装、ペットボトルの分別収集、蛍光管・乾電

池、ペットボトル・白色トレイ・紙パックの拠点回収（協力店の店頭）、また地域で実施

する集団回収で新聞・雑誌・ダンボール・古布などを回収し、資源化を行っています。 

平成 27 年度の資源化量は、集団回収量を含む 1人あたり 1日平均量 110g で、資

源化率は10.0％となっています。 

今後も、現在のごみ排出量の減少傾向を維持するように、さらなるごみの減量を推進

していくことが必要です。 

（2）産業廃棄物33

本市では、「廃棄物処理法」及び「東大阪市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」

に基づき、産業廃棄物の排出事業者や処理業者等に対して、立入調査の実施や処理状況の報

告を求めるなど、適正処理の推進に向けた規制・指導等を行っています。 

排出事業者に対して、平成２７年度は４０２件の立入検査（うち、解体工事関係が１１６

件、分析調査が４６件）を行いました。感染性産業廃棄物の適正処理については、平成２７

年度に３０病院等に立入検査し、保管の状況や委託契約書、マニフェストの交付状況につい

て確認しました。産業廃棄物管理票の交付状況等の報告によると、平成２６年度には排出事

業者から４７，１５４枚交付され、約６９，１００トンが委託処理されました。また、電子

マニフェストの利用については、排出事業者から３８，５５１件登録され、約１７８，９５

０トンが委託処理され、合計約２４８,０５０トンの産業廃棄物が委託処理されました。 

また、多量排出事業者からは、産業廃棄物処理計画書等が７７通提出され、産業廃棄物の

減量化に向けた取組みについて、状況把握しました。 

高濃度ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物については、平成２７年度までに合計８９３

台のコンデンサが中間貯蔵・環境安全事業株式会社で処理され、登録の９０．３％が処理さ

れました。処理業者に対しては、平成２７年度は５９件の立入検査を行いました。 

「自動車リサイクル法」に基づく解体業者、破砕業者、引取業者及びフロン類回収業者の

規制・指導等を実施しています。平成２７年度は４件の立入検査を行いました。 

32 一般廃棄物：廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた「産業廃棄物以外の廃棄物」。具体的には、家庭や食

堂、商店、事務所などから排出される台所ごみ、紙くずなどのこと。 
33 産業廃棄物：廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同施行令で定められた工場などの事業活動から出る廃棄物で、

燃えがら、汚泥、廃油、廃プラスチック類、がれき類など 21 種類が指定されている。 
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5 地球環境 

（1）地球温暖化 

本市における温室効果ガスは、平成2年度より減少傾向にありましたが、平成２２年

度に発生した東日本大震災以降増加しており、平成２４年度は約 282 万 t-CO2（平成

2年度比約9％減少）、1人あたりの排出量は5.57t-CO2と推計され、全国と比較する

と、比較的少ない排出量となっています。 

しかし、近年は増加傾向にあり、今後、何も対策を行わなかった場合、排出量は増加

し、平成32年度には、約285万 t-CO2になると推計されます。 

また、民生家庭部門、民生業務部門においては、平成2年と比較すると3割近く増加

しており、対策を進めることが求められます。 

本市では、平成12年に「東大阪市地球温暖化対策実行計画（EACH2004）」を策定

し、行政の事務事業による温室効果ガスの排出量の削減に取り組んできました。平成19

年 7月に見直しを行い、「東大阪市地球温暖化対策実行計画（EACH20XX）」を策定し、

平成２４年６月の見直しで、「東大阪市地球温暖化対策実行計画（EACH20XXⅡ）」を

策定しています。さらに平成２８年３月に再度の見直しで「東大阪市地球温暖化対策実

行計画（EACHⅢ）」を策定しています。 

また、地域での温暖化対策を進めるため、平成 14 年に「東大阪地球温暖化対策地域

協議会」を設立し、環境家計簿34の取組を進めてきました。平成 27 年度の取組世帯数

は、5,228世帯となっており、府下でも高い実施率となっています。 

さらに、平成 22 年 3 月には「東大阪市地球温暖化対策実行計画【区域施策編】」を

策定し、平成27年 3月に改定を行い、市域全体として温室効果ガスを削減する取り組

みを進めております。 

温室効果ガス排出量の推計 

出典：東大阪市地球温暖化対策実行計画 

34 環境家計簿：家庭を中心とした暮らしの中で使用する電気・ガスなどのエネルギー量を把握することによって、私たちの

行動が環境に与える影響を改めて理解し、生活行動を環境に配慮した行動へと改善していく試み。 
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環境家計簿の取組状況（平成 27 年度） 

市町村名 取組世帯数 全世帯数 割合（％） 取組期間 

東大阪市 5,228 223,485 2.34 7 月から12月 

大阪市 255 1,354,793 0.02 7 月から12月 

豊中市 130 170,325 0.08 ４月から３月 

池田市 77 45,777 0.17 １月から１２月 

吹田市 284 168,473 0.17 ４月から３月 

高槻市 73 148,048 0.05 １月から１２月 

貝塚市 57 33,355 0.17 ６月から１１月 

枚方市 112 167,418 0.07 ４月から３月 

茨木市 77 116,683 0.07 ４月から３月 

寝屋川市 219 101,549 0.22 ４月から３月 

和泉市 21 71,013 0.03 ７月から６月 

柏原市 24 29,009 0.08 ６月から１２月 

摂津市 481 36,873 1.3 ７月から１２月 

合 計 7,038 － － － 

※取組世帯数は、民間団体などによる取組世帯数を含む 

資料：大阪府環境農林水産部エネルギー政策課 環境活動推進グループ調べ 

全世帯数は大阪府統計年鑑（平成 29 年 3 月 29 日現在） 
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（2）その他環境問題 

■ヒートアイランド35の状況 

大阪は典型的な瀬戸内式気候区に区分され、全国的に比較すると夏は暑く、日照が多

く、降水量が少ないという特徴があり、大阪及び全国 17 観測地点で測定された年平均

気温の推移から、大阪ではこの100年間で約2.1℃気温が上昇しています。 

本市は大阪市の東部に位置し、大阪の気象や地形の特性を踏まえると、ヒートアイラ

ンド現象を緩和することは本市も含め府域が抱える大きな課題となっています。 

なお、平成21年度の旭町庁舎局における年間平均気温を見ると、17.2℃と平成20

年度より低く、過去18年間の平均（約17.2℃）と同じ温度を示しました。 

また、平成21年7月から9月までの日最高気温が30℃を超える真夏日は64日で、

平成20年度に比べ4日少なく、過去18年間の平均（約65日）より1日少ない出現

頻度でした。日最低気温が 25℃を超える熱帯夜は 31 日で、平成 20 年度に比べ 13

日少なく、過去18年間の平均（約44日）より13日も少ない出現頻度でした。 

35 ヒートアイランド：都市部において、アスファルト舗装、ビルの輻射熱、ビルの冷房の排気熱、車の排気熱などの影響に

より、気温がまわりの地域に比べて高くなる現象。等温線を描くと都市部が島の形に似ることからヒートアイランド現象

と呼ばれる。 

資料：旭町庁舎局調べ 
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6 参加・協働の状況 

○生活排水対策指導員

地域で生活排水対策の核となる指導員を募集し、

年間10回のワーキングを通じて育成を図り、活動

の支援を行ってきました。（平成20年度は15人） 

ワーキングにおいては下水処理場見学や河川水

質調査などを実施するとともに、地域啓発活動とし

て、市民プラザなどにおいて地域市民に対しエコク

ッキングを主催しています。また、生活排水対策資

材について、COD パックテスト36による水質調査

を通じて活用普及に取り組んできました。 

なお、下水道整備が進み、生活排水対策地域が大幅に減少したことより、生活排水対

策指導員の育成事業は平成21年度をもって終了しています。 

○東大阪地球温暖化対策地域協議会

市民に温暖化防止啓発を兼ねた説明会を各地域

で実施し、環境家計簿などの取組の普及啓発を行っ

ています。 

（平成21年度は14回説明会を開催） 

○ごみの分別

資源化物の分別収集を行うための説明会を開催しています。（平成21年度は208回）。 

○まちの美化推進事業

企業が行う地域清掃を、ごみの収集により支援しています。（平成21年度は24回実施）。 

○企業向け講演会の開催

環境マネジメントシステム37の普及に向けた講演

会を開催しています。（平成 20 年度に実施し、約

30社が参加） 

また、省エネ・省炭素で築く持続可能な経営に向

け、企業を対象とした環境講演会を開催しています。

（平成22年度に実施し、約20社が参加） 

36COD パックテスト：排水検査や飲料水検査などの業務用に利用されている水質検査キット。パックにピンであなをあけて、

水をすいこませ、しばらく待つと水の色が変化し、変わった色によって COD の値がわかる仕組になっている。 
37 環境マネジメントシステム：事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり環境に関する方針や目標など

を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいく工場・事業場内の体制・手続きなど一連の仕組をいう。 

環境講演会 

温暖化防止啓発の説明会 

河川水質調査 
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○豊かな環境創造基金の創設

地球環境への負荷の低減、地域環境の改善その他の豊かな環境を創造することを目的

とし、平成20年 4月に、「豊かな環境創造基金」を創設しました。 

市役所での地球温暖化防止の取組により削減する光熱水費や、市民・事業者からの寄

付を積み立て、公共的な施設の整備事業や環境教育の振興、環境啓発、改善活動を行う

団体などに対して補助を行っています。 

グリーンカーテン38の取組 細霧システム（通称：ミスト） 

38 グリーンカーテン：窓全体に張り巡らせたネットに、蔓性植物を絡ませて窓を覆うもの。建築物の温度上昇抑制を図る省

エネルギー効果がある。 
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第 5節 市民・事業者の意向 

1 市民の環境に対する意向 

「環境に関するアンケート調査結果」（平成21年8～9月実施）及び、「市民懇談会」（平

成21年12月～平成22年 3月に実施）より 

（1）市民の環境に対する意識 

環境に関するアンケート調査において、関心のある環境問題として、多くの回答者が「二

酸化炭素などによる地球温暖化」を挙げており、詳細は下図のとおりとなっています。 

また、市民懇談会においては、地球温暖化問題のほか、地域の自然や歴史遺産の保全・

活用や、身近な公園・河川の清掃・活用に関する意見などが出されました。 

0%

二酸化炭素などによる地球温暖化

歩道などのまちの歩きやすさなどの環境づくり

不法投棄ごみや散乱ごみ

自動車の迷惑駐車や自転車の放置

公園や緑地などのまちなかの憩いの場の環境づくり

工場・事業場から生じる大気・土壌・地下水汚染、水質汚濁、悪臭、騒音

ヒートアイランド現象による影響

家庭や事業所から出るごみの適正処理

自動車の排出ガスによる大気汚染、騒音

開発に伴う緑や動植物などの自然環境の破壊

リサイクルの推進

ダイオキシン類などの有害化学物質やアスベストによる影響

家庭から出る生活排水による水質汚濁

河川などの水辺のうるおいの場などの環境づくり

フロンガスなどによるオゾン層破壊

山並みなどの自然の景観の保全

ごみの発生抑制

身近にある田畑や里山などの保全

近隣からの犬の鳴き声やピアノ、カラオケなどの騒音

酸性雨による森林の衰退や建物などの劣化

まちなみや建物などのまちの景観づくり

貴重な動植物の減少

歴史的・文化的遺産の保全

33.1

23.4

22.8

21.8

19.7

18.0

13.8

12.6

12.3

11.9

11.9

8.8

8.4

8.4

7.5

6.7

6.7

5.4

4.8

4.4

3.3

2.9

1.9

0% 10% 20% 30% 40%

H11年

H21年

※ 

※ 

※ 

※ 

（回答数=478、3 つまで選択可）
※印は、平成 11 年に実施したアンケートには無かった項目
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（2）身近な環境について 

環境に関するアンケート調査において、身近な環境の満足度・重要度をたずねたところ、

満足度については、「まちの美しさ」や「安全で快適な歩行空間」などにおいて、不満と感

じている回答者が半数を超えている一方、「まちの静けさ」や「環境への負荷の低減」につ

いては、満足と感じている回答者の割合が高くなっています。 

重要度については、全ての項目において重要と感じている回答者が半数を超えており、

特に、「空気のきれいさ」や「川や池などの水のきれいさ」、「まちの美しさ」、「安全で快適

な歩行空間」、「身近に水・緑とふれあう場所の多さ」、「環境への負荷の低減」において 8

割を超えています。 

市民懇談会においては、地域の身近な自然や歴史遺産をまず知ることが重要であり、そ

れらの周知を図ることで、市民の環境に対する意識をさらに高めることが重要であるとい

う意見が出されました。また、生活道路の安全性、まちの緑化・美化運動が重要であると

いう意見などが出されました。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

どちらとも

いえない
不満 やや不満 やや満足 満足

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空 気 の き れ い さ 

川 や 池 な ど の 水 の き れ い さ 

地 球 温 暖 化 対 策 

有害化学物質などに対する安全性 

ま ち の 美 し さ 

安 全 で 快 適 な 歩 行 空 間 

環 境 へ の 負 荷 の 低 減 

土 ・ 地 盤 の 安 全 性 

身近に水・緑とふれあう場所の多さ 

森 や 川 な ど の 自 然 の 豊 か さ 

誰 も が 快 適 に 暮 ら せ る 環 境 

環 境 に 関 す る 学 習 の 場 

ま ち の 静 け さ 

多 様 な 動 植 物 の 生 息 環 境 

協 働 に よ る 環境に関す る取組 

重要 やや重要
どちらとも

いえない
重要でない

やや重要

でない

満足度 重要度
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（3）市民の環境に配慮した暮らしぶり 

環境に関するアンケート調査において、環境に配慮した暮らしぶりについてたずねたと

ころ、「古紙や空き缶、ペットボトルなどをリサイクル39に出している」、「油や残飯は排水

口に流さない」などの取組を行っている回答者が約7割に達しています。 

市民懇談会においても、環境家計簿の取組や、生ごみのたい肥化、マイバッグの活用な

どの取組を行っているという意見が出されました 

（4）これからの環境に対する取組 

今後のまちづくりの方向性についてみると、「将来世代を考えたまちづくりを進める」と

回答する人が最も多く、全体の半数以上を占めています。 

市民懇談会においても、地域の自然や歴史遺産を市民共有の財産として、将来世代に引

き継ぐことが重要であるという意見が出されました。 

（5）平成 11 年実施の調査との比較 

平成 11 年に実施された同種調査の結果（以下、前回結果）と比較すると、関心のある

環境問題としては「二酸化炭素などによる地球温暖化」の割合が大きく増加しています。 

一方で、前回結果で上位に位置していた「自動車の迷惑駐車」、「自動車の排出ガスによ

る大気汚染、騒音」などの割合は大きく減少しています。 

市民の環境に配慮した暮らしぶりとしては、「短距離の移動にはなるべく自家用車を使わ

ないようにしている」「買物にマイバッグやかごを持参している」の割合が、前回結果と比

較して大きく増加しています。 

今後のまちづくりの方向性については、前回調査と比較すると、「生活の利便性を落とし

ても環境に配慮したまちづくりを進めるべき」と回答している割合が減少しています。 

39 リサイクル（再生利用）：廃棄物を再利用すること。紙・鉄くず・アルミニウム・ガラスびん・布などの有価物の再生利用、

不用品交換などをいう。リサイクルの効用としては資源やエネルギーの節約だけでなく、ごみの減量化による環境保全、

ごみ処理費の節約、経済活動の活性化などがある。 
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2 事業者の環境に対する意向 

「環境に関するアンケート調査結果」（平成21年 8～9月実施）より 

（1）事業所の環境に対する取組 

ごみの発生抑制、再資源化、分別、節水、省エネ、再生紙利用など、資源の節約につい

ては6割以上の回答者が実施しており、今後実施したい回答者を合わせると8割を超えて

います。 

省エネルギー型の設備や低公害車の導入については、現在取り組んでいる回答者は2割

弱となっていますが、今後取り組みたい意向を有する回答者が多く、両方をあわせると 6

割を超えています。 

わからない 無回答
取り組んで
いる

今後
取り組みたい

取り組む
予定はない

70.3

67.7

60.6

54.2

33.5

31.6

29.7

28.4

20.6

18.1

17.4

16.8

12.3

11.6

11.6

5.8

1.9

1.9

13.5

19.4

26.5

21.3

23.2

22.6

22.6

27.7

20.0

45.8

19.4

27.1

50.3

23.9

21.9

23.2

32.3

20.6

85.8 6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

裏紙の使用など、ごみの発生抑制について

ごみを回収業者に出すなど、ごみの再資源化について

ごみの分別の実施について

節水、省エネ、再生紙利用など、資源の節約について

「クールビズ」・「ウォームビズ」の奨励

敷地内の緑化など、周辺の環境への配慮について

建物や看板など、周囲の景観への配慮について

マイカー通勤の自粛

環境に関する取り組みの方針の策定について

環境に関する部署や担当者の設置について

省エネルギー型の設備の導入

環境対策の実施状況をチェックする基準の設定について

社員に対する環境研修の実施や体制について

低公害車の導入について

事業活動による環境報告書などの資料の作成について

取引先選定における環境に関する項目の採用について 

地域の環境活動への参加や資金、場所の提供について

太陽光や風力発電などの新エネルギーの活用

廃棄物発電や廃熱などの未利用エネルギーの活用
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（2）事業所の環境に配慮した取組の課題 

環境に配慮した取組を進める上で、5 割以上の事業者が「コストが高い」と回答してお

り、次いで約3割の事業者が「専門知識や情報が不足している」と回答しています。 

（3）環境ビジネス40についての考え 

環境ビジネスに対して、既に展開あるいは検討（具体的でないを含む）をしているとこ

ろは、約2割となっています。 

（4）平成 11 年実施の調査との比較 

平成 11 年に実施された同種調査の結果と比較すると、環境に対する取組は着実に進ん

でいます。一方、環境に配慮した取組を進める上で、社会的なリサイクルのための基盤に

ついて課題を感じている回答割合は減少しているものの、コストが高いことを課題として

いる回答者は前回同様多くなっています。 

また、環境ビジネスについては、既に取り組んでいる回答割合が増加している一方、わ

からないと回答している事業者も増えています。 

40 環境ビジネス：環境重視、環境保全ニーズに対した企業活動（技術、製品、サービス）のことで、1994 年版環境白書で

登場した。環境省の分類では、①環境負荷を低減させる装置、②環境への負荷の少ない製品、③環境保全に資する

サービス、④社会基盤の整備の 4 市場分野が規定されている。 

54.2

31.6

27.7

20.6

16.1

9.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

コストが高い

専門知識や情報が不足している

回収業者や再資源化施設の不足など、
社会的なリサイクルのための基盤が不十分

取り組むための人材が不足している

技術的な解決方法が見つかっていない

取り組んでも効果が少ない

事業所の環境に配慮した取組の課題 

環境ビジネスについての考え 

考えていない わからない 無回答
既に環境
ビジネスへの
転換を図っている

現在、具体的な
環境ビジネスへの

展開を検討している

まだ、具体的には
ないが、環境

ビジネスへの展開を
検討している

6.5

4.3

3.9

2.8

12.3

22.0

41.3

44.0

31.0

22.7

5.2

4.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H21年度

H11年度
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第 2章 東大阪市がめざす環境 

第 1節 東大阪市がめざす環境の都市イメージ 

みんなで引き継ぐ 豊かな環境創造都市・東大阪

～住み、育み、憩い、節し、守る～

中小企業のまち東大阪は、大和川の流路の付け替え、新田開発、山ろく地帯における水車

を利用した地場産業の発達など、環境を活用することにより発展してきました。 

本市の環境の変遷をみると、工業化進展による公害問題については深刻な状況を脱し一定

の改善が見られます。しかし、自動車交通や生活排水に起因する「都市・生活型公害41」が

残されているほか、都市化の進展による農地や緑地の減少、身近な野生生物の減少などの自

然環境の悪化や、住工混在など土地利用上の問題、都市基盤の脆弱さの顕在化や身近な野生

生物の減少などの環境の悪化が見られます。 

一方、本市を取り巻く社会情勢をみると、社会の成熟化が進むなか、人々は持続的でより

よい環境づくりへの関心を高めており、本市においても、将来世代を考えたまちづくりを進

めることへのニーズが高くなっています。 

また、地球温暖化など人類の生存そのものを脅かしている地球環境問題に対して、大量生

産・大量消費・大量廃棄型の利便性を過度に優先した社会・経済システムを見直すなど、地

域レベルでの対応が求められており、本市においても市民生活や中小企業をはじめとする事

業活動を環境への配慮が組み込まれたものに変革していく必要があります。 

さらに、少子高齢化の進展や、国による地域主権・規制緩和などの制度改革に対応し、ま

ちづくりにおける市民・事業者・民間団体・行政など各主体の自律と主体間のより一層の協

働・連携が求められています。 

この計画では、自然と共生した持続可能な社会を形成し、豊かな環境を次世代へ引き継い

でいくことを目的として、前計画における歩みをさらに前進させることが必要です。 

よって、市民・事業者・民間団体・行政など各主体が、互いを尊重しつつ、協働によって

循環を基調とした環境への負担の極力少ない社会づくりに取り組むことで、将来にわたって

豊かな環境を享受しながら、誰もが安全で健康かつ文化的な生活を営むことができる環境創

造都市をめざします。 

41 都市・生活型公害：従来の産業活動に起因する公害に対し、都市化の進展、自動車の排出ガスによる大気汚染、自動

車などの騒音、生活雑排水などによる中小河川の汚濁、近隣騒音など、都市の生活行動が環境に過度の負荷をかけ

ることによって発生する公害。 
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第 2節 環境都市イメージ実現に向けた基本的な取組姿勢 

この計画に掲げる東大阪市がめざす環境の都市イメージを実現するためには、市民、事業者、

行政さらには、自治会や NPO42、NGO43そのほか民間団体などすべての主体が環境について

情報を共有化し、各主体が自らの責任と役割を理解した上での協働・連携など、環境に関する

取組を支える仕組づくりを進めていく必要があります。 

このため、市民・事業者・民間団体などの自発的な取組の支援を進めるとともに、環境づく

りにおいて、各主体間の協働・連携を展開するための仕組づくりを行います。 

1 各主体の役割 

（1）市の役割 

（行政として）

市は、本計画で掲げる目標の実現に向けて環境の保全及び創造に関する施策の推進に積

極的に取り組みます。また、市民・事業者・民間団体などが行う環境の保全及び創造に関

する自発的な取組を支援するとともに、市民・事業者・民間団体との協働・連携を推進し

ます。 

（事業者・消費者として）

市は、市域において事業者・消費者としても経済活動の大きな位置を占めていることか

ら、他の主体の模範となるよう率先して環境負荷の低減を図ります。 

（2）市民の役割 

（個人・家庭人として）

市民は、自らの日常生活が環境に与える影響

について認識を深め、環境への負荷を低減する

ためにライフスタイルの見直しに努めます。 

また、家庭人として、環境への理解と認識を

深め、子どもたちに環境にやさしい暮らしのあ

り方を伝えていきます。 

（地域人として）

地域人として、まちづくりへの参加など、身

近な環境をよりよいものにしていく行動を自発的・積極的に行います。 

42 NPO（Non-Profit-Organization）：公共サービスをしている民間非営利組織のことで、医療・福祉や環境保全、災害復興、

地域おこしなど様々な分野で活動する団体が含まれる。非営利の基本的な考え方では、収益を上げてもよいが個人に

収益を分配してはならないとされている。 
43 NGO（Non-Governmental-Organization）：非政府組織のことで、非営利の民間団体のことを指す。環境保全のためには、

政府による取組だけでなく、民間の自主的な活用が必要であり、地球環境保全の分野でも、国内の民間活動から生じ

る地球環境への悪影響を軽減したり、海外における環境保全努力を支援したりすることを民間の公益的活動として行う

ことの意義は高い。 

市民と環境圏の関わりについて 
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（3）事業者の役割 

（事業者として）

事業者は、公害の防止をはじめ、廃棄物の減量化・資源化及び適正処理やエネルギーの

使用など事業活動に起因する環境への負荷の低減に自主的かつ積極的に取り組みます。ま

た、行政が実施する環境に関する取組に対して協力していきます。 

（企業市民として）

事業者は、企業市民として、地域における市民の取組の支援や協働・連携を図るなど、

地域の環境づくりに積極的に取り組みます。 

（4）民間団体（自治会、NPO、NGO など）の役割 

（地域組織として）

民間団体は、環境づくりにおいても社会の多様なニーズに対応する社会的存在としてま

すますその重要性が高まっており、緑化、美化、リサイクル、環境学習などの活動に取り

組むとともに、グラウンドワーク44など各主体との協働・連携を図ります。 

（事業者として）

民間団体は、地域が抱える様々なニーズや課題に向き合いながら、ビジネス的な手法で

解決する取組（コミュニティビジネスなど）についても積極的に検討します。 

2 主体間の関わり 

これからの環境づくりにおいては、各主体が自発的に取り組むとともに、市民・事業者・

民間団体・行政などがともに地域改善に取り組むグラウンドワークのように主体間の様々

な協働・連携を図ることが必要とされています。 

このため、行政は、各主体との協働・連携や自発的な取組を支援するとともに、各主体

間の協働・連携がより一層進むよう支援します。 

主体間の関わりについて 

44 グラウンドワーク：自然環境や地域社会を整備、改善していくという意味と、グラウンド（生活の現場、環境）に関するワ

ーク（創造活動）といった意味をあわせ持っており、地域住民・地域企業・自治体が 3 者一体となって事業団体（グラウ

ンドワークトラスト）をつくり、地域の環境改善を行う幅広い活動をいう。1980 年代にイギリスの農村地帯で始まり、日本

でも 1995 年 10 月（財）日本グラウンドワーク協会が発足、活動を展開している。 

協働

・連携

協働

・連携

協働・連携

支
援

事業者

支
援 支

援

市民・民間団体

行政
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第 3節 環境都市イメージ実現のための基本目標 

1．健康で安心して暮らせるまちづくり【生活環境の保全】 

日常生活や事業活動による環境への負荷を低減し、健康で安心して暮らすことができるま

ちをめざします。 

2．身近に自然とふれあえるまちづくり【自然との共生】 

今ある自然を守り、育てるとともに、都市空間に多様な水と緑の環境を創出し、人と自然

が共生し、身近に自然とふれあえるまちをめざします。 

3．魅力のある安全で快適なまちづくり【快適な都市環境の創造】 

郷土に残された歴史遺産や土地に刻まれた歴史・文化を大切にし、良好なまちなみの形成

に取り組むとともに、ユニバーサルデザイン45に基づくまちづくりを進め、魅力ある安全で

快適なまちをめざします。 

4．環境負荷の少ないまちづくり【循環型社会の構築】 

日常生活や事業活動をこれまでの「大量生産・大量消費・大量廃棄型社会」から、資源の

循環的な利用や、エネルギーの有効利用、廃棄物の発生抑制などを進めることにより、「循

環型社会」へと変革し、環境負荷の少ないまちをめざします。 

5．地球環境に配慮したまちづくり【地球環境保全への貢献】 

二酸化炭素などの温室効果ガスの増加による温暖化やフロン46などによるオゾン層の破壊47、 

酸性雨48による影響や熱帯雨林の減少など、地球規模での環境問題が深刻化しており、これ 

らの問題に地域から貢献するため地球環境に配慮したまちをめざします。 

45 ユニバーサルデザイン：できる限りすべての人が利用可能なように、都市空間やその構成要素の対応可能な範囲をで

きる限り拡張するデザイン的な試み。 
46 フロン：塩化フッ化炭素（クロロフルオロカーボン類）の日本での通称。かつてフレオンとも呼ばれた。気体あるいは液体

で毒性はほとんどなく、洗浄剤、冷媒、発泡剤などに使用されている。CFC（クロロフルオロカーボン）、HCFC（ハイドロ

クロロフルオロカーボン）、HFC（ハイドロフルオロカーボン）に大きく分けられる。このうち、CFC、HCFC はオゾン層を破

壊することで問題になっている。また、温室効果ガスの一種類で地球温暖化の原因となっている。 
47 オゾン層の破壊：オゾン層は、地球を取り巻く厚さ 20km のオゾンを多く含む層で、生物に有害な紫外線の多くは、この

層で吸収される。近年、フロンガスなどの影響により、オゾン層が破壊され、オゾンホールという現象が南極をはじめ、

高・中緯度地域で毎年拡大している。このため、地上に達する有害な紫外線の量が増え、皮膚がんの増加や生態系へ

の影響が懸念される。 
48 酸性雨：硫黄酸化物・窒素酸化物などの大気汚染物質が大気中で酸化し、硫黄や硫酸などの形となって生じた酸性度

の高い雨をいう。一般に雨水の pH は大気中の二酸化炭素との平衡により pH5～6 程度といわれており、それよりも低

い値を示す雨水を酸性雨と呼んでいる。森林・湖沼などの生態系や文化財に影響を及ぼし地球的規模の問題となって

いる。 
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第 3章 目標を達成するために取り組む施策 

環境の都市イメージを実現するために、5つの基本目標に沿って取組を進めていきます。 

■基本目標と施策の考え方 

今日の環境問題は、空間的広がりを持ってお

り、環境の各要素が互いに関連しながら全体と

しての環境を形成しています。生活環境対策の

推進は自然環境や都市環境の保全につながり、

自然環境や都市環境の保全は、地球環境の保全

につながっていきます。 
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1 健康で安心して暮らせるまちづくり 

【生活環境の保全】

3 魅力のある安全で快適なまちづくり 

【快適な都市環境の創造】

2 身近に自然とふれあえるまちづくり 

【自然との共生】

4 環境負荷の少ないまちづくり 

【循環型社会の構築】

5 地球環境に配慮したまちづくり 

【地球環境保全への貢献】

生活環境 自然環境 都市環境 

循環型社会・地球環境 
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1．大気のきれいさを確保する 
（1）工場・事業場からの汚染物質を減らす 

（2）自動車からの汚染物質を減らす 

2．水のきれいさを確保する 
（1）汚染物質の発生を減らす 

（2）浄化機能を高める 

3．静けさを確保する 

（1）事業活動からの騒音・振動を減らす 

（2）道路や鉄道など交通騒音を減らす 

（3）生活騒音に対応する 

（4）その他 

4．土・地盤の安全を確保する 
（1）土壌・地下水汚染の防止を図る 

（2）地盤沈下の防止を図る 

5．有害化学物質などに対する 

安全性を確保する 

（1）環境への有害化学物質の排出を減らす 

（2）有害化学物質などについて調査・研究する 

6．環境状況を把握・提供する 
（1）環境状況を把握する 

（2）環境情報を提供する 

7．その他の環境保全対策を進める 

（1）生活環境に係る苦情処理を的確に行う 

（2）事業者の環境保全対策を支援する 

（3）公害健康被害対策を推進する 

1．身近に水・緑とふれあえる 

環境をつくる 

（1）公園・緑地を増やす 

（2）多様な緑化を推進する 

（3）水環境を健全にする 

（4）親水空間を確保する 

2．自然の状況を把握する 
（1）自然保護行政を推進する 

（2）情報を収集・活用する 

3．今ある自然を守り・育てる 

（1）まちなかに点在する自然を守る 

（2）生駒山系の自然を守り・育てる 

（3）河川など水辺の自然を守る 

4．自然を再生する 
（1）まちのビオトープを保全・創出する 

（2）生き物の生息環境をネットワーク化する 

5．放流・採集など 

生態系への影響を減らす 

1．個性と魅力あふれる景観を形成する 
（1）まちをきれいにする 

（2）良好な景観を形成する 

2．誰もが安全で快適に暮らせる 

環境をつくる 

（1）安全な歩行空間を確保する 

（2）快適な歩行空間をつなぐ 

（3）誰にもやさしいまちをつくる 

3．歴史・文化を感じられるまちをつくる 
（1）歴史的文化的遺産を保全・活用する 

（2）伝統・文化を継承する 

1．循環型社会を形成する 

（1）ライフスタイルや事業活動を環境に配慮したものにする 

（2）一般廃棄物対策を推進する 

（3）産業廃棄物対策を推進する 

1．地球環境保全に貢献する 
（1）地球温暖化対策を推進する（実行計画の推進） 

（2）その他の環境問題に対応する 
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第 1節 健康で安心して暮らせるまちづくり 

良好な大気環境や清らかな水環境、静かな生活空間などは、市民が安全で健康かつ快適な

生活を営む上で大変重要な要素です。これらの良好な生活環境の保全に向け、規制的措置の

徹底を図るとともに、測定監視の充実に努めます。 

また、自動車排出ガスによる大気汚染、自動車騒音などの都市・生活型公害については、

市民・事業者・民間団体・行政などすべての主体が協働して、汚染物質の排出や生活環境の

阻害が極力低減されるような、事業活動やライフスタイルの確立を進めるとともに、環境負

荷の少ない社会・経済システムに転換するなどの手法を検討していきます。 

さらに、科学技術の進展による新たな有害化学物質汚染など、不確実性の高い環境汚染に

対しては、調査、情報収集などにより未然防止に努めます。 

1 大気のきれいさを確保する 

本市は、多数の中小企業が広範囲に点在するとともに、幹線道路が市域を縦横に走って

おり、これらの工場・事業場や自動車による大気汚染物質の排出削減及び悪臭物質の発生

を低減させることが重要です。 

このため、工場・事業場からの大気汚染物質や悪臭物質の排出削減、自動車からの大気

汚染物質の排出削減を図り、環境基準の維持・達成に努めます。 

（1）工場・事業場からの汚染物質を減らす 

①関係法令などに基づく排出規制・総量規制の徹底

②未規制工場・事業場に対する汚染物質の排出削減について指導・啓発 

③悪臭物質に係る規制指導の徹底 

（2）自動車からの汚染物質を減らす 

①低公害車及び低NOX
49車の公用車への率先導入及び民間への普及の促進 

②自動車の点検整備の徹底の啓発 

③自動車利用の抑制のための公共交通機関の整備・利便性の向上 

・大阪外環状線鉄道の建設 

・関係機関への大阪モノレールの南伸 

・自転車駐車場の利用促進 

49 NOx：一酸化窒素（NO）、二酸化窒素（NO2）などで、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。二酸化窒素は、大気中で硝酸ミストとなり、酸性雨の

原因ともなる。 
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④環境に配慮した交通への転換 

・徒歩、自転車、公共交通機関利用に関する普及啓発 

・アイドリングストップの徹底など、エコドライブ50の啓発 

⑤大気汚染物質の浄化の推進 

・大気浄化能力の高い樹木の植樹計画及び指導 

⑥交通の円滑化 

・道路、駅前広場、駐車場の整備 

・連続立体交差などの推進 

2 水のきれいさを確保する 

工場・事業場からの水質汚染物質の削減については、規制・指導・監視の徹底を図りま

す。また、一般家庭からの汚濁負荷の削減については、公共下水道の整備と水洗化を促進

するとともに、生活排水に関する啓発などを進め、河川の環境基準の維持・達成に努めま

す。 

さらに、河川・ため池などについては、浄化機能の保全・向上による水質浄化対策を検

討します。 

（1）汚染物質の発生を減らす 

■工場･事業場対策 

①関係法令などに基づく排水規制・総量規制の徹底

②未規制工場・事業場に対する汚染物質の排出削減について指導・啓発

■生活排水対策 

③公共下水道などの整備の効率的な推進

④供用区域での下水道接続の啓発 

⑤生活排水対策に関する啓発

（2）浄化機能を高める 

①植生や自然工法による浄化機能の保全・向上

②農業用水路などの流量確保対策の検討

③底質の汚染が著しい場合は、しゅんせつなどによる直接浄化対策を行うとともに、浄化

機能の回復

50 エコドライブ：停車中のアイドリングをしない、急加速や急発進をせず適正速度を守る、適切な整備をする、電車やバス

の利用などにより車の利用を減らすなど、環境に配慮して自動車を利用すること。 
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3 静けさを確保する 

本市は、小規模な金属加工やプラスチック加工を行う工場が多く、住工混在したまちな

みを形成しているため、騒音や振動に関する公害問題が課題となっています。快適な住環

境を確保するため、工場・事業場における事業活動の規制・指導を徹底していきます。 

また、建設工事、幹線道路や鉄道からの騒音・振動、及び生活騒音を含めた騒音振動対

策を推進し、環境基準の維持・達成に努めます。 

（1）事業活動からの騒音・振動を減らす 

①工場・事業場に対する関係法令に基づく騒音･振動規制の徹底

②建設工事に対する関係法令に基づく騒音･振動規制の徹底

③事業者に対する騒音・振動防止の啓発

（2）道路や鉄道など交通騒音を減らす 

①道路管理者への道路騒音・振動の軽減対策の要望

・防音壁設置の促進

・舗装の適切な維持補修

②鉄道事業者など公共交通機関事業者への騒音・振動の軽減対策の要望

（3）生活騒音に対応する 

①生活騒音の防止に係る市民啓発

②地域で解決していくための手段の提案

（4）その他 

①騒音・振動に関する未規制の環境問題発生時の迅速な情報収集

4 土・地盤の安全を確保する 

土壌・地下水汚染の発生を未然に防止するため、工場・事業場に対する規制指導を徹底

するとともに、調査・監視を行います。 

地盤沈下を防止するため、地下水採取の規制指導を徹底するとともに、地盤、採取地下

水などの調査・監視を行います。 

（1）土壌・地下水汚染の防止を図る 

①工場・事業場に対する土壌・地下水汚染防止に関する指導 

②汚染土壌の適正な処理に関する指導 

③低毒性農薬への転換・使用量削減の促進 

④土壌・地下水汚染に関する情報の収集・提供 
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（2）地盤沈下の防止を図る 

①地下水の採取規制 

②地盤沈下に関する情報の収集・提供 

5 有害化学物質などに対する安全性を確保する 

有機塩素化合物、ダイオキシン類及び内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）による人

の健康や生態系への影響が懸念されています。 

このため、工場・事業場からの有害化学物質などの排出削減に努めます。また、有害化

学物質の環境調査及び情報の収集・提供を行います。 

（1）環境への有害化学物質の排出を減らす 

①工場・事業場に対する有害化学物質に関する規制指導の徹底 

②未規制有害物質の使用実態把握 

③建築物・工作物の解体工事などにおけるアスベスト飛散防止の徹底指導 

④野焼きや簡易焼却炉などにおける焼却行為の規制指導の徹底 

（2）有害化学物質などについて調査・研究する 

①大気・水・土壌中の有機塩素化合物及びダイオキシン類など有害化学物質の環境調査の推

進 

②内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）など有害化学物質に関する情報収集 

③有害大気汚染物質のモニタリング調査の継続・大気環境濃度、発生源などに関する基礎

的情報の収集整理・未然防止の見地から工場・事業場に対する排出抑制の促進 

6 環境状況を把握・提供する 

的確な環境施策を実施できるよう、大気・水質・騒音・地盤沈下などの環境状況などを

把握するとともに、環境情報システムの整備を図り、市民、事業者への情報提供に努めま

す。 

（1）環境状況を把握する 

①大気環境の常時監視 

②河川、水路及び地下水の監視 

③一般環境及び道路沿道の騒音測定 

④酸性雨、ダイオキシン類の調査 

⑤水準測量による地盤沈下の状況把握 
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（2）環境情報を提供する 

①環境情報システムの整備 

②光化学スモッグ予報などの緊急時情報の提供・対応 

③環境情報に関するホームページの充実 

④環境の状況、環境の保全及び創造に関して講じた施策の公表 

7 その他の環境保全対策を進める 

公害発生の未然防止を図り、公害苦情については的確な処理と解決に努めます。 

また、事業者に対して環境保全対策に係る支援を行います。 

公害健康被害については、被害者への補償給付などの継続及び公害健康被害の予防事業

を推進します。 

良好な生活環境が確保できるよう、電波障害などについて対策を促進します。 

（1）生活環境に係る苦情処理を的確に行う 

①公害苦情処理体制の充実と迅速かつ的確な対応

②公害苦情発生の未然防止

③「光害対策ガイドライン」に基づく指導・啓発

（2）事業者の環境保全対策を支援する 

①環境マネジメントシステムの導入などの支援 

②事業者の自主的環境管理を推進するため騒音計など公害測定機器の貸出 

（3）公害健康被害対策を推進する 

①公害健康被害補償給付事業の円滑な運用 

②公害保健福祉事業の推進 
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第 2節 身近に自然とふれあえるまちづくり 

本市は、中小企業を中心とした産業集積と、大阪への交通利便性の高さから、急速に市街

化が進み、国定公園である生駒山系を除くと、まとまった自然環境が少なくなっています。 

しかし、数少ない農地や枚岡神社の照葉樹林など、私たちがあまり意識しないところに人

間の生活に調和してきた自然が残されています。 

さらに、生駒山系の宮川や市街地の長瀬川や恩智川といった河川などは、水辺の生き物に

とって重要な生息空間となっています。 

これら本市の自然環境においては、いろいろな生き物の生息・生育が確認されていますが、

まだ確認されていない生き物もたくさんいます。 

そのため、まず自然の状況を把握し、その上で、今ある自然を守り、育て、そして新たに

生き物が豊かに生息できる環境づくりを進めていきます。 

1 身近に水・緑とふれあえる環境をつくる 

市域の大半は市街化が進んでいますが、河川、ため池などの多様な水辺や農地、公園緑

地、住宅地などの緑があり、これらはまちづくりの中で、身近にふれあえる環境としてよ

り有効に活用されなくてはなりません。 

このため、これらの多様な水辺や緑を保全・創出するとともに、より魅力的なものにす

るためこれらのネットワーク化を図り、身近に水・緑とふれあえる環境を形成します。 

（1）公園・緑地を増やす 

①最も身近に緑とふれあえる空間として、都市公園などの体系的整備の推進

②市街地に隣接し身近にふれあう緑地の永続的な保全の推進

（2）多様な緑化を推進する 

①道路、公園、学校などの公共施設の緑化の推進

②民有地における、生け垣設置、ビル・マンションなどの緑化の推進 

③広報紙や緑化イベントによる、緑化に対する啓発

（3）水環境を健全にする 

①森林の保全、農地の保全、緑地の創出などによる浸透能力の保全 

②ため池の保全などによる貯水能力の保全、向上

③浸透性舗装や雨水浸透ますの設置などによる雨水の地下への浸透方策の検討

④水資源の有効利用や地下水涵養のため、公共施設整備における雨水利用施設の設置の検討

⑤市民、事業者への節水意識を高めるための普及、啓発 
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（4）親水空間を確保する 

①河川、水路における親水空間づくり

・水路のアメニティ51空間としての活用

・下水処理水を利用したせせらぎづくり

・親水型護岸、自然工法による河川改修の促進

2 自然の状況を把握する 

本市には、市街地に点在する農地や、生駒山系、河川など、生き物の生息環境が残され

ています。これらの生息環境を把握するように努めます。 

（1）自然保護行政を推進する 

①庁内における自然保護行政の組織的整備の検討 

②自然保護の取組の推進 

③国、府、地元の大学や研究機関の調査などへの参画

（2）情報を収集・活用する 

①市域の自然環境情報の収集・公共工事や民間の開発事業の指導において配慮する仕組の

検討

3 今ある自然を守り・育てる 

本市には身近な生き物やその生息地が見られますが、市街地の自然は孤立しており、市

街化によって破壊されやすい傾向にあることから、まちなかに点在する自然を生き物が生

息可能な場所として適切な保全を図ります。 

また、生駒山系の森林についても、生き物が豊かに暮らせる里山52林として維持するた

め、放置するだけでなく、適切な管理に努めます。 

（1）まちなかに点在する自然を守る 

①担い手の育成・確保による農地の保全 

②休耕地を活用した植栽運動の推進 

③市街地内の農地を市民農園として活用

51 アメニティ：環境などの快適性。 
52 里山：人里周辺の低山や丘陵。燃料・肥料・食料・生活資材などの調達など農業を営むのに必要な樹林で農地に続く

森林、たやすく利用できる森林。植生からみると、人里近くの雑木林・アカマツ林などの各種二次林・小規模なスギ－ヒ

ノキ植林・竹林などがある。 
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（2）生駒山系の自然を守り・育てる 

①生駒山系の、放置され、荒れた森林の一部では、里山林として維持されるよう、維持管

理に市民が参加する仕組づくりなど様々な主体の協働・連携を推進

（3）河川など水辺の自然を守る 

①生態系に配慮した河川や農業用水路、ため池などの保全・整備 

4 自然を再生する 

生き物が生息可能な場所を確保するため、市街地において一定の面積を有する自然を創

出するとともに、生息場所（ビオトープ）のネットワーク化を図ります。 

（1）まちのビオトープを保全・創出する 

①公共施設におけるビオトープづくり

（2）生き物の生息環境をネットワーク化する 

①川辺において、生き物の生息に配慮した整備

5 放流・採集など生態系への影響を減らす 

河川やため池において、ブラックバスなどが放流されている場合があります。また、山

ではラン科の植物などがよく採集されています。 

このような行為は市内の生き物の生息環境に大きな影響を与えてしまいます。 

したがって、今ある自然を守るためにも、放流や採集などの行為を控えるよう、啓発を

進めます。 

①国や府と連携を図りつつ、ペット、その他として持ち込まれた外来生物の拡散防止やみ

だりに植物や昆虫などを採集する行為を控えるよう啓発

②生駒山系のハイキングコースにおいて生き物の生息環境が悪化しないよう、ハイカーに

ごみなどを持ち帰るよう啓発
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第 3節 魅力のある安全で快適なまちづくり 

社会の成熟化が進むなか、物質的な満足だけでなく、水辺や緑、歴史や文化などの身近な

環境とのふれあいを通じて心の豊かさを感じられる環境づくりが求められており、地域資源

である自然環境や歴史的文化的遺産を活かし、魅力ある環境づくりを進める必要があります。 

また、少子・高齢社会の到来を迎え、だれもが安心して暮らせる環境が求められています。 

今後はさらに、これら多様な環境資源の効果的な連携を図るとともに、お年寄りや子ども

たちなどのためのユニバーサルデザインの導入などにより、まち全体としての魅力の向上に

取り組む必要があります。 

1 個性と魅力あふれる景観を形成する 

景観は、人々がそのまちに抱くイメージに大きな影響を与える重要な要素です。まちな

みを育てていくためには、そのまちの個性をつかみ、デザイン基調を整えていくことが必

要です。特に、鴻池新田会所及び今米特別緑地保全地区などの歴史的文化的遺産や、生駒

山系などの自然景観といった様々な資源を活かし、個性と魅力をより高めていきます。 

また、まちの美しさを維持していくために、日頃からまちの美化に努めます。 

（1）まちをきれいにする 

①良好な景観を阻害する不法看板対策などの推進

②モラルやマナーの啓発などによる、ごみのポイ捨ての禁止、不法投棄の防止、落書き防

止などの推進

③自転車利用者のモラルやマナーの啓発などによる放置自転車の抑制

④空地の適正管理の啓発・不良状態の空地の是正指導

（2）良好な景観を形成する 

①自然景観の保全（風致地区の保全や寺社林の保全など）

②歴史的なまちなみ景観の保全 

③東大阪市景観計画に基づく施策の推進

・魅力あるまちなか、まちかどなど良好な景観の誘導
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2 誰もが安全で快適に暮らせる環境をつくる 

少子・高齢社会を迎えるなか、誰もが安全で快適に暮らせる環境づくりの必要性が高ま

っています。 

このため、高齢者や障害者、外国人や子どもたちを含め、すべての人に配慮したユニバ

ーサルデザインの導入などにより、公共空間のバリアフリー53化を促進するとともに、生

活道路の安全性や快適性の向上を図るため、幹線道路の整備や歩行空間のネットワーク化

に取り組むなど、安全で快適に暮らせる環境づくりを進めます。 

（1）安全な歩行空間を確保する 

①地域特性に応じた幹線道路や生活道路の計画的整備・改良

②災害時の緊急避難路確保のための生活道路の拡幅整備

③水路跡地の利用について可能な限り緑道などの植栽整備

（2）快適な歩行空間をつなぐ 

①地域の環境資源を活用するための散策ルートや生活ルートの設定・整備 

②休憩空間の整備、デザイン配慮など道路空間の魅力化

（3）誰にもやさしいまちをつくる 

①道路、公園・緑地、官公署施設、公共交通機関などの公共空間・施設へのユニバーサル

デザインの導入推進

②バリアフリー法54などに基づき、段差解消などまちのバリアフリー化の推進 

3 歴史・文化を感じられるまちをつくる 

地域に根付いた歴史や文化は、市民共有の貴重な財産であり、まちに風格や魅力を与え

るとともに、地域の誇りともなることから、歴史的文化的遺産を保全・活用するとともに、

伝統や文化を継承していけるまちづくりを進めていきます。 

（1）歴史的文化的遺産を保全・活用する 

①歴史的文化的遺産の法・条例に基づく指定・保存 

②歴史遺産をつないだ歴史散策コースなどの設定・整備 

（2）伝統・文化を継承する 

①祭りや年中行事、生活文化の継承・保存 

②文化の担い手となる人材の発掘・育成

53 バリアフリー：障害者や高齢者などが自立した生活を送れるように、都市環境や建築などの物理的、社会的、制度的、

心理的及び情報面での障害を取り除くこと。具体的には、公共の建築物や道路、個人の住宅などにおける車イスで通

行可能な道路や廊下の幅の確保、段差の解消などがあげられる。 
54 バリアフリー法：高齢者や障害者が気軽に移動できるよう、階段や段差を解消することをめざした法律で、正式名称は

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」。
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第 4節 環境負荷の少ないまちづくり 

本市は、市全域に多種多様な中小企業が立地しており、それら企業は高い集積度で集中し

ていることから、市民・事業者による活発な都市活動が営まれています。 

都市活動のなかで、生産から流通、廃棄に至るまでの物質の効率的な利用やエネルギーの

有効利用、リサイクルを進めることにより、資源の消費が抑制され、環境への負荷の少ない

循環型社会への転換を進めます。 

1 循環型社会を形成する 

私たち一人ひとりの日常生活や社会経済活動が環境と深いつながりを持っていることの

理解と認識を持ち、環境に配慮したライフスタイル（日常生活活動）と事業活動に改めて

いく努力が必要です。 

今日の大量生産、大量消費、大量廃棄の社会経済システムに起因して、廃棄物の発生抑

制、資源化、適正処理、廃棄物処分場の安定的確保が重要な課題となってきています。 

このため、廃棄物の発生抑制と適正な処理を図るため、市民や事業者などとの取組の相

互の協力、排出者の処理責任などの意識啓発に努め、ごみの減量化、資源化及び廃棄物の

適正処理に努めます。 

（1）ライフスタイルや事業活動を環境に配慮したものにする 

①環境教育の推進 

②地産地消の促進 

③環境にやさしい商品の購入促進 

④再生資源の利用促進のための情報提供 

⑤生産工程の効率化による廃棄物の発生抑制などの情報提供 

⑥省資源・省エネルギー製品の普及やリサイクル製品の購入、活用など、市民・事業者自

らの意識改革・行動改革につながるライフスタイルの定着の促進

（2）一般廃棄物対策を推進する 

①省資源化、リサイクルに配慮した生活様式、事業活動を普及啓発・その仕組づくりなど

により誘導、促進 

②不用品の交換制度など、リサイクルの仕組づくりなどによる資源の有効活用を促進 

・フリーマーケットなど市民参加型リサイクルイベントへの協力 

③循環型社会形成に向けた取組の拠点となる施設整備の検討 

④再生資源を中心とした分別収集の徹底・自治会を中心とした住民による集団回収の推進
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⑤家電リサイクル法55への市民、事業者、行政が一体となった積極的な対応の推進

⑥「大阪湾フェニックス計画56」への参画による最終処分場の確保

⑦資源を有効に利用し一般廃棄物を減らすために、公共事業で生じた一般廃棄物の再利用

の促進

⑧清掃工場におけるリサイクルシステム強化への働きかけ

（3）産業廃棄物対策を推進する 

①排出事業者に対する指導強化による減量化・排出事業者責任の徹底・マニフェスト制度57

の周知、徹底

②情報提供による産業廃棄物資源化の促進

③資源を有効に利用し産業廃棄物を減らすために、公共事業で生じた産業廃棄物の再利用

の促進

④多量排出事業者に対する廃棄物アセスメント58の適正な実施の指導 

⑤産業廃棄物処理施設の適正な維持管理に関する立入指導 

⑥優良な産業廃棄物処理業者の育成 

55 家電リサイクル法：一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)から、有用な部分

や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律で、正式名称は「特定家庭

用機器再生商品化法」。
56 大阪湾フェニックス計画：近畿 2 府 4 県の 168 市町村の廃棄物の広域的な最終処分場を確保するため、昭和 56 年に

制定された「広域臨海環境整備センター法」に基づき昭和 57 年 3 月に「大阪湾広域臨海環境整備センター」が設立さ

れ、大阪湾の海面を最終処分場とし、廃棄物の埋立を行っている。現在、埋立処分場は、尼崎沖、泉大津沖、神戸沖

及び大阪沖に位置している。（平成 22 年 3 月変更認可） 
57 マニフェスト制度：産業廃棄物を排出する事業者が、「マニフェスト（管理票）」を使用することにより、その処理を委託し

た廃棄物の運搬から処分までの流れを自ら把握するとともに、当該廃棄物の性状などに関する情報を処理業者に確

実に伝達する制度。 
58 アセスメント：公害の発生、自然環境の破壊など環境保全に重大な支障をもたらすことのないように、当該行為などが

環境に及ぼす影響を事前に調査、予測、評価すること。 
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第 5節 地球環境に配慮したまちづくり 

地球温暖化問題については、平成 9 年（1997 年）の COP359において採択された京都

議定書が、平成17年（2005年）2月 16日に発効され、2008～2012年の間に先進国

などが全体の温室効果ガス排出量を1990年に比べて5％以上削減することを目標に取組が

進められてきましたが、その後世界は大きく変化し続け、京都議定書上削減義務のない開発

途上国の経済発展などに伴う排出量が増加し、今後さらなる増加が予想されています。 

そのため、今後もさらなる地球温暖化対策の推進が求められており、我が国は、温室効果

ガスの排出量を2050年までに80％、2020年までに1990年比で25％削減するという

目標を掲げ、京都議定書に続く次の国際的な枠組の構築に向けた交渉を行っているところで

す。 

このような地球規模の環境問題の解決には、国際的な協力が必要ですが、一方で、市民一

人ひとりが、身近な生活の中で環境を意識することが地球環境の保全につながるという認識

にたって、地域において環境への負荷の少ない活動を推進することにより、地球環境保全に

貢献していく必要があります。 

1 地球環境保全に貢献する 

二酸化炭素など温室効果ガスの増加による温暖化や、フロンなどによるオゾン層の破壊、

酸性雨による影響や熱帯雨林の減少など、地球環境への影響が懸念されており、これらの

問題に対する地域での取組が求められています。 

このため、二酸化炭素の排出を減らすための省資源、省エネルギー対策や酸性雨に関す

る調査など地球環境の保全に貢献できる施策を進めます。 

（1）地球温暖化対策を推進する（東大阪市地球温暖化対策実行計画の推進） 

①省資源・省エネルギー製品の普及やリサイクル製品の購入、活用など、市民・事業者自

らの意識改革・行動改革につながるライフスタイルの定着の促進 

・環境家計簿の普及促進 

・環境マネジメントシステムの導入促進 

②地球環境に貢献する環境産業の育成を支援 

・環境ビジネスへの参入のための支援 

・東大阪ブランド60への環境配慮型製品での登録促進 

③省エネルギーや省CO2に取り組みやすい環境整備の推進 

59 COP3：平成 9年 12月に国際連合により京都市で開催された温室効果ガス排出抑制に関する合意形成を主な目的とし

た国際会議。気候変動枠組条約の発効以来、毎年開かれている締約国会議（Conference of Parties）の第 3 回で、正

式名称は第 3 回気候変動枠組条約締約国会議。 
60 東大阪ブランド：「オンリーワン」「ナンバーワン」「プラスアルファ」の製品として東大阪ブランド推進機構の認定を受けた

製品。「オンリーワン製品」とは、全国で唯一、自社のみが製造している製品、「ナンバーワン製品」とは、特定の市場で

第 1 位を記録する製品、「プラスアルファ製品」とは、従来製品にない付加機能、付加価値を有する商品。
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④公共施設にコージェネレーション61など省エネルギー型の設備や太陽光発電62など自然

エネルギー利用システムの導入を推進 

・ESCO63事業の導入検討 

・再生可能エネルギー等設備設置の検討 

⑤省エネルギー型の設備や自立分散型電源（自然エネルギー利用システムやコージェネレ

ーションシステム等）の導入を促進 

・省エネ診断・省エネ改修の促進 

・再生可能エネルギーや家庭用コージェネレーションなどの導入促進 

⑥環境への負荷の少ない、歩いて暮らせるコンパクトシティの検討 

⑦緑地の保全や緑化の推進 

（2）その他の環境問題に対応する 

①酸性雨のモニタリング調査の継続 

②府、府内市町村と共同した酸性雨による影響調査の実施 

③生活排水対策の普及・啓発など、海洋汚染の防止に関する地域からの取組の推進 

④府と共同したヒートアイランド対策の推進 

61 コージェネレーション：熱電併給システム、あるいは熱併給発電とよばれ、一つのエネルギー源から、電気と熱などを同

時に発生させ併給するシステム。エネルギーを有効かつ多角的に利用できる。 
62 太陽光発電：シリコンなどの半導体からなる太陽電池を用いて、太陽光エネルギーを直接電気に変換して利用するも

の。 
63 ESCO：Energy Service Company の略称で、民間の企業活動として省エネルギーを行い、ビルオーナーにエネルギー

サービスを包括的に提供する事業。 
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第 4章 地域特性を活かした環境づくりの方向 

第 1節 地域特性を活かした環境づくりの概要 

1 地域特性を活かした環境づくりの考え方 

本市では、まちづくりを考える目安となる7つの地域を設定し、活動・交流の拠点として

リージョンセンターを設置しています。 

このリージョンセンターは、各地域において、地域特性を活かした個性豊かなまちづくり

を自主的に進めるための拠点として位置づけられています。 

環境づくりにあたっても、それぞれの地域の特性や課題に応じた活動を進められるよう、

地域別に環境特性や環境像、環境づくりの方向を設定します。 

地域特性を活かした環境づくりの方向を設定するにあたり、地域で活動されている様々な

団体の方々や公募委員による市民懇談会を開催し、地域の資源や課題の抽出、地域資源の活

用方法などについて、ワークショップ64により検討を行いました。それらの結果を踏まえる

とともに、後期基本計画における地域別計画や平成 21 年度に実施した環境に関するアンケ

ート調査結果などを踏まえて、主に地域住民を主体とする各地域の特性を活かした環境づく

りの方向を設定しています。 

なお、本章で示す内容は、各地域の資源や環境づくりの方向を全て網羅しているわけでは

なく、地域住民が身近に環境づくりに取り組めるように目安として示すものです。この計画

に示す内容に留まらず、地域が持つ強みや個性を活かした取組についても支援していきます。 

2 地域特性を活かした環境づくりの方向の構成 

64 ワークショップ：経験や立場、年齢の異なる様々な人々が参加し、組織の枠を超えた参加者の共同作業の中からある

成果を創造する行為、活動をいう。 

●地域

（1）地域の概況 

・地域別の将来人口や土

地利用の状況などを整

理しています。

■環境特性図

・地域の主な資源を図示しています。 

（4）地域特性を活かした 

環境づくりの方向

・後期基本計画における地域別計画を基

本とし、市民懇談会の意見を参考にし

ながら、めざす環境像や環境づくりの

方向性、取組例について整理していま

す。 
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（2）地域の環境特性 

・市民懇談会で抽出された地域資源や地域

の課題、環境に関する既存の取組を整理

しています。

（3）地域住民が評価する地域の環境 

・環境に関するアンケート調査結果より、

身近な環境についての満足度・重要度に

ついて、地域別の特徴を整理しています。 
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全体 A

第 2節 地域特性を活かした環境づくりの方向 

1 A 地域 

（1）地域の概況 

・人口が緩やかに増加し、高齢化が急激に

進むことが見込まれています。 

・山裾には良好な住宅地、新石切駅周辺に

は新たな市街地が形成されています。 

・近鉄奈良線と国道 170 号の間には河川

やため池の水を利用した農地が多数あ

ります。 

（2）地域の環境特性 

①環境に関連する地域の特徴と課題

○地域の特徴

・生駒山の緑や清流といった豊かな自然環境（日下の豊かな自然、ホタル、辻子谷

の水車、日下山など） 

・豊富な歴史遺産、大阪平野の眺望や夕日など優れた景観 

・東石切公園、石切剣箭神社、旧河澄家、夫婦塚古墳 

・おたび所（神社の祭礼で、祭神が巡幸するとき、みこしを鎮座しておく場所） 

・地域の語り部・歴史を語る人材 

○地域の課題

・生駒山ろくの自然や地域の歴史的文化的遺産を活かした取組が必要 

②環境に関連する既存の取組

・川づくりのイベント、ホタルを育てる会 

・水車をつくるボランティア活動、日下山を市民の森にする会 

・東石切公園における小学生の花植え活動 

・外環状線・中央大通りのごみの清掃活動 

・生ごみ減量、環境たわし、環境家計簿、エコ手づくり教室など

（3）地域住民が評価する地域の環境 

・満足度は市内全体と比べ相対的に高く、特に「まちの静けさ」への満足度が高くなっています。 

・「環境に関する学習の場」、「協働による環境の取組」などは、市内全体と比べて相対

的に重要度が高くなっています。 

【満足度】                 【重要度】 
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出典：東大阪市第 2 次総合計画後期基本計画

出典：環境に関するアンケート調査結果（H21年8～9月実施） 
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（4）地域特性を活かした環境づくりの方向 

①めざす環境像： 

次世代につなぐ緑と歴史のまち 

②環境づくりの方向： 

・生駒山ろくの森林などの自然環境や、地域の文化環境を、市民が中心となって守り

育てます 

取組例：季節の花めぐり、地域の伝承の調査 

祭りの伝承、旧宅の保全 

公園での野外写真展や古昔写真展 など

＜関連する主な市の施策（3章より）＞ 

・東大阪市景観計画に基づく施策の推進（歴史的なまちなみ景観の保全） 

 【良好な景観を形成する（P51）】 

・祭りや年中行事、生活文化の継承・保存、文化の担い手となる人材の発掘・育成 

 【伝統・文化を継承する（P52）】 

・市民を主体として、環境を次世代につないでいく活動に取り組んでいきます 

取組例：子どもの自然体験（公園の雑草を用いた押し花など） 

環境のことを学ぶ牛乳パックでつくるルービックキューブ など

＜関連する主な市の施策（3章より）＞ 

・市街地に隣接し身近にふれあう緑地の永続的な保全推進 

 【公園・緑地を増やす（P48）】 

・生駒山系の、放置され、荒れた森林の一部では、里山林として維持されるよう、維

持管理に市民が参加する仕組づくりなど様々な主体の協働・連携を推進 

 【生駒山系の自然を守り・育てる（P50）】 

■環境特性図

日下新池とヒトモトススキ 

辻子谷の水車 

夫婦塚古墳 
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全体 B

2 B 地域 

（1）地域の概況 

・人口が大幅に減少し、高齢化が急激に進

むことが見込まれています。 

・山裾には良好な住宅地が形成されており、

枚岡周辺は住宅地として再開発が進行

しています。 

・近鉄奈良線と国道 170 号の間には河川

やため池の水を利用した農地が多数あ

ります。 

（2）地域の環境特性 

①環境に関連する地域の特徴と課題

○地域の特徴

・生駒山ろくに広がる里山などの豊かな自然（野鳥の里・恩智川など）、歴史的な

施設・遺跡（山畑古墳群・二本松古墳・梶無神社・瓢箪山稲荷神社・枚岡神社・

埋蔵文化財センター・郷土博物館など） 

・らくらく登山・ウォーキング（登山スタンプ集め→商店街の商品券） 

・瓢箪山商店街の祭り 

○地域の課題 

・豊富な地域資源があるものの、しっかりとした掘り起こしや整理が必要 

②環境に関連する既存の取組

・恩智川におけるクリーン作戦（地域の足並みが揃わないのが課題） 

・瓢箪山稲荷神社における散歩空間の創造 

・生駒山での、らくらく登山運動（月3回） 

・枚岡神社における山の保全 

・古紙回収した資金で通学路を緑化、学校活動支援としての昔遊び・花のボランテ

ィア、ごみの減量・分別、愛ガード、公民館行事、エイフボランタリーネット活

動、自治会役員による夜警、かるがも会による古い布で再製する運動 

（3）地域住民が評価する地域の環境 

・満足度は市内全体と比べて相対的に高く、特に「まちの静けさ」、「身近に水・緑とふ

れあう場所の多さ」への満足度が高くなっています。 

・「環境への負荷の低減」は、市内全体と比べて相対的に重要度が低くなっています。 

【満足度】                【重要度】 

老年人口 
（65 歳以上） 

生産年齢人口 
（15 歳～64 歳） 

年少人口 
（0 歳～14 歳） 

将来人口および人口構成割合（年齢区分） 

出典：東大阪市第 2 次総合計画後期基本計画

出典：環境に関するアンケート調査結果（H21年8～9月実施） 
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（4）地域特性を活かした環境づくりの方向 

①めざす環境像： 

育て、伝え、守ろう 自然と歴史のまち 

②環境づくりの方向： 

・市民が中心となって自然や歴史など地域資源の発掘、整理を行い、地域情報を発信

していきます 

取組例：地域で知られていないよいところ、古墳群を紹介する郷土マップの作成 

花・野鳥・歴史などを巡るコースなど目的別のマップの作成 

野鳥紹介の案内板の設置 など

＜関連する主な市の施策（3章より）＞ 

・市域の自然環境情報の収集・公共工事や民間の開発事業の指導において配慮する仕

組の検討                                  【情報を収集・活用する（P49）】 

・歴史遺産をつないだ歴史散策コースなどの設定・整備 

 【歴史的文化的遺産を保全・活用する（P52）】 

・市民による地域資源を活用した取組を検討するとともに、地域活動の連携を推進し

ていきます 

取組例：遊水地・休耕田の活用（休耕田をレンゲ・コスモスの花畑にするなど） 

恩智川ネットワークの強化 

既存団体組織間で連絡協議を進展 など

＜関連する主な市の施策（3章より）＞ 

・市街地内の農地を市民農園として活用 【まちなかに点在する自然を守る（P49）】 

・生駒山系の、放置され、荒れた森林の一部では、里山林として維持されるよう、維

持管理に市民が参加する仕組づくりなど様々な主体の協働・連携を推進 

 【生駒山系の自然を守り・育てる（P50）】 

■環境特性図

自由の森なるかわ 

梶無神社

発掘ふれあい館
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全体 C

3 C 地域 

（1）地域の概況 

・人口が大幅に増加し、同時に高齢化が緩

やかに進むことが見込まれます。 

・全般に旧村を中心とした住宅地が形成さ

れており、稲作農地も点在しています。 

・東部に工業地区、中部にトラックターミ

ナルなどの流通業務施設が立地してい

ます。 

（2）地域の環境特性 

①環境に関連する地域の特徴と課題

○地域の特徴

・鴻池新田会所を中心とした歴史・文化的な景観、河川や水路などの潤い空間 

・府立中央図書館・東大阪市役所、東大阪トラックターミナル 

・鴻池四季彩々とおり（ごみ清掃とウォーキング、将来イルミネーションをしたい）、 

緩衝緑地、徳庵ポンプ場・五箇水路・六郷水路（川として残さないといけない）、

聞称寺のボタン会・歴史ある村、鴻池新田会所 

・インターナショナル

○地域の課題

・狭い道路だけでなく、幹線道路においても通行に危険な場所が存在 

・鴻池新田会所など、地域にある文化的資源の活用が不十分 

②環境に関連する既存の取組

・個々の心がけ一つでまちがきれいに（公共交通機関の利用、ごみの分別、買物袋

（エコバッグ）の活用） 

・緩衝緑地における清掃作業、鴻池新田会所におけるライトアップとジャズフェス

ティバル 

・文化交流をしている（生活習慣の違いが課題）

（3）地域住民が評価する地域の環境 

・満足度は概ね市内全体の平均以上ですが、唯一、「有害化学物質などの安全性」への

満足度が低くなっています。 

・重要度は概ね市内全体の平均的な値であり、「多様な動植物の生息環境」などは各指

標のなかで比較的重要視されています。 

 【満足度】                 【重要度】 

老年人口 
（65 歳以上） 

生産年齢人口 
（15 歳～64 歳） 

年少人口 
（0 歳～14 歳） 

将来人口および人口構成割合（年齢区分） 

出典：東大阪市第 2 次総合計画後期基本計画

出典：環境に関するアンケート調査結果（H21年8～9月実施） 
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（4）地域特性を活かした環境づくりの方向 

①めざす環境像： 

拠点施設を核に環境意識を高められるまち 

②環境づくりの方向： 

・市民が主体となって安全な道づくり、マナー向上に取り組んでいきます 

取組例：道路にはみ出している枝の伐採、ポイ捨て禁止、日常的な清掃、事故が多

い箇所や危険な箇所などの情報を市役所へ報告 

東大阪流通業務地区におけるトラック交通に起因する諸問題の解決（東大

阪 FQPアクションプラン65の推進） など

＜関連する主な市の施策（3章より）＞ 

・モラルやマナーの啓発などによる、ごみのポイ捨ての禁止、不法投棄の防止、落書

き防止などの推進                             【まちをきれいにする（P51）】 

・地域特性に応じた幹線道路や生活道路の計画的整備・改良 

 【安全な歩行空間を確保する（P52）】 

・市民一人ひとりが地域の魅力を再発見するとともに、地域が文化資源を守り育てる

活動や有効活用策の発案などに取り組み、情報を発信していきます 

取組例：市民一人ひとりによる鴻池新田会所などの文化的資源への訪問 

鴻池ジャズフェスティバルなどの文化活動への参加などを通した地域の魅

力の再発見 など

＜関連する主な市の施策（3章より）＞ 

・歴史遺産をつないだ歴史散策コースなどの設定・整備 

 【歴史的文化的遺産を保全・活用する（P52）】 

・祭りや年中行事、生活文化の継承・保存        【伝統・文化を継承する（P52）】 

65 東大阪 FQP アクションプラン：東大阪流通業務地区及びその周辺におけるトラック交通に起因した諸課題を解決し、地

区がめざすまちの将来像の実現に向け、荷主、運送事業者、地方自治体、警察など地域の関係者が協働し、地域住

民の意見を踏まえた上で、関係者が自主的に取り組むことができる施策をまとめた計画。 

■環境特性図

鴻池新田会所

緩衝緑地 

鴻池四季彩々とおり 
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全体 D

4 D 地域 

（1）地域の概況 

・人口が減少し、同時に高齢化が進むこと

が見込まれます。 

・近鉄奈良線を中心に住宅地が形成されて

いますが、一部で流通関連施設や住宅、

工場が混在しています。 

（2）地域の環境特性 

①環境に関連する地域の特徴と課題

○地域の特徴

・文化的資源（瓜生堂遺跡、若江城跡、吉田春日神社・若江鏡神社・津原神社（河

内3大馬場（参道））・石田神社など） 

・文教・スポーツ施設（花園中央公園・ラグビー場・文化会館など） 

・交通・買物などの利便性、屋上緑化（花や野菜、果実を植えて気温を下げる） 

・恩智川周辺の遊歩道、第二寝屋川沿いの菜の花、農地保存（地産地消）、桜通り

（春になるとたくさんの方が訪れる） 

・若江岩田駅前の商店街と岩田墓地で開催される墓市 

○地域の課題

・狭い道路が多いため緊急車の出入りができないなど、防犯や防災面での不安 

・地域の人にあまり知られていない、地域の歴史や文化、産業が失われてしまう恐れ 

・まちを美しくするための活動が必要 

②環境に関連する既存の取組

・環境家計簿（買物のとき自転車を使う。エコバッグを持っていく、家の前に土の

部分を残している。付けている人を増やす） 

・恩智川周辺の遊歩道における菜の花の種まき・清掃 

・イトーヨーカドー前の道路の清掃 

（3）地域住民が評価する地域の環境 

・満足度は概ね市内全体の平均以下であり、特に「水のきれいさ」、「まちの美しさ」な

どの満足度は低くなっています。 

・重要度は概ね市内全体の平均以下の値であり、特に「協働による環境の取組」などは

重要性が低いと考えられています。 

【満足度】               【重要度】 
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将来人口および人口構成割合（年齢区分） 

出典：東大阪市第 2 次総合計画後期基本計画

出典：環境に関するアンケート調査結果（H21年8～9月実施） 
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（4）地域特性を活かした環境づくりの方向 

①めざす環境像： 

公園を中心とする安全・安心のまち 

②環境づくりの方向： 

・市民が中心となって、安全・安心・健康に暮らせるまちづくりに取り組んでいきま

す

取組例：愛ガード運動、子ども110番運動 

駅前の自転車を減らす「(仮称)駅まで1kmは歩こう」運動 など

＜関連する主な市の施策（3章より）＞ 

・地域特性に応じた幹線道路や生活道路の計画的整備・改良 

 【安全な歩行空間を確保する（P52）】 

・道路、公園・緑地、官公署施設、公共交通機関などの公共空間・施設へのユニバー

サルデザインの導入推進、バリアフリー法などに基づき、段差解消などまちのバリ

アフリー化の推進                     【誰にもやさしいまちをつくる（P52）】 

・市民一人ひとりの取組により、美しいまちを保ちます 

取組例：ごみ分別の推進 

花園中央公園の活用（花壇での美化、イベント時の花卉の販売など） 

地域の歴史を感じるまちなみの保全 など

＜関連する主な市の施策（3章より）＞ 

・東大阪市景観計画に基づく施策の推進（歴史的なまちなみ景観の保全） 

 【良好な景観を形成する（P51）】 

・再生資源を中心とした分別収集の徹底・自治会を中心とした住民による集団回収の

推進                                  【一般廃棄物対策を推進する（P54）】 

■環境特性図

花園中央公園

恩智川沿いの菜の花

若江鏡神社 
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全体 E

5 E 地域 

（1）地域の概況 

・人口が緩やかに減少し、同時に高齢化が

緩やかに進むことが見込まれます。 

・長田地区には本市の拠点となる新拠点整

備地区があり、業務・流通系統の土地利

用が進行しています。 

（2）地域の環境特性 

①環境に関連する地域の特徴と課題

○地域の特徴

・稲田桃（楠根小学校区～森河内小学校区）、長瀬川・第二寝屋川沿いの植栽、中

環の森・緑の風の道づくりでの植栽 

・楠根川緑地、新喜多公園（桜や花がきれい）、稲田八幡宮・観音禅寺・圓通寺・

森河内八幡神社、稲田秋祭りの際の長提灯の宮入行事、稲田墓地、だんじり祭り、

500年の歴史のイチョウの木など 

○地域の課題

・公園などの地域の財産をこれからも市民と市役所の力で守り、有効に活用するこ

とが必要 

・鉄道や河川によって地域が分断されており、交流が不十分 

・道が狭いため、住宅地に大型車が進入不可 

・地域の団体間の協働が不十分 

②環境に関連する既存の取組

・楠根の歴史書作成、地車保存会 

・川俣下水処理場における屋上の活用、家庭内でのごみの分別、地域で清掃 

・環境家計簿、グリーンカーテン 

（3）地域住民が評価する地域の環境 

・「環境に関する学習の場」などの満足度は市内全体の平均以上である一方、「土・地盤の

安全性」、「まちの静けさ」、「環境への負荷の低減」などへの満足度は低くなっています。 

・重要度は概ね市内全体の平均以下の値ですが、満足度の低い「土・地盤の安全性」

への重要性は高いと考えられています。 

【満足度】                 【重要度】 
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出典：東大阪市第 2 次総合計画後期基本計画

出典：環境に関するアンケート調査結果（H21年8～9月実施） 
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（4）地域特性を活かした環境づくりの方向 

①めざす環境像： 

稲田桃がたわわに実る緑あふれるまち 

②環境づくりの方向： 

・市民が主体となって緑豊かな環境を育み、活用していきます 

取組例：楠根川緑地・布施公園などの清掃や除草活動 

河川や緑地・公園でのウォーキング 

長瀬川ウォーキングマップの作成 など

＜関連する主な市の施策（3章より）＞ 

・市街地に隣接し身近にふれあう緑地の永続的な保全の推進 

 【公園・緑地を増やす（P48）】 

・市民や地域の団体が連携して、稲田桃がすくすく育ち、交流が生まれるまちにして

いきます 

取組例：稲田桃の苗の育成 

「一家一株運動」の推進 

植栽場所を確保するための意見交換 など

＜関連する主な市の施策（3章より）＞ 

・民有地における、生け垣設置、ビル・マンションなどの緑化の推進 

 【多様な緑化を推進する（P48）】 

・市街地内の農地を市民農園として活用 

 【まちなかに点在する自然を守る（P49）】 

■環境特性図

稲田桃 

川俣スカイランド 

楠根川緑地 
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6 F 地域 

（1）地域の概況 

・人口が減少し、同時に高齢化が進むこと

が見込まれます。 

・近鉄布施駅周辺は商業地区となっており、

隣接する高井田地区では中小企業が多

く立地しています。 

・永和駅や小阪駅周辺は大学や官公庁など

が集積しています。 

（2）地域の環境特性 

①環境に関連する地域の特徴と課題

○地域の特徴

・近鉄や JR、地下鉄などの公共交通機関や、道路交通網などの都市基盤 

・長瀬川、菱屋西浄水場の活用、第二寝屋川、司馬遼太郎記念館 

・高井田地域の工場（特区・住民参加のもとルールが必要）、商店街、八戸の里公

園、元市民病院の跡地の活用 

・環境家計簿、ふれあい祭り 

○地域の課題

・防犯面で、ひったくりが多い、街灯が少ないなどの問題 

・住宅密集地の防災体制を整える必要性 

②環境に関連する既存の取組

・長瀬川における水質調査・生物調査（月1回）、第二寝屋川における遊歩道と桜・

ウォーキング道の延長、アドプトリバー68

・駅前ゴミ拾い団体・リサイクル事業、老人会として古紙などの回収 

・30年続くふれあい祭り、近畿大学学生がボランティアで参加 

・地域見守り隊・愛ガード運動・地域の何でも屋・お年寄り110番 

・子どもふれあい祭り（菱屋西自治会）

（3）地域住民が評価する地域の環境 

・満足度は概ね市内全体の平均以下であり、特に「まちの静けさ」、「身近に水・緑と

ふれあう場所の多さ」、「まちの美しさ」などの満足度が低くなっています。 

・重要度は概ね市内全体の平均以上の値であり、上記の「まちの静けさ」などの重要

性は比較的高いと考えられています。 

【満足度】                 【重要度】 

老年人口 
（65 歳以上） 

生産年齢人口 
（15 歳～64 歳） 

年少人口 
（0 歳～14 歳） 

将来人口および人口構成割合（年齢区分） 

出典：東大阪市第 2 次総合計画後期基本計画

出典：環境に関するアンケート調査結果（H21年8～9月実施） 
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（4）地域特性を活かした環境づくりの方向 

①めざす環境像： 

季節の花が咲き誇り、環境教育に取り組むまち 

②環境づくりの方向： 

・市民が主体となり、季節の花が咲き誇るまちづくりとともに、環境教育に取り組み

ます 

取組例：各家庭などで花木の植樹 

子どもによる花の写生大会などによる興味の喚起 

長瀬川の美化を通した環境教育 など

＜関連する主な市の施策（3章より）＞ 

・民有地における、生け垣設置、ビル・マンションなどの緑化の推進 

 【多様な緑化を推進する（P48）】 

・環境教育の推進 

 【ライフスタイルや事業活動を環境に配慮したものにする（P53）】 

・市民が主体となって、安全で安心できるまちづくりに取り組みます 

取組例：地域巡回、門灯の点灯、愛ガード運動への参加 

ひったくり防止用具の使用、危険家屋の補修 など

＜関連する主な市の施策（3章より）＞ 

・モラルやマナーの啓発などによる、ごみのポイ捨ての禁止、不法投棄の防止、落書

き防止などの推進                             【まちをきれいにする（P51）】 

・災害時の緊急避難路確保のための生活道路の拡幅整備 

 【安全な歩行空間を確保する（P52）】 

66

66 アドプトリバー：「アドプト」とは「養子にする」という意味であり、河川を「養子」、参加する団体を「里親」にみたてた制度。

地域住民とともに河川環境の美化に取り組むことなどを目的としている。 

■環境特性図

つつじ 

工場のまちなみ 

八戸の里公園 
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全体 G

7 G 地域 

（1）地域の概況 

・人口が大幅に減少し、同時に高齢化が進

むことが見込まれます。 

・近鉄大阪線沿線の長瀬駅周辺では文教地

区が形成されており、弥刀駅周辺では住

宅が密集しています。 

（2）地域の環境特性 

①環境に関連する地域の特徴と課題

○地域の特徴

・長瀬川沿いの遊歩道や桜並木、樟徳館、菱屋西のまちなみなどの地域資源、夜店・

打上花火 

・久宝寺緑地、金岡公園 

・御劔神社（祭りに若い人が参加）、いきいき交流会（お年寄りが集まる、見守り

（女性部会･エイフ））、大きな犯罪が少ない、住宅密集地も比較的住みやすい、

本通商店街・北商店街（にぎやか・物価が安い・住みやすい） 

○地域の課題

・道路整備が遅れており、通行が危険 

・まちに緑を増やす必要性有り 

・長瀬川など地域資源の活用が不十分 

②環境に関連する既存の取組

・耐寒マラソン・子どもの遊び場（久宝寺緑地） 

・子どもを遊ばせやすい（金岡公園） 

・長瀬川における大和川流域団体との清掃 

（3）地域住民が評価する地域の環境 

・満足度は概ね市内全体の平均的な値ですが、「有害化学物質などの安全性」、「身近に水・

緑とふれあう場所の多さ」、「安全で快適な歩行空間」などへの満足度は高くなっています。 

・重要度は概ね市内全体の平均的な値であり、比較的満足度の高い「身近に水・緑とふ

れあう場所の多さ」などについても重要と認識されています。 

【満足度】                 【重要度】 

老年人口 
（65 歳以上） 

生産年齢人口 
（15 歳～64 歳） 

年少人口 
（0 歳～14 歳） 

将来人口および人口構成割合（年齢区分） 

出典：東大阪市第 2 次総合計画後期基本計画

出典：環境に関するアンケート調査結果（H21年8～9月実施）
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（4）地域特性を活かした環境づくりの方向 

①めざす環境像： 

長瀬川を核とした風情のあるまち 

②環境づくりの方向： 

・市民一人ひとりの取組により、歩行者や高齢者が安全に道路や歩道を利用できるよ

うにしていきます 

取組例：商品のはみ出し陳列、看板のはみ出し防止、長期的には家のセットバッ

クなども検討 など

＜関連する主な市の施策（3章より）＞ 

・自転車利用者のモラルやマナーの啓発などによる放置自転車の抑制 

 【まちをきれいにする（P51）】 

・道路、公園・緑地、官公署施設、公共交通機関などの公共空間・施設へのユニバー

サルデザインの導入推進、バリアフリー法などに基づき、段差解消などまちのバリ

アフリー化の推進                     【誰にもやさしいまちをつくる（P52）】 

・市民が中心となって、長瀬川を核としたまちづくりを進めます 

取組例：沿道の地域資源を使ったイベント 

川沿いのイルミネーション 

ボート遊び（水と親しむ機会） など

＜関連する主な市の施策（3章より）＞ 

・河川、水路における親水空間づくり（水路のアメニティ空間としての活用） 

 【親水空間を確保する（P49）】 

■環境特性図

長瀬川の清掃 

樟徳館 

金岡公園 
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第 5章 みんなで取り組むための施策 

第 1節 協働による環境づくりの進め方 

市民が身近に環境づくりに取り組めるように、その一つの目安として、第4章で地域特性

を活かした環境づくりの方向を示しましたが、環境に関する活動は、その内容や活動主体に

よって、様々な形態が考えられます。 

例えば家庭における環境家計簿の取組や事業所での道路の清掃、自治会単位での緑化の推進、

小学校区単位での公園の清掃、流域単位での河川の清掃など、様々な活動が想定されます。 

また、活動を始めたばかりの初動期から、活動を拡大している成長期、取組を何年も継続し

ている成熟期など、それぞれの活動の熟度にも違いがあると考えられます。 

第 2章で掲げた環境の都市イメージを実現していくためには、市内の各地で展開されてい

る様々な取組をつなげ、連携させることで、点から線へ、線から面へと環境活動の裾野を広

げていくことが重要となります。 

そのため、第5章では、市民・事業者・民間団体・行政が協働で取り組むために必要不可

欠な情報発信や環境学習の推進、行政の率先行動などの基本的な施策を位置づけるとともに、

課題や緊急性、既存の取組、地域特性を踏まえ、優先して実施すべき施策をリーディング・

プロジェクトとして設定し、市民・事業者・民間団体・行政の協働により推進していきます。 

また、協働を具体的に推進する仕組として、計画策定時に実施した市民懇談会を発展させ、

（仮称）東大阪環づくり会議として毎年開催し、行政の施策実施状況を報告するとともに、

地域における活動状況を発表してもらう場を設け、情報の共有やネットワーク化を行うこと

で、連携や協働を促し、環境活動のネットワーク化も図っていきます。 

さらに、地域における環境づくりの活動に対しては、豊かな環境創造基金や地域まちづく

り活動助成金の活用を促すとともに、庁内関係部局が実施する各種施策とも連携を図りなが

ら、行政として積極的に支援していきます。 
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■各主体の取組の協働・連携イメージ 

環境づくりに関わる各主体

△△小学校 
▲▲川流域 

☆☆自治会 

リージョンセンター 

リージョン 
センター 

□□小学校 

○○自治会 

リージョン 

センター

◎◎協議会 

・協働のための基本的な施策の推進（情報発信・環境教育など）

・（仮称）東大阪環づくり会議の開催 

・基金などの活用による支援 

・関係部局が実施する各種施策と連携 

協働 

・支援 

家庭や事業所 

交流の場、情報交換

の場として活用

（仮称）東大阪環づくり会議 

・地域における環境活動の情報共有を

図り、協働・連携を促進 

・毎年開催 

・構成員は環境活動団体や公募市民、

事業者など（随時拡充） 

・環境活動の裾野を広げるため、市民

や事業者などに対し広く参加を募る 

連携を拡大 

市民 民間団体 事業者 行政 

地
域
に
お
い
て

自
主
的
に
参
加
・
協
働
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第 2節 みんなで取り組むための基本的な施策 

協働で環境づくりに取り組むために行政として実施する施策を以下の3つの分野に分

けて示します。 

1 環境について「知る」ために 

（1）多様な情報を共有する 

①環境に関する情報の収集、整理及び環境情報システムの整備・活用を推進 

②環境に関する情報を記載した冊子や広報用のパンフレットの作成・配布を推進 

③市政だよりやケーブルテレビ、新聞などの各種メディアを通じての広報活動及びインタ

ーネットを通じて、広く市民に環境に関する情報を提供 

（2）みんなで考える場をつくる 

①各種環境イベントの開催、里山や水辺の自然観察会をはじめとした自然に親しむ各種活

動、身近な環境問題を題材にしたシンポジウムやフォーラムの開催など、環境について

ともに考える場の提供 

②市民の積極的な行動意欲の高揚を図るためのワークショップなどの開催 

「知る」 

環境問題に関心を持ち、 

多様な情報を知る 

「行動する」 

環境を保全･創造するために、

具体的な行動につなげる 

「学ぶ」 

日常生活や事業活動と 

エネルギーや温暖化との 

関わりを学ぶ 
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2 環境について「学ぶ」ために 

（1）環境学習の場を提供する 

①市民が取り組める水質調査方法や自然観察方法、リサイクルの方法や緑化の方法、事業

者に対してはごみ減量方法などのしおりやマニュアルなどの作成及び提供 

②水質調査や自然観察などの具体的な行動に際し、資材が必要となる場合はそれらを貸出、

提供するなど支援 

③環境学習の新たな拠点の設置について検討するとともに、既存の社会教育施設などを身

近な環境学習、市民相互の交流を促進する場として活用し、ネットワーク化 

④自然観察や野外活動など自然とのふれあいを体験するための拠点施設の活用

（2）多様な環境学習を進める 

①学校教育においては、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間などすべての教育

活動の中で、子どもたちの環境保全に対する興味・関心を高める取組の推進 

②清掃工場・上下水道施設などの環境関連公共施設や工場、事業場を環境学習のための見

学施設として活用 

③自然学校、自然教室などの体験型の学習など、地域社会との連携による取組の推進 

④地域の環境をテーマにした、環境学習の取組の推進

⑤市民を対象としたセミナーなどの開催、大学と連携した環境講座、生涯学習講座などに

よる環境学習の推進

⑥地域住民や事業者、NPOなどの多様な主体と連携を図りつつ、学校や地域、職場、野外

活動の場など、様々な場において環境学習の推進 
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3 環境の保全・創造に向けて「行動」するために 

（1）行政が率先して模範を示す 

①東大阪市地球温暖化対策実行計画の推進 

②市の行政事務における自動車利用の抑制及び公用車の削減 

③環境マネジメントシステムの推進 

④庁内ごみ減量の推進 

⑤グリーン購入67の促進 

⑥職員研修の実施 

（2）市民と協働する 

①市民の自主的な環境づくりの取組を推進するため、市民や民間団体、NPOなどと協働 

（取組例） 

・東大阪地球温暖化対策地域協議会との協働による温暖化防止対策の推進 

・地域団体への委託による大気汚染測定の実施やエコマーケットの開催、ノーレジ袋の

啓発・調査 

・地域住民による水路清掃の支援 

・地域による公園の維持管理の推進 

・地域による街路樹などの維持管理の推進 

・市民参加による打ち水 

②ごみの減量化と再資源化に向け、市民、事業者と協働し分別収集を推進 

③その他の協働形態についても検討 

（3）事業者と協働する 

①企業市民としての地域環境保全活動への取組を支援

②事業者の環境マネジメントシステムについて情報収集し、協働していける事業について

検討 

（4）府や近隣自治体と協力する 

①府や近隣自治体と協力して各種取組を推進 

67 グリーン購入：製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少な

いものを選んで購入すること。グリーン購入は、消費生活など購入者自身の活動を環境にやさしいものにするだけでな

く、供給側の企業に環境負荷の少ない製品の開発を促すことで、経済活動全体を変えていく可能性を持っている。平

成 13 年 4 月に施行された、国などによる「環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」では、国など

の機関にグリーン購入を義務づけるとともに、地方公共団体や事業者・市民にもグリーン購入に努めることを求めてい

る。 
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第 3節 協働で進めるリーディング・プロジェクト 

1 基本的な考え方 

個別の環境分野ごとに実施する施策のうち、課題・緊急性、既存の取組を踏まえ、優

先して実施すべき取組をリーディング・プロジェクトとして位置づけ、重点的に取り組

んでいきます。 

これらについては、実行性のあるものとするため、より具体的な内容を示し、各主体

の役割や数値目標を設定しています。 

2 リーディング・プロジェクトの設定 

生活環境の 

保全 
自然との共生 

快適な都市 

環境の創造 

循環型社会の 

構築 

地球環境保全 

への貢献 

課題・ 

緊急性 

･自動車交通量

が多く、排出

ガス対策など

が課題 

･地域の資源で

ある河川や森

林などの自然

資源が活かさ

れておらず、

保全・活用が

課題 

･まちの美しさ、

質の高い都市環

境への関心の高

まり 

･放置自転車やご

みのポイ捨てな

どによるまちな

みの悪化 

･リサイクル率が

低く、ごみ減量

化が課題 

･地球環境問題が

深刻化してきて

おり、地域とし

ての取組が必要 

･民生部門（家

庭・業務）での

温室効果ガス排

出削減が課題 

既存の 

取組 

･鉄道が多く、

比較的コンパ

クトなまちが

形成 

･市民団体など

との協働によ

る河川清掃や

菜の花の栽培

などの取組 

･資源マップづく

りやまち歩きの

取組 

･ポイ捨てごみ禁

止や落書きをな

くすキャンペー

ンなどの実施 

･生ごみのたい肥

化や分別収集の

実施 

･環境家計簿の取

組 

･中小企業におけ

るカーボンオフ

セット68事業へ

の参加の検討 

･環境ビジネス参

入への支援 

波及 

効果

・市民の愛着・誇りの醸成 

・観光客などの増加 

・散歩やサイクリングの活性化、市民の

健康増進 

・ヒートアイランド対策 

・温室効果ガス排出量の削減 

・高齢社会への対応（歩いて暮らせるま

ちづくり） 

・地域の製造業（中小企業）の活性化 

68 カーボンオフセット：日常生活や経済活動において排出される CO2（カーボン）について、直接的な施策によって削減で

きない CO2を、森林吸収源を守る植林やクリーンエネルギーなどの CO2削減活動に投資することなどにより、排出した

分を相殺（オフセット）する仕組のこと。

次世代につなごう！ 

地域資源を活用した 

魅力と潤いある 

東大阪 

地球環境保全に貢献！ 

低炭素なライフ・ 

ビジネススタイルの 

定着 
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3 リーディング・プロジェクト 

（1）次世代につなごう！ 地域資源を活用した魅力と潤いある東大阪 

■背景とねらい

我が国はこれまでの成長社会から、人口減少・少子高齢社会に突入し、本格的な成熟

社会を迎えており、人々の価値観や生活スタイルは、物質的な豊かさから精神的な豊か

さを一層重視するように変化しています。「ゆとり」や「美しさ」、「潤い」といった言葉

に象徴されるような、質の高い都市空間への関心が高まりを見せており、アンケート調

査結果においても、「まちの美しさ」を重要視する意見が多くなっています。 

市内には、恩智川や第二寝屋川、長瀬川をはじめ、生駒山ろくには中小の河川やため

池があり、平野部には農業用水路などがあります。また、鴻池新田会所や山畑古墳群な

ど、古代の営みや歴史・文化を感じることのできる豊富な資源があり、これらの地域資

源を活用し、地域が主体となった様々な取組が展開されています。 

魅力ある美しいまちをつくるには、市民や事業者一人ひとりが自分たちが住み、働く

まちの資源を知り、愛着を持ち、共有の財産として、保全・活用していくとともに、身

近な地域から美化や緑化に取り組むことが必要となります。これらの取組を連携・充実

することで、取組を全市に波及させ、魅力的で潤いのあるまちづくりを進めていきます。 

長瀬川の遊歩道 生駒の森における間伐の取組 
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①地域の自然資源や歴史遺産の保全・活用 

■取組の概要 

・身近な道路や河川、公園などの清掃活動の実施 

・自分たちが住むまちの環境を再確認するためのまち歩きの実施 

・地域の環境を整理した散策ルートや観光マップなどの作成 

■各主体の役割 

【市民・民間団体】 

・身近な道路や河川、公園などの清掃活動の実施 

・地域資源に興味を持ち、まち歩きなどに参加 

・地域におけるまち歩きやマップづくりなどの企画・運営 

【事業者】 

・身近な道路や河川、公園などの清掃活動の実施 

・地域の一員として、まち歩きなどに参加・マップづくりなどを支援 

【行政】 

・地域主体の清掃活動などの支援 

・地域におけるまち歩きやマップづくりの活動を積極的に支援 

（会議やまち歩きへの参加、基金などの活用による支援・助成） 

■既存の取組例 

・長瀬川や恩智川における地域主体の清掃活動や水質調査 

・A地域やG地域におけるマップの作成 

・若手職員によるまち歩き（八尾市と合同で開催） 

■取組の目標 

成果指標 現況 目標（平成32年度） 

文化財ボランティ

アの延べ活動者数 

1,077人 

（平成20年度） 
1,500人 

地域清掃の 

取組率 

75.8％ 

（平成21年度） 
UP 

※ 
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②多様な緑化の推進 

■取組の概要 

・生駒山ろくなどにおける間伐などの推進 

・小学校などを活用した校庭の芝生化やビオトープづくりの推進 

・河川や幹線道路などの緑化の推進・ネットワーク化 

■各主体の役割 

【市民・民間団体】 

・家庭における緑化の推進（生け垣・壁面緑化など） 

・地域における森林や緑地、河川などの清掃や維持管理活動への参加 

【事業者】 

・事業所における緑化の推進（壁面緑化・屋上緑化など） 

・地域における森林や緑地、河川などの清掃や維持管理活動への参加 

【行政】 

・市内における多様な緑化への支援 

・地域における活動のネットワーク化に向けた情報共有の場の提供 

・公共施設における緑化の推進 

・府が推進する「みどりの大阪推進計画69」や「生駒山系「花屏風」構想70」との連携 

■既存の取組例 

・豊かな環境創造基金を活用したビオトープづくりや壁面緑化などの取組 

・生駒の森運営協議会における間伐をはじめとした森林整備活動 

・河川の清掃活動 

・小学校などの校庭の芝生化（幼稚園11園、小学校13校で実施。平成22年 8月

現在） 

■取組の目標 

成果指標 現況 目標（平成32年度） 

緑化に取り組む 

団体数 

224団体 

（平成20年） 
UP 

市街化区域の 

緑被率 

6.8％

（平成16年） 
7.4％ 

※

69 みどりの大阪推進計画：みどりの保全・創出にかかる総合的な方針を表す「みどりの大阪 21 推進プラン」（平成 8 年策

定）と、広域的観点から見たみどりの確保目標水準や配置計画などを示すとともに市町村「緑の基本計画」の指針とも

なる「大阪府広域緑地計画」（平成 11 年策定）を統合し、府の「みどり」における総合的な計画として、都市計画の観点

も含めた視点で施策の推進方向や実現戦略を示すもの。 
70 生駒山系「花屏風」構想：大阪の市街地から見渡せる生駒山系を屏風に見立て、府民との協働で、ヤマザクラなどの花

木や、イロハモミジなど紅葉の美しい樹木を植樹し、生駒山系に四季折々の彩りを持たせるという構想。 
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（2）地球環境保全に貢献！ 低炭素なライフ・ビジネススタイルの定着 

■背景とねらい

深刻化する地球温暖化問題は、異常気象、海面上昇などその脅威が現実的なものにな

ってきており、この問題を解決するため、地域の一人ひとりが、地球人として自覚を持

ち、行動につなげていくことが必要となっています。 

特に、本市は自動車交通量が多いことが特徴であり、家庭や事業所における温室効果

ガス排出量が増加傾向にあることから、交通や家庭、事業所における低炭素化を進める

必要があります。また、産業面においては、中小企業のまちとして、地域に蓄積された

技術を活かしながら、時代が求める環境産業へと転換していくことが求められています。 

さらに、ごみのリサイクル率も低く、3R（Reduce（リデュース、発生抑制）、Reuse

（リユース、再利用）、Recycle（リサイクル、再生利用））の取組を推進していくこと

も必要です。 

このようなことから、市民、事業者、民間団体、行政が一体となって地球環境保全に

貢献するため、低炭素なライフ・ビジネススタイルの定着をめざします。 

電気自動車の公用車 ごみ分別収集の説明会 
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①自動車に過度に依存しないライフスタイルの実現 

■取組の概要 

・公共交通の利用や徒歩・自転車などの推進 

・エコドライブやカーシェアリング71などの推進 

・低公害車などの利用の推進 

■各主体の役割 

【市民・民間団体】 

・徒歩・自転車・公共交通の利用 

・エコドライブの実践・レンタカーの利用やカーシェアリングの実践 

・自動車の買換えに際しては環境に配慮した自動車を選択 

【事業者】 

・エコ通勤の検討・実践 

・エコドライブの実践・レンタカーの利用やカーシェアリングの実践 

・自動車の買換えに際しては環境に配慮した自動車を選択 

【行政】 

・公共交通機関の整備・利便性の向上 

・安全な歩行空間の確保・自転車を利用しやすい環境づくり 

・エコドライブの普及・啓発・カーシェアリングの検討・支援 

・低公害車購入時の補助金などの周知・利用環境の整備（急速充電ステーションなど） 

■既存の取組例 

・東大阪流通業務地区及びその周辺における取組（東大阪 FQPアクションプラン） 

■取組の目標 

成果指標 現況（平成21年度） 目標（平成32年度） 

短距離の移動に自家用

車を使わないようにし

ている市民割合 

48.7％ UP 

アイドリングストッ

プしている市民割合 
36.2％ UP 

※ 

71 カーシェアリング：1 台の自動車をある地域のコミュニティに属した複数の会員で利用する自動車の利用形態のこと。 
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②省エネ・省 CO2化の推進 

■取組の概要 

・省エネルギー化の推進 

・再生可能エネルギーなどの導入促進 

・ごみの減量化の推進 

■各主体の役割 

【市民・民間団体】 

・家庭における環境家計簿の取組の推進 

・太陽光発電や高効率給湯器などの導入 

・3Rの取組によるごみの減量化 

【事業者】 

・事業所における環境マネジメントシステムなどの導入 

・省エネ改修・再生可能エネルギーなどの導入の推進 

・3Rの取組によるごみの減量化 

【行政】 

・「東大阪市地球温暖化対策実行計画」及び「東大阪市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」

の推進 

・環境家計簿や環境マネジメントシステム導入の支援 

・省エネ改修や再生可能エネルギーなどの導入・支援 

■既存の取組例 

・東大阪地球温暖化対策地域協議会と連携した環境家計簿の取組 

・中小企業におけるカーボンオフセット事業への参加の検討 

■取組の目標 

成果指標 現況（平成21年度） 目標（平成32年度） 

環境家計簿 

実施世帯数 
1,615世帯 10,000世帯 

太陽光発電 

導入世帯数 
1,030世帯 29,000世帯 

ごみの 

資源化率 
15％ 26％ 

※ 
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③中小企業による環境ビジネスの展開 

■取組の概要 

・中小企業における環境ビジネスの取組の推進 

■各主体の役割 

【市民・民間団体】 

・地域における環境ビジネスの取組への理解 

【事業者】 

・環境ビジネス研究会72などへの参加 

・環境ビジネスへの参入 

・東大阪ブランドへの環境配慮型製品での登録 

【行政】 

・環境ビジネスへの参入のための支援 

・東大阪ブランドへの環境配慮型製品での登録の普及・促進 

■既存の取組例 

・環境ビジネス研究会の設立（東大阪商工会議所・東大阪市） 

・環境ビジネスセミナーの開催 

■取組の目標 

成果指標 現況（平成21年度） 目標（平成32年度） 

環境ビジネス研究

会への登録企業数 
― 200 

東大阪ブランドへ

の環境配慮型製品 

登録数 

22 42 

※ 

72 環境ビジネス研究会：低炭素化社会へ移行する中で急速に成長する環境ビジネスに、市内製造業が円滑に参入する

ことをめざした事業を展開する研究会。 
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第 6章 計画を進めるために 

1 協働による推進 

本計画を具体化していくためには、市民・事業者・民間団体・行政が協働・連携しなが

ら推進していくことが重要です。 

そのため、第 5 章 第 1 節の協働による環境づくりの進め方に示したように、地域にお

ける環境に関する様々な取組をつなげ、連携させていくために、毎年環境に関する取組な

どを発表する（仮称）東大阪環づくり会議を開催し、ネットワーク化を促します。 

また、市民・事業者・民間団体に対し、環境づくりに関する情報の提供や啓発、市民活

動などを活発化させるための支援を行い、協働の取組を進めます。 

さらには、市域を越える環境への対応を進めるため、国や府、近隣自治体との情報交換

や協働体制の構築に努め、広域的なネットワーク化を進めます。 

2 庁内推進体制 

環境に関する施策を実施するためには、環境部局だけでなく、多種多様な分野の部局が

連携する必要があることから、「東大阪市環境対策委員会」を活用し、市が行う施策全般に

ついて、環境を基調とした配慮が行われるよう総合的な調整を行うとともに、本計画に基

づく施策・事業の積極的な推進を図っていきます。 

3 進行管理 

本計画における個別の施策・事業を着実に推進するため、取組状況を毎年取りまとめ、

年次報告書として公表するとともに、計画の進捗状況、成果指標の達成状況などについて

点検・評価を行い、環境審議会や市民などからの意見を踏まえつつ、施策の見直しなどを

行うものとします。 
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計画推進のイメージ 

各
主
体

環境基本条例 

実施状況報告 意見 

東大阪市環境審議会 

東
大
阪
市

・計画に基づく施策・事

業の推進 

・進捗状況の把握・評価 

・年次報告書の作成 

環境対策委員会 

東大阪市第 2次環境基本計画 

支援・公表 

国 府 近隣自治体 

連
携

Do【実施】

Act【見直し】

Plan【計画】 

Check【効果検証】

環境基本計画各施策項目の 

継続的改善 

市民 

事業者 

民間団体 

協働による推進 

庁内推進体制 

進行管理 

情報提供 

協働・連携 

（仮称）東大阪環づくり会議 



参考資料 参 考 資 料 
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1 第 2 次環境基本計画策定の経過 

日 時 概 要 

平成21年8月22日 

～9月7日

市民・事業者アンケート調査実施 

平成21年11月26日 環境対策委員会に策定部会・幹事会を設置 

平成21年12月22日 第 1回市民懇談会 

・地域で誇れる資源、残したい資源の抽出など 

平成22年1月19日 第 2回市民懇談会 

・地域の環境像（キャッチフレーズ）を考えよう 

平成22年1月21日 現行計画進捗状況調査 

平成22年2月16日 第 3回市民懇談会 

・環境像を実現するために、地域資源をどのように活かすか考えよう 

平成22年3月16日 第 4回市民懇談会 

・第 3 回で出された方策・アイデアについて、地域住民・団体・行

政など各主体ごとに、どのように取り組めばよいか考えよう 

平成22年3月～5月 計画骨子案作成 

平成22年5月31日 第 1回策定部会・幹事会合同会議 

・計画骨子案について 

平成22年6月11日 第 2回幹事会 

・計画の構成、基本目標と施策、協働で取り組むための施策について 

平成22年6月30日 第 3回幹事会 

・地域別の環境づくりの方向、協働で進めるリーディング・プロジェ

クトについて 

平成22年7月16日 第 4回幹事会 

・計画の進行管理、計画素案全体の確認 

平成22年7月21日 第 2回環境審議会 

・東大阪市第2次環境基本計画について（諮問） 

・専門委員会の設置 

平成22年7月29日 第 1回環境審議会専門委員会 

・全体構成について 

・「第1章 計画の基本的な考え方」、「第2章 東大阪市がめざす環

境像」、「第3章 目標を達成するために取り組む施策」について 

平成22年8月18日 第 2回環境審議会専門委員会 

・「第4章 地域別の環境づくりの方向」、「第5章 みんなで取り組

むための施策」について 

平成22年9月2日 

～9月8日 

環境審議会委員意見照会 

・第1回、第2回の専門委員会の協議内容と計画素案について 
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日 時 概 要 

平成22年9月16日 第 3回環境審議会専門委員会 

・環境審議会委員意見照会結果 

・「第6章 計画を進めるために」について 

・計画素案全体の確認 

平成22年10月4日 第 2回策定部会・第5回幹事会合同会議 

・策定に関する経過と今後の予定、計画素案について 

平成22年10月25日 第 3回環境審議会 

・策定に関する経過と今後の予定、計画素案について 

平成22年11月1日 

～11月26日 

パブリックコメントの実施 

・パブリックコメントの意見とその対応について 

平成22年11月26日 第 5回市民懇談会 

・計画素案について 

平成22年12月8日 第 3回策定部会・第6回幹事会合同会議 

・パブリックコメントの意見とその対応について 

平成22年12月21日 第 4回環境審議会専門委員会 

・パブリックコメントの意見とその対応、審議結果報告書について 

平成23年1月18日 第 4回環境審議会 

・専門委員会より環境審議会に審議結果の報告 

・答申案の審議 

平成23年2月7日 環境審議会会長から市長に計画素案を答申 

平成23年2月14日 第 4回策定部会・第7回幹事会合同会議 

・計画素案の意見照会 

平成23年3月18日 市長決裁により決定（平成23年4月1日施行） 
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東大阪環企第2157号 

平成 22年 7 月 21日 

東大阪市環境審議会 

会長 黒 田 孝 義 様 

東大阪市長 野 田 義 和 

（仮称）東大阪市第2次環境基本計画の策定について（諮問） 

  標記のことについて、東大阪市環境基本条例（平成13年3月 31日東大阪市条例第8号）

第8条第3項の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。 

（諮問理由） 

本市では、平成15年 4月に「東大阪市環境基本条例」の基本理念に基づき環境の保全及

び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため「東大阪市環境基本計画」を策定し、

平成 22 年度までを計画期間として「みんなでつくる環境文化都市・東大阪」をめざし各種

環境施策に取り組んできました。 

また、平成 18 年度には、中間見直しを行い、地球温暖化をはじめとする地球環境問題に

関する施策項目の充実などを図り、取組を進めてきました。 

この間、環境を取り巻く社会情勢が変化してきており、これらへの新たな施策対応が求め

られております。 

そこで、市民・事業者・民間団体・行政の協働のもと、広範多岐にわたる環境問題に、効

果的に取り組むための方針を示した（仮称）東大阪市第 2 次環境基本計画の策定について、

貴審議会に意見を求めるものです。 
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平成23年 2月 7日 

東大阪市長 野 田 義 和 様 

東大阪市環境審議会  

会長 黒 田 孝 義 

（仮称）東大阪市第2次環境基本計画の策定について（答申） 

平成 22年 7月 21日付け東大阪環企第2157号により、本審議会に対して諮問のありま

した（仮称）東大阪市第2次環境基本計画の策定について、慎重に審議を行い、別添のとお

り結論を得ましたので、ここに答申します。 

なお、本計画の推進にあたっては、下記の点についても充分留意され、環境行政の推進に

努められるよう申し添えます。 

記 

1 本計画を推進するためには、市民、事業者、民間団体、行政の各主体が協働・連携すること

が重要であり、お互いの情報の共有やネットワーク化を図るために、（仮称）東大阪環づくり会

議の設置・運営をはじめ、可能な取組や体制の充実を十分に工夫されたい。 

2 本計画を実効性あるものにするためにも、事業の評価や効果の検証など適切な進行管理に努

められたい。 
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東大阪市環境審議会名簿

平成22年 9月 1日現在（順不同、敬称略） 

団 体 名 氏  名 

学
識
経
験
者

大阪産業大学 ○菅 原 正 孝 

大阪産業大学 榊 原 和 彦 

近畿大学 ◎黒 田 孝 義 

近畿大学 久   隆 浩 

近畿大学 向 井 苑 生 

大阪樟蔭女子大学 塚 口 眞佐子 

大阪商業大学 初 谷   勇 

東大阪市農業委員会 石 井 忠 和 

社団法人河内医師会 上 田 晏 弘 

枚岡薬剤師会 森   十久子 

東大阪市自治協議会 有 友 新三郎 

東大阪商工会議所 松 下 一 治 

社団法人東大阪青年会議所 的 場 博 之 

東大阪労働団体連絡協議会 坪 井 光 雄 

東大阪市地域婦人団体協議会 森   幹 子 

社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会 福 永 亮 碩 

東大阪市人権擁護委員会 茨 木 延 夫 

特定非営利活動法人東大阪エイフボランタリーネットワーク 島 村 好 子 

大阪府文化財愛護推進委員 川 口 哲 秀 

東大阪市を緑にする市民の会 脇 田 茂 夫 

東大阪市消費者団体協議会 松 浦 陽 子 

公募環境団体推薦委員 
三 木 正 子 

松 井 容貴子 

公募市民 
中 庭 功 雅 

福 本 千代美 

◎：会長 ○：会長職務代理 

東大阪市環境審議会専門委員会名簿

（順不同、敬称略） 

大学名 学部・学科 氏   名 

大阪産業大学 人間環境学部生活環境学科 ◎菅 原 正 孝 

大阪産業大学 工学部建築・環境デザイン学科 榊 原 和 彦 

近畿大学 総合社会学部総合社会学科 久   隆 浩 

近畿大学 理工学部情報学科 向 井 苑 生 

大阪樟蔭女子大学 学芸学部インテリアデザイン学科 塚 口 眞佐子 

大阪商業大学 総合経営学部公共経営学科 初 谷   勇 

大阪府立大学 生命環境科学部緑地環境科学科 加 我 宏 之 

◎：委員長
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2 パブリックコメントの概要 

第 1章 第 2節 6 計画策定にあたって基本となる視点 

意見 

この 7 つの視点の実現に向けて東大阪市が取り組むべき重点ポイントは⑥すべて

の主体の参加と協力・連携だと思います。市民、事業者、各種団体及び東大阪市が

相互に連携し自らの責任と役割を理解し行動するために、行政のリーダーシップを

大いに発揮していただきたいと思います。あわせて⑦地域の持つ強みや個性を存分

に発揮できる取組を推進することだと思います。環境への意識が高い市民、環境へ

の意識が高い地域が東大阪市内、近接地域には多数存在しています。地域の取組を

調査吸収し、各自治会その他関連団体に実施内容を指導するとともに、市内全域で

取り組めるインフラ整備を行政として取り組んでいただきたいと考えます。 

本市の 

考え方 

第6章に記載のとおり、協働による取組を推進する仕組として、地域における様々

な取組をつなげ、連携させていくために、毎年、（仮称）東大阪環づくり会議を開

催するとともに、環境づくりに関する情報の提供や啓発、市民活動などを活発化さ

せるための支援を行い、協働の取組を進めていきたいと考えています。 

第 2章 第 1節 東大阪市がめざす環境の都市イメージ 

意見 

市民、事業者、民間団体、自治会、その他NPO、NGOと東大阪市が環境情報を共

有化し、自らの責任と役割を理解し、相互に協力、連携した取組ができることが、

環境の都市イメージ実現の最大ポイントであり、そのためには取組を支える「仕組」

を行政が中心となりつくりだしていくことだと思います。 

本市の 

考え方 

協働による取組を生み出す「仕組」として、（仮称）東大阪環づくり会議を毎年開

催したいと考えております。具体的には、行政の取組を報告するだけでなく、地域

における様々な活動状況も報告していただき、情報交換を行いながら、相互に協力、

連携した取組につなげていきたいと考えています。 

第 2章 第 2節 1 各主体の役割 

意見 
東大阪市の役割として他の主体を引っ張る「リーダーシップ」と取組を実現させる

ためにも「予算の確保」が最も重要なポイントだと思います。 

本市の 

考え方 

第3章に目標を達成するために行政が取り組む施策を位置づけています。記載して

いる各施策については、関係各課で予算確保に努め、推進していきます。 

意見 

事業者の役割として、事業活動に起因する環境への負荷を低減すること、行政の環

境取組への協力は当然のことですが、重要なポイントは事業者が企業市民として、

地域のリーダーとして、地域の環境取組を引っ張ることだと考えます。行政として

地域のリーダーとなる事業者を選定し、指導徹底していただくことを要請します。 

本市の 

考え方 

5章に記載のとおり、事業者への情報提供や意識啓発を進め、自主的な活動を促す

とともに、企業市民としての地球環境保全活動への取組などを支援していきます。 

第 3章 第 1節 健康で安心して暮らせるまちづくり 

意見 

市民が安全で健康でかつ快適な生活を営むことができることがポイントであり、そ

のためには、環境関連の基準遵守を徹底させるため規制的措置の強化と測定監視を

行政が今以上に強固に推進することを要請します。 

本市の 

考え方 

環境関連の基準遵守に向けて、規制業務をはじめとする各種施策を推進していきま

す。 
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第3章 第2節 身近に自然とふれあえるまちづくり、第3節 魅力ある安全で快適なまちづくり

意見 
行政の役割も大変重要ですが、地域自治体、関連団体、環境 NPO その他専門知識

が豊富な個人や団体などに委託し、運営を任せることも一案と考えます。 

本市の 

考え方 

市民との協働の一環として、地球温暖化対策地域協議会などの各種環境団体と連携

した取組を進めています。今後も、市民との協働をさらに推進するため、これらの

取組を強化していきます。 

第 3章 第 4節 環境負荷の少ないまちづくり 

意見 

事業系ごみを削減するため、市内事業所特に中小規模の事業所に対して、ごみの分

別など基本的取組から指導助言することを要請します。また、まだまだ意識の低い

地域に対して行政として指導徹底を要請します。 

本市の 

考え方 

事業所におけるごみ減量促進に向けた仕組づくりについては、現在策定中の「東大

阪市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」において検討しているところです。 

また、地域においては、分別収集の徹底を図るとともに、自治会を中心とした住民

による集団回収の推進を図ります。 

第 4章 地域特性を活かした環境づくりの方向 

意見 

地域の概況や地域の環境特性、地域住民が評価する環境の特性及び、既存の環境取

組その他地域の特性を活かした「環境づくり」を成功させるためにも、各地域の住

民、事業者、自治会環境関連団体その他各主体者に徹底した指導を行政にお願いし

たいと思います。 

また、自分たちが暮らすまちの環境づくりは、自分たちが「主役」であることの意

識付けもあわせて徹底的にお願いしたいと思います。 

環境づくりに対する住民その他各主体者の意識が変化したとき、地域特性を活かし

た環境づくりは成功するものと確信します。 

本市の 

考え方 

各地域における環境づくりの取組は、強制的に進めるのではなく、各地域で取り組

まれている活動を緩やかに繋げ、連携することで取組の裾野を広げていくことが重

要だと考えています。 

本計画では、その仕組として、（仮称）東大阪環づくり会議を開催し、多くの市民

や民間団体、事業者を巻き込みながら、環境づくりに対する意識付けを行い、協働

の取組を進めていきたいと考えています。 

第 5章 第 2節 みんなで取り組むための基本的な施策 

意見 

「知る」ことの具体策としてみんなで考える場をつくるために環境イベントを開催

するとあります。 

一つのアイディアですが、（仮称）地球温暖化フェアーを開催し、広く市民に地球

温暖化の現状を知ってもらう場をつくる。具体的には、市内事業所の省エネ活動事

例や省エネ製品を展示する。子どもたちに地球温暖化や省エネを身近に感じ取って

もらう体験コーナーやクイズなどを実施する。 

本市の 

考え方 

環境について考える場を提供するため、各種イベントなどにおいて取組を進めてい

るところですが、頂いたご意見も参考に、今後さらに取組を充実していきたいと考

えています。 



95

意見 

「学ぶ」ことの具体策として環境学習の場を提供するとあります。一つのアイディ

アですが、工場、事業場の環境保全活動を見学してもらい、環境意識を向上させ、

家庭でのごみ削減や、環境負荷の削減を推奨する。また、身近な河川の「水質調査」

を学校もしくは自治会単位で実施し、河川の汚れを理解してもらい、水質保全につ

なげてもらう。尚、水質調査用簡易パックは行政が購入し、実施主体に配布するこ

とをお願い致します。 

本市の 

考え方 

環境について学ぶ場を提供するため、様々な環境教育の取組を進めているところで

すが、頂いたご意見も参考に、今後さらに取組を充実していきたいと考えています。 

第 6章 1 協働による推進 

意見 

取組方向は大賛成ですが、環づくり会議及び事業者、民間団体との協働にあたって、

参加団体、メンバーの選定を慎重に検討いただきたいと思います。身のあるものと

する最大の条件と考えます。 

本市の 

考え方 

（仮称）東大阪環づくり会議は、環境活動団体や公募市民などを中心に、随時構成

員を充実させながら、進めていきたいと考えています。 

第 6章 2 庁内推進体制 

意見 

市の機関である東大阪市環境対策委員会が検討した事項について、市民・事業者・

民間団体とどのように「協働」させていくのか、その辺りの「仕組」の検討を要請

します。 

本市の 

考え方 

東大阪市環境対策委員会において整理した計画の進捗状況については、環境審議会

などへ報告し、意見をいただき、進行管理に努めていきたいと考えています。 

第 6章 3 進行管理 

意見 

計画書(素案)P86 に環境基本計画施策項目の継続的改善を実行するため、P、D、

C、A を基にスパイラルアップすると記載されています。特に実施した効果を検証

し、計画の見直しに結び付けることが最大のポイントであることを念頭に推進をお

願い致します。 

本市の 

考え方 

計画の進行状況、成果指標の達成状況などについて点検・評価を行い、環境審議会

や市民などからの意見を踏まえつつ、施策の見直しなどを行っていきたいと考えて

います。 
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3 東大阪市環境基本条例 

平成13年 3月 31日 

東大阪市条例第8号 

 東大阪市の環境保全に関する基本条例（昭和48年東大阪市条例第8号）の全部を改正する。 

目次 

 前文 

 第 1章 総則（第1条－第6条） 

 第 2章 環境の保全及び創造に関する基本方針等（第7条・第8条）  

 第 3章 環境の保全及び創造のための施策（第9条－第23条） 

 第 4章 地球環境保全の推進（第24条） 

 第 5章 東大阪市環境審議会（第25条） 

 附則 

 人は、自然の恵みのもとで、生命を育み、文化・文明を発展させてきた。 

 しかし、近年の急速な社会経済の発展は、私たちに物質的な豊かさや飛躍的な利便性をもたらしたが、

一方で、資源やエネルギーが大量に消費され、環境への負荷を増大させ、自然の生態系にまで影響を及

ぼし、私たちの生命と生活の源である地球の環境が脅かされるまでに至っている。 

 もとより、すべての市民は、将来にわたり豊かな環境を享受し、安全で健康かつ文化的な生活を営む

基本的な権利を有するとともに、かけがえのない地球を守り、豊かな環境を保全しながら将来に引き継

いでいかなければならない。  

 私たちの住む東大阪市は、先人が大和川の付替えや新田開拓により発展の礎を築き、生駒山の豊かな

緑を後背地に、幹線道路や流通拠点の整備が進む中で人口と事業所が集中し、活力ある中小企業や若い

人々を育む大学が集まるなど、多様で個性ある都市を形成している。 

 本市は、環境行政の基本として、市域における公害を未然に防止し、あわせて地域環境の改善を図る

ための施策を積極的に進めてきた。今後、さらに、地球環境にも配慮しながら、人の営みと自然が調和

した環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築に努める必要がある。 

 よって、本市に集うすべての人々の協働のもとに、豊かな環境を保全及び創造するとともに、これを

将来の世代に引き継いでいくため、この条例を制定する。 

第 1章 総則 

（目的） 

第 1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、東大阪市（以下「市」という。）、

市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項

を定め、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民

の安全で健康かつ文化的な生活の確保に資することを目的とする。 

（定義） 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
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(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因とな

るおそれのあるものをいう。 

(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる

大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、土壌の

汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭に

よって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係

のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。 

(3) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生

生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の

保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するもの

をいう。 

（基本理念） 

第 3条 環境の保全及び創造は、市民が安全で健康かつ文化的な生活を営むことができる豊かな環境を

確保するとともに、これを将来の世代へ継承されるように行わなければならない。  

2 環境の保全及び創造は、自然の生態系が健全に維持され、人と自然が共生する都市が実現されるよ

うに行わなければならない。 

3 環境の保全及び創造は、市、市民及び事業者がそれぞれの立場から自らの行動及び事業活動を見直

し、あらゆる社会経済活動その他の活動に、資源の循環的な利用等環境への配慮を取り入れることに

よって、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会が構築されるように行わなければならない。 

4 地球環境保全は、市、市民及び事業者が自らの課題として認識し、すべての事業活動及び日常生活

において環境に配慮した行動を行うこと等により、積極的に推進されなければならない。   

（市の責務） 

第 4 条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、環境の保全及び創造

に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、これを実施するとともに、市民及び事業者が行う環境の

保全及び創造に関する自発的な活動を支援する責務を有する。 

（市民の責務） 

第 5条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活において環境への負荷の低減に努めなければならない。 

2 市民は、環境の保全及び創造のための活動を自発的に行うように努めるとともに、市が実施する環

境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。  

（事業者の責務） 

第 6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害

を防止し、環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に係る必要な措置を自主的かつ積極的に

講ずるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。  

2 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品

その他の物が廃棄物となった場合にその再使用、再利用及び適正な処理が図られることとなるように

必要な措置を講ずるとともに、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用

するように努めなければならない。 

第 2章 環境の保全及び創造に関する基本方針等  

（施策の基本方針）  
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第 7条 市は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる環境の保全及び創造に関する基本方針に基づく

施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。  

(1) 公害を防止し、及び大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を将来にわたって良好な状態

に保持することにより、市民の健康を保護し、及び生活環境を保全すること。 

(2) 潤いと安らぎのある魅力ある都市空間の形成、地域の個性を活かした都市景観の形成、歴史的文

化的遺産の保全及び活用等により、快適な都市環境を創造すること。 

(3) 森林、農地、水辺地等における多様な自然環境を保全し、人と自然が共生できる豊かな環境を確

保すること。  

(4) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の発生抑制等の推進を図り、環境への負荷

の少ない循環型社会を構築すること。 

(5) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の推進を図り、地球環境保全に資する社会を創造すること。   

（環境基本計画）  

第 8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、東大阪市環

境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を策定しなければならない。 

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱  

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項  

3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団

体（以下「市民等」という。）の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるとともに、

東大阪市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

5 前 2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

第 3章 環境の保全及び創造のための施策 

（施策の策定等に当たっての措置） 

第 9条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本

計画との整合を図るとともに、環境の保全及び創造について配慮しなければならない。   

（規制の措置） 

第 10条 市は、公害を防止するため、必要な規制の措置を講ずるものとする。 

2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずる

ように努めるものとする。   

（経済的措置等）  

第 11条 市は、市民等が行う環境への負荷の低減を図るための施設の整備その他の環境の保全及び創

造に資する活動が促進されるように、経済的な助成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

2 市は、環境の保全上の支障を防止するため、市民等に係る適正で公平な経済的負担の措置について、

調査及び研究を実施し、特に必要があると認めるときは、その措置を講ずるものとする。   

（快適な都市環境の創造等）  

第 12条 市は、快適な都市環境を創造するため、潤いと安らぎのある魅力ある都市空間の形成、地域

の個性を活かした都市景観の形成、歴史的文化的遺産の保全及び活用等に必要な措置を講ずるように
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努めるものとする。  

2 市は、人と自然が共生できる豊かな環境を確保するため、森林、農地、水辺地等における多様な自

然環境の保全に必要な措置を講ずるように努めるものとする。   

（施設の整備等）  

第 13条 市は、公共下水道、廃棄物の処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する施設の整

備を推進するとともに、必要な措置を講ずるものとする。  

2 市は、公園、緑地等の快適な生活環境を創造するための施設の整備を推進するとともに、必要な措

置を講ずるものとする。   

（資源の循環的な利用の推進等）  

第 14条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に

当たっては、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の発生抑制等を積極的に推進する

ものとする。  

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民等による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、

廃棄物の発生抑制等が促進されるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。   

（教育及び学習の振興等）  

第 15条 市は、市民等が環境の保全及び創造についての関心と理解を深め、環境への負荷の低減その

他の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるように、環境に関する教育及び学習の

振興並びに広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。   

（自発的な活動の促進等）  

第 16条 市は、市民等による自発的な緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創

造に関する活動が促進されるように、技術的な指導又は助言その他の必要な措置を講ずるものとする。  

2 市は、事業者が、その事業活動に伴って生じる環境への負荷を低減するために行う環境保全に関す

る目標の設定、達成状況の評価等の自主的な実施が促進されるように、必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。   

（情報の提供）  

第 17 条 市は、第 15 条の教育及び学習の振興等並びに前条の自発的な活動の促進等に資するため、

個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供す

るように努めるものとする。   

（市民等の参加等）  

第 18条 市は、市民等の参加、協力及び連携により環境の保全及び創造に関する施策を効果的に推進

するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。   

（監視体制の整備等）  

第19条 市は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため、

必要な監視、測定及び検査の体制の整備に努めるものとする。  

2 市は、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため、必要な調査及び研究に努めるもの

とする。   

（推進体制の整備）  

第 20条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を

整備するものとする。   
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（公害に係る健康被害の救済）  

第 21条 市は、公害に係る健康被害の救済を図るため、必要な措置を講ずるものとする。   

（財政上の措置）  

第 22条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な財政上

の措置を講ずるように努めるものとする。   

（年次報告）  

第 23条 市長は、毎年、環境の状況並びに市長が環境の保全及び創造に関して講じた施策の状況を明

らかにした年次報告書を作成し、これを公表するものとする。 

第 4章 地球環境保全の推進  

第 24条 市は、地球環境保全に資する施策を積極的に推進するものとする。  

2 市は、国、他の地方公共団体、市民等その他の関係機関等と連携し、地球環境保全に関する調査研

究、情報の提供、技術の活用等に努めるものとする。 

第 5章 東大阪市環境審議会  

第 25条 環境基本法（平成5年法律第91号）第44条の規定に基づき、東大阪市環境審議会（以下

「審議会」という。）を置く。 

2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 環境基本計画に関し、第8条第3項（同条第5項において準用する場合を含む。）に規定する事

項を処理すること。 

(2) 市長の諮問に応じ、環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議すること。  

(3) 前 2号に掲げるもののほか、法令（条例を含む。）の規定によりその権限に属せられた事務 

3 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。 

4 前 3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成13年4月 1日から施行する。ただし、第8条第3項及び第25条の規定は、規

則で定める日から施行する。 
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4 東大阪市環境審議会規則 

平成13年 6月 15日 

東大阪市規則第37号 

改正 平成 15年3月 28日規則第18号 

平成 17年 6月 15日規則第65号 

平成 20年 3月 31日規則第23号 

（趣旨） 

第1条 この規則は、東大阪市環境基本条例（平成13年東大阪市条例第8号）第25条第4項の規定に基

づき、東大阪市環境審議会（以下「審議会」という。）の組織、運営その他審議会について必要な事

項を定めるものとする。 

（組織） 

第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。 

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 公共的団体その他の団体の役員 

(3) 前2号のほか、市長が適当と認める者 

（任期） 

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。 

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代

理する。 

（会議） 

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。 

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（部会） 

第6条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

2 部会に属する委員は、会長が指名する。 

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

4 部会長は、部会の事務を掌理する。 

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職

務を代理する。 

（専門委員会） 
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第7条 特別な事項を調査審議させるため、審議会に専門委員会を置くことができる。 

2 専門委員会は、専門委員10人以内で組織する。 

3 専門委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱し、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解

嘱されるものとする。 

4 専門委員会に委員長を置き、専門委員の互選により定める。 

5 委員長は、専門委員会を主宰する。 

（幹事） 

第8条 審議会に幹事若干人を置き、本市職員のうちから市長が任命する。 

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。 

（関係人の出席） 

第9条 審議会は、その所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、関係人の出席を求めて、その意

見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第10条 審議会の庶務は、環境部において処理する。 

（委任） 

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。 

2 第2条第2項の規定による委嘱後最初の審議会の招集及び会長が選出されるまでの間における審議

会の運営は、市長が行う。 

附 則（平成15年3月28日規則第18号）抄 

この規則は、平成15年4月1日から施行する。 

附 則（平成17年6月15日規則第65号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年3月31日規則第23号） 

この規則は、平成20年4月1日から施行する。 
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5 東大阪市環境対策委員会設置規程 

平成11年 11月 9日 

東大阪市訓令第 6 号 

改正 平成 13年 3 月 31日 訓令第 8 号 

改正 平成 15年 3 月 31日 訓令第10号 

改正 平成 17年 3 月 31日 訓令第 4 号 

改正 平成 18年 6 月 12日 訓令第 8 号 

改正 平成 19年 2 月 8 日 訓令第 3 号 

改正 平成 20年 6 月 17日 訓令第11号 

（設置） 

第 1条 本市の環境の保全及び創造に関する基本となる事項を協議及び調整するため、東大阪市環境対

策委員会（以下「環境対策委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第 2条 環境対策委員会は、次の各号に掲げる事項について協議及び調整を行う。 

(1) 環境の保全及び創造に係る施策の策定及び推進に関すること。 

(2) 環境に影響を与える重要な事項その他環境の保全に関すること。 

(3) 前 2号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項。 

（組織） 

第 3条 環境対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

2 委員長は市長を、副委員長は副市長をもって充てる。 

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

（委員長及び副委員長） 

第 4条 委員長は、環境対策委員会を代表し、環境対策委員会の事務を総理する。 

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ

委員長が定める順序に従い、その職務を代理する。 

（会議） 

第 5条 環境対策委員会は、必要に応じて会議を開くものとする。 

2 環境対策委員会の会議は、委員長が召集し、これを主宰する。 

（部会） 

第 6条 環境対策委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。 

2 部会は、部会長及び部会員で組織する。 

3 部会長は副委員長のうちから、部会員は委員のうちから、それぞれ委員長が指名する。 

4 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、これを主宰する。 

（幹事会） 

第 7条 環境対策委員会に、所掌事務の具体的事項の協議及び調整を行うため、幹事会を置く。 

2 幹事は、委員長が指名する者をもって充てる。 

3 幹事会の会議は、必要に応じて委員長が指名する者（以下「幹事長」という。）が招集し、これを主

宰する。 
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4 幹事会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は

必要な資料の提出を求めることができる。 

（ワーキンググループ） 

第 8条 幹事会に、幹事長が指定する事項について調査研究をするため、幹事が推薦する職員をもって

組織するワーキンググループを置くことができる。 

2 ワーキンググループの会議は、必要に応じて幹事長が招集し、これを主宰する。 

（庶務） 

第 9条 環境対策委員会の庶務は、環境部において処理する。 

（委任） 

第 10条 この訓令に定めるもののほか、環境対策委員会の運営等について必要な事項は、委員長が定

める。 

附 則 

1 この訓令は、令達の日から施行する。 

2 東大阪市快適環境推進会議設置規程（平成3年東大阪市訓令第13号）は、廃止する。 

附 則（平成13年 3月 31日訓令第8号）抄

 この訓令は、平成13年 4月1日から施行する。 

附 則（平成15年 3月 31日訓令第10号）抄

 この訓令は、平成15年 4月1日から施行する。 

附 則（平成17年 3月 31日訓令第4号）

 この訓令は、平成17年 4月1日から施行する。 

附 則（平成18年 6月 12日訓令第8号）

 この訓令は、令達の日から施行する。 

附 則（平成19年 2月8日訓令第3号）抄

 この訓令は、平成19年 4月1日から施行する。 

附 則（平成20年 6月 17日訓令第11号）

 この訓令は、令達の日から施行する。 

別表（第3条第3項関係） 

理事 

危機管理監 

秘書室長 

経営企画部長 

行政管理部長 

財務部長 

人権文化部長 

市民生活部長 

経済部長 

健康福祉局長 

健康福祉局福祉部長 

健康福祉局健康部長 

環境部長 

建設局長 

建設局次長 

建設局都市整備部長 

建設局土木部長 

建設局建築部長 

病院事務局長 

消防局長 

消防局総務部長 

消防局警防部長 

会計管理者 

水道企業管理者 

上下水道局長 

上下水道局次長 

上下水道局経営企画室長 

上下水道局水道総務部長 

上下水道局水道施設部長 

上下水道局下水道部長 

教育長 

教育次長 

教育監 

教育委員会事務局教育総務

部長 

教育委員会事務局学校管理

部長 

教育委員会事務局社会教育

部長 

選挙管理委員会事務局長 

監査委員事務局長 

公平委員会事務局長 

農業委員会事務局長 

議会事務局長
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第 2次環境基本計画策定部会

担当副市長（部会長） 

経営企画部長 

人権文化部長 

市民生活部長 

経済部長 

健康福祉局福祉部長 

健康福祉局健康部長 

環境部長 

建設局都市整備部長 

建設局土木部長 

建設局建築部長 

上下水道局水道総務部長 

上下水道局下水道部長 

教育委員会事務局教育監 

教育委員会事務局教育総務部長 

教育委員会事務局社会教育部長 

第 2次環境基本計画策定幹事会

環境部次長（幹事長） 

経営企画部政策推進室次長 

経営企画部行財政改革室次長 

人権文化部文化国際課長 

市民生活部地域振興室次長 

市民生活部まちづくり支援課長 

市民生活部消費生活センター所長 

経済部モノづくり支援室次長 

経済部農政課長 

健康福祉局福祉部障害者支援室次長 

健康福祉局福祉部高齢介護室高齢介護課長 

健康福祉局健康部食品衛生課長 

健康福祉局健康部環境薬務課長 

環境部環境企画課長 

環境部循環社会推進課長 

環境部環境事業課長 

環境部美化推進課長 

環境部環境整備課長 

環境部公害対策課長 

環境部産業廃棄物対策課長 

建設局建設企画総務室次長 

建設局土木工営所次長 

建設局都市整備部都市づくり課長 

建設局都市整備部都市開発室次長 

建設局都市整備部連続立体交差推進室次長 

建設局都市整備部街路整備室次長 

建設局土木部土木環境課長 

建設局土木部道路管理課長 

建設局土木部道路整備課長 

建設局土木部交通対策室次長 

建設局土木部公園緑化室みどり対策課長 

建設局土木部公園緑化室公園管理課長 

建設局土木部公園緑化室公園整備課長 

建設局建築部建築営繕室次長 

建設局建築部建築指導室建築審査課長 

建設局建築部建築指導室開発指導課長 

建設局建築部建築指導室指導観察課長 

上下水道局水道総務部総務課長 

上下水道局下水道部計画課長 

上下水道局下水道部管理課長 

上下水道局下水道部河川課長 

教育委員会事務局学校教育推進室次長 

教育委員会事務局教育総務部施設整備課長 

教育委員会事務局社会教育部社会教育課長 

教育委員会事務局社会教育部文化財課長 

教育委員会事務局社会教育部 

社会教育センター次長 
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6 用語解説 

英数 

COD パックテスト 

排水検査や飲料水検査などの業務用に利用されている水質検査キット。パックにピンであなを

あけて、水をすいこませ、しばらく待つと水の色が変化し、変わった色によって COD の値が

わかる仕組になっている。 

COP3 

平成9年12月に国際連合により京都市で開催された温室効果ガス排出抑制に関する合意形成

を主な目的とした国際会議。気候変動枠組条約の発効以来、毎年開かれている締約国会議

（Conference of Parties）の第3回で、正式名称は第3回気候変動枠組条約締約国会議。 

CSR 

企業の社会的責任の意味。Corporate Social Responsibility の略。 

ESCO 

Energy Service Company の略称で、民間の企業活動として省エネルギーを行い、ビルオー

ナーにエネルギーサービスを包括的に提供する事業。 

NOx（窒素化合物） 

一酸化窒素（NO）、二酸化窒素（NO2）などで、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。二酸化窒素

は、大気中で硝酸ミストとなり、酸性雨の原因ともなる。 

NPO（Non-Profit-Organization） 

公共サービスをしている民間非営利組織のことで、医療・福祉や環境保全、災害復興、地域お

こしなど様々な分野で活動する団体が含まれる。非営利の基本的な考え方では、収益を上げて

もよいが個人に収益を分配してはならないとされている。 

NGO（Non-Governmental-Organization） 

非政府組織のことで、非営利の民間団体のことを指す。環境保全のためには、政府による取組

だけでなく、民間の自主的な活用が必要であり、地球環境保全の分野でも、国内の民間活動か

ら生じる地球環境への悪影響を軽減したり、海外における環境保全努力を支援したりすること

を民間の公益的活動として行うことの意義は高い。 

ISO14001 

ISO（国際標準化機構(International Organization for Standardization)）が策定した環境

マネジメントシステムの国際規格。 ISO14001以外に環境マネジメントシステムの規格とし

ては、エコアクション21やKESなどがある。 
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あ行 

アスベスト 

天然に産する鉱物繊維のことをいい、耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などに優れ、建

設資材、電気製品、自動車、家庭用品など様々な用途に広く使用されてきたが、空中に飛散し

たアスベストを吸入することにより、肺がんや中皮腫などの病気を引き起こす恐れがあるとい

われ、現在では使用禁止、除去工事などの規制が行われている。 

アセスメント 

公害の発生、自然環境の破壊など環境保全に重大な支障をもたらすことのないように、当該行

為などが環境に及ぼす影響を事前に調査、予測、評価すること。 

アドプトリバー 

「アドプト」とは「養子にする」という意味であり、河川を「養子」、参加する団体を「里親」

にみたてた制度。地域住民とともに河川環境の美化に取り組むことなどを目的としている。 

アメニティ 

環境などの快適性。 

生駒山系「花屏風」構想 

大阪の市街地から見渡せる生駒山系を屏風に見立て、府民との協働で、ヤマザクラなどの花木

や、イロハモミジなど紅葉の美しい樹木を植樹し、生駒山系に四季折々の彩りを持たせるとい

う構想。 

一般廃棄物 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた「産業廃棄物以外の廃棄物」。具体的には、家

庭や食堂、商店、事務所などから排出される台所ごみ、紙くずなどのこと。 

エコツーリズム 

環境や社会的なものまで含めての生態系の維持と保護を意識し、地域社会の発展への貢献を考

慮したツーリズム（旅行、リクリエーション）の意味。 

エコドライブ 

停車中のアイドリングをしない、急加速や急発進をせず適正速度を守る、適切な整備をする、

電車やバスの利用などにより車の利用を減らすなど、環境に配慮して自動車を利用すること。 

大阪湾フェニックス計画 

近畿2府4県の168市町村の廃棄物の広域的な最終処分場を確保するため、昭和56年に制定

された「広域臨海環境整備センター法」に基づき昭和57年3月に「大阪湾広域臨海環境整備セ

ンター」が設立され、大阪湾の海面を最終処分場とし、廃棄物の埋立を行っている。現在、埋立

処分場は、尼崎沖、泉大津沖、神戸沖及び大阪沖に位置している。（平成22年3月変更認可） 

オゾン層の破壊 

オゾン層は、地球を取り巻く厚さ20kmのオゾンを多く含む層で、生物に有害な紫外線の多く

は、この層で吸収される。近年、フロンガスなどの影響により、オゾン層が破壊され、オゾン

ホールという現象が南極をはじめ、高・中緯度地域で毎年拡大している。このため、地上に達

する有害な紫外線の量が増え、皮膚がんの増加や生態系への影響が懸念される。 
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温室効果ガス 

地球は太陽からのエネルギーの一部を赤外線の形で外部に放出しているが、これを一部地表へ

再放射する性質を持つ気体を温室効果ガスといい、二酸化炭素やメタン、フロン、亜酸化窒素

などがある。 

か行 

カーシェアリング 

1 台の自動車をある地域のコミュニティに属した複数の会員で利用する自動車の利用形態のこ

と。 

家電リサイクル法 

一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)から、有用な

部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法

律で、正式名称は「特定家庭用機器再生商品化法」。 

カーボンオフセット 

日常生活や経済活動において排出されるCO2（カーボン）について、直接的な施策によって削

減できない CO2を、森林吸収源を守る植林やクリーンエネルギーなどの CO2削減活動に投資

することなどにより、排出した分を相殺（オフセット）する仕組のこと。 

環境家計簿 

家庭を中心とした暮らしの中で使用する電気・ガスなどのエネルギー量を把握することによっ

て、私たちの行動が環境に与える影響を改めて理解し、生活行動を環境に配慮した行動へと改

善していく試み。 

環境基準 

環境基本法の第 16 条に基づいて、政府が定める環境保全行政上の目標。人の健康を保護し、

及び、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準。 

環境配慮促進法 

事業活動による環境保全についての配慮が適切になされることを確保するため、環境報告書の

作成及び公表を求めるもの。正式名称を「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境

に配慮した事業活動の促進に関する法律」という。 

環境ビジネス 

環境重視、環境保全ニーズに対した企業活動（技術、製品、サービス）のことで、1994年版

環境白書で登場した。環境省の分類では、①環境負荷を低減させる装置、②環境への負荷の少

ない製品、③環境保全に資するサービス、④社会基盤の整備の4市場分野が規定されている。 

環境ビジネス研究会 

低炭素化社会へ移行する中で急速に成長する環境ビジネスに、市内製造業が円滑に参入するこ

とをめざした事業を展開する研究会。 

環境文化都市 

環境に配慮した事業活動や日常生活が習慣として定着している都市。 
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環境への負荷 

人間の活動が環境に与える悪影響。環境基本法では、第1条第1項において、「環境への負荷」

とは、人の活動により環境に与えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそ

れのあるものと定義されている。汚染物質などが排出されることによるもの以外にも、動植物

などの自然物が損なわれることによるもの、自然の景観が変更されることによるもの、また、

二酸化炭素のように徐々に蓄積して支障を招く可能性のあるものも含まれている。 

環境マネジメントシステム 

事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり環境に関する方針や目標などを自ら

設定し、これらの達成に向けて取り組んでいく工場・事業場内の体制・手続きなど一連の仕組

をいう。 

京都議定書 

温室効果ガス削減を目的とし国際的に法的な拘束力を持った議定書で、1997年に京都で開催

された第 3 回気候変動枠組条約締約国会議（COP3）において採択され 2005 年に発効。地

球温暖化の原因であるとされる温室効果ガスのうちの6種類について、1990年を基準とした

削減率を国別に定め、一定の約束期間内に目標値を達成することが定められた。 

グラウンドワーク 

自然環境や地域社会を整備、改善していくという意味と、グラウンド（生活の現場、環境）に

関するワーク（創造活動）といった意味をあわせ持っており、地域住民・地域企業・自治体が

3 者一体となって事業団体（グラウンドワークトラスト）をつくり、地域の環境改善を行う幅

広い活動をいう。1980年代にイギリスの農村地帯で始まり、日本でも1995年10月（財）

日本グラウンドワーク協会が発足、活動を展開している。 

グリーンカーテン 

窓全体に張り巡らせたネットに、蔓性植物を絡ませて窓を覆うもの。建築物の温度上昇抑制を

図る省エネルギー効果がある。 

グリーン購入 

製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができる

だけ少ないものを選んで購入すること。グリーン購入は、消費生活など購入者自身の活動を環

境にやさしいものにするだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少ない製品の開発を促すこと

で、経済活動全体を変えていく可能性を持っている。平成13年4月に施行された、国などに

よる「環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」では、国などの機関にグリ

ーン購入を義務づけるとともに、地方公共団体や事業者・市民にもグリーン購入に努めること

を求めている。 

光化学スモッグ 

大気が安定で、風が弱く日照が強く気温が高いなどの気象条件によって、地表付近の光化学オ

キシダント濃度が高くなる現象。 

光化学オキシダント 

工場から排出された窒素酸化物などの一次汚染物質が、紫外線を受けて光化学反応を起こして

発生する物質。 
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コージェネレーション 

熱電併給システム、あるいは熱併給発電とよばれ、一つのエネルギー源から、電気と熱などを

同時に発生させ併給するシステム。エネルギーを有効かつ多角的に利用できる。 

コンポスト 

微生物の働きによって生ごみや落ち葉などからできたたい肥のこと。 

さ行 

里山 

人里周辺の低山や丘陵。燃料・肥料・食料・生活資材などの調達など農業を営むのに必要な樹

林で農地に続く森林、たやすく利用できる森林。植生からみると、人里近くの雑木林・アカマ

ツ林などの各種二次林・小規模なスギ－ヒノキ植林・竹林などがある。 

産業廃棄物 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同施行令で定められた工場などの事業活動から出る廃

棄物で、燃えがら、汚泥、廃油、廃プラスチック類、がれき類など21種類が指定されている。 

酸性雨 

硫黄酸化物・窒素酸化物などの大気汚染物質が大気中で酸化し、硫黄や硫酸などの形となって

生じた酸性度の高い雨をいう。一般に雨水のpHは大気中の二酸化炭素との平衡によりpH5～

6 程度といわれており、それよりも低い値を示す雨水を酸性雨と呼んでいる。森林・湖沼など

の生態系や文化財に影響を及ぼし地球的規模の問題となっている。 

循環型社会 

廃棄物などの発生抑制、エネルギーの有効利用、循環資源の循環的な利用及び適正な処分が確

保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会

をいう。 

生産緑地地区 

市街化区域内にある農地などの農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は災

害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地を計画的に保全し、良好な都

市環境の形成を図るために定める都市計画の制度。 

生態系 

地域にすむすべての生物とそれらを取り囲む環境をまとめて、そこでの食物連鎖などに伴う

様々な物質（炭素・窒素などの栄養物質など）やエネルギー（太陽エネルギーがもとになって

いる）の流れによって複雑に結ばれた体系として捉えたもの。 

生物多様性 

生態系、種、遺伝子の3つの多様性を包含したもので、様々な生物が相互の関係を保ちながら、

本来の生息環境の中で繁殖を続けていける状態。 
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た行 

ダイオキシン類 

人間がつくり出した最強、最悪の毒物ともいわれる化学物質。塩素数や結合位置の差により異

なる222種類の異性体の総称であり、そのうち、2･3･7･8四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシ

ン（TCDD）は、もっとも毒性が強く、催奇形性や発ガン性がある。都市ごみの焼却場の焼却

工程や、製紙工場の塩素漂白工程などによって生成し、大きな社会問題となっている。 

太陽光発電 

シリコンなどの半導体からなる太陽電池を用いて、太陽光エネルギーを直接電気に変換して利

用するもの。 

地域制緑地 

法や条例によって、一定の区域を指定し、その土地利用を規制することで良好な自然環境など

の保全を図るもの。 

地球温暖化 

大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスは、地表面から宇宙へ放出される赤外線を吸収する性

質をもち、この作用によって地表の気温が保たれている。人間活動による二酸化炭素、メタン、

亜酸化窒素、フロンなどの温室効果ガス濃度の増加は地球の温暖化をもたらし、その結果、気

候の変化、海面水位の上昇などが生じ、農業生産の地域特性が変化したり、低地が水没したり、

地球各地の自然生態系が変化するなど環境及び社会経済に大きな影響を及ぼすことになると懸

念されている。 

地球環境問題 

地球温暖化やオゾン層の破壊、森林の減少、酸性雨、海洋汚染、有害廃棄物の越境移動、野生

生物の種の減少、砂漠化、開発途上国などの公害など地球規模で生じ、人類社会の存続を揺る

がしている環境問題のこと。 

低公害車 

排出ガスを出さない、あるいはその量が少ない、また騒音・振動も小さいといった公害の少な

い自動車のことで、近年は地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量についても着目されて

いる。このうち、クリーンエネルギー自動車は、電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド

自動車、燃料電池自動車など国が定めたものをさす。 

特別緑地保全地区 

まちの中の良好な自然環境を形成する緑を保全することを目的とし、都市緑地法に基づき都市

計画決定されるもので、都市景観上・環境保全上あるいは歴史的・文化的観点から保全する必

要のある樹林地などが対象。 

都市・生活型公害 

従来の産業活動に起因する公害に対し、都市化の進展、自動車の排出ガスによる大気汚染、自

動車などの騒音、生活雑排水などによる中小河川の汚濁、近隣騒音など、都市の生活行動が環

境に過度の負荷をかけることによって発生する公害。 
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土壌 

地表に近い有機物を含んだ土のことで、植物の育成、水の涵養など地球上の物質循環上重要な

機能を有している。生成には長期の年月を必要とすることから、保全の必要が高まりつつある。 

な行 

内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン） 

人体の内部に取り込まれ内分泌物質（ホルモン）に似たような働き、若しくはこれらの分泌に

影響を及ぼす物質。ダイオキシン類が着目されているが、どのような物質がそれに該当するか、

その影響がどの程度なのかについては、未知な部分が多い。 

は行 

パートナーシップ 

様々な違った立場の組織や人が自らの責任と役割を自覚し、互いの立場を尊重しながら共通の

課題に取り組むための協力関係で結ばれること。 

バリアフリー 

障害者や高齢者などが自立した生活を送れるように、都市環境や建築などの物理的、社会的、

制度的、心理的及び情報面での障害を取り除くこと。具体的には、公共の建築物や道路、個人

の住宅などにおける車イスで通行可能な道路や廊下の幅の確保、段差の解消などがあげられる。 

バリアフリー法 

高齢者や障害者が気軽に移動できるよう、階段や段差を解消することをめざした法律で、正式

名称は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」。 

ビオトープ（Biotope） 

ドイツ語で「野生生物の生息空間（場所）」を意味する。主に生態学などで使われていたが、ド

イツなどでの多種類の動植物の共同体である生物群集全体の生息空間を保全・育成する取組を

通じて環境の分野や一般の間で注目を集めるようになった。 

東大阪 FQP アクションプラン 

東大阪流通業務地区及びその周辺におけるトラック交通に起因した諸課題を解決し、地区がめ

ざすまちの将来像の実現に向け、荷主、運送事業者、地方自治体、警察など地域の関係者が協

働し、地域住民の意見を踏まえた上で、関係者が自主的に取り組むことができる施策をまとめ

た計画。 

東大阪ブランド 

「オンリーワン」「ナンバーワン」「プラスアルファ」の製品として東大阪ブランド推進機構の

認定を受けた製品。「オンリーワン製品」とは、全国で唯一、自社のみが製造している製品、「ナ

ンバーワン製品」とは、特定の市場で第 1 位を記録する製品、「プラスアルファ製品」とは、

従来製品にない付加機能、付加価値を有する商品。 

ヒートアイランド 

都市部において、アスファルト舗装、ビルの輻射熱、ビルの冷房の排気熱、車の排気熱などの

影響により、気温がまわりの地域に比べて高くなる現象。等温線を描くと都市部が島の形に似

ることからヒートアイランド現象と呼ばれる。 
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風致地区 

都市の風致を維持するために、良好な自然環境を保持している区域、史跡、神社仏閣などがあ

る歴史的なまちなみを有する区域などを、都市計画法に基づき定めた地域地区の一つ。 

普通緑地 

公園・運動場・遊園地、社寺敷地・公開庭園、学校、墓地の総称。 

浮遊粒子状物質 

大気中に浮遊する粒径10マイクロメートル(0.01mm)以下の粒子。 

フロン 

塩化フッ化炭素（クロロフルオロカーボン類）の日本での通称。かつてフレオンとも呼ばれた。

気体あるいは液体で毒性はほとんどなく、洗浄剤、冷媒、発泡剤などに使用されている。CFC

（クロロフルオロカーボン）、HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）、HFC（ハイドロフ

ルオロカーボン）に大きく分けられる。このうち、CFC、HCFCはオゾン層を破壊することで

問題になっている。また、温室効果ガスの一種類で地球温暖化の原因となっている。 

ま行 

マニフェスト制度 

産業廃棄物を排出する事業者が、「マニフェスト（管理票）」を使用することにより、その処理

を委託した廃棄物の運搬から処分までの流れを自ら把握するとともに、当該廃棄物の性状など

に関する情報を処理業者に確実に伝達する制度。 

みどりの大阪推進計画 

みどりの保全・創出にかかる総合的な方針を表す「みどりの大阪 21 推進プラン」（平成 8 年

策定）と、広域的観点から見たみどりの確保目標水準や配置計画などを示すとともに市町村「緑

の基本計画」の指針ともなる「大阪府広域緑地計画」（平成11年策定）を統合し、府の「みど

り」における総合的な計画として、都市計画の観点も含めた視点で施策の推進方向や実現戦略

を示すもの。 

や行 

豊かな環境創造基金 

地球環境への負荷の低減、地域環境の改善その他の豊かな環境を創造する事業を実施するため、

平成20年4月に創設した基金。詳細は31頁参照。 

ユニバーサルデザイン 

できる限りすべての人が利用可能なように、都市空間やその構成要素の対応可能な範囲をでき

る限り拡張するデザイン的な試み。 
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ら行 

リサイクル（再生利用） 

廃棄物を再利用すること。紙・鉄くず・アルミニウム・ガラスびん・布などの有価物の再生利

用、不用品交換などをいう。リサイクルの効用としては資源やエネルギーの節約だけでなく、

ごみの減量化による環境保全、ごみ処理費の節約、経済活動の活性化などがある。 

レッドデータブック 

国または地域ごとに、絶滅危惧生物を記し、各々の種の現状を調査した報告書。絶滅に瀕して

いる動植物の種を記した資料集。日本に関しては平成元年に作成された。 

ロハス 

健康と持続可能性の（あるいはこれを重視する）ライフスタイルの意味。Lifestyles Of Health 

And Sustainability の略。LOHAS。 

わ行 

ワークショップ 

経験や立場、年齢の異なる様々な人々が参加し、組織の枠を超えた参加者の共同作業の中から

ある成果を創造する行為、活動をいう。 
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7 第 2 次環境基本計画中間見直しの経過（平成 28 年度） 

日 時 概 要 

平成28年4月 平成27年度の実施状況の照会及び中間見直しについて通知、照会等 

平成28年5月17日 第 1回環境審議会を開催 

平成28年5月26日 第 1回環境対策委員会で計画の中間見直しについて説明 

平成28年6月29日 東大阪市環境対策委員会設置規程第７条の規定により第２次環境基

本計画推進幹事会（以下「幹事会」という。）を開催 

平成28年7月、8月 事業実施所属に対しにヒアリング 

各事業の課題の整理、中間見直し案の検討 

平成28年10月12日 第 2回幹事会を開催 

平成28年10月18日 第 2回環境審議会を開催 

平成28年11月22日 第 2回環境対策委員会で中間見直し(案)について説明 

平成28年11月28日 第 3回幹事会を開催 

平成28年12月 

～平成29年1月 

庁内に意見照会、パブリックコメント 

平成29年2月23日 第 4回幹事会を開催 

平成29年3月7日 第 3回環境審議会にて、中間見直し結果を最終報告 
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東大阪市環境審議会名簿

平成2８年５月1日現在（順不同、敬称略） 

団 体 名 氏  名 

学
識
経
験
者

大阪産業大学 ○菅 原 正 孝 

大阪市立大学 益 田 晴 恵 

近畿大学 ◎黒 田 孝 義 

近畿大学 久   隆 浩 

近畿大学 佐 野   到 

大阪樟蔭女子大学 越 智 砂 織 

大阪商業大学 河 辺   純 

東大阪市農業委員会 石 井 忠 和 

一般社団法人河内医師会 津 森 孝 生 

枚岡薬剤師会 森   十久子 

東大阪市自治協議会 岩 浅 哲 治 

東大阪商工会議所 松 下 一 治 

社団法人東大阪青年会議所 的 場 博 之 

東大阪労働団体連絡協議会 山 口 康 一 

東大阪市地域婦人団体協議会 林   佐知子 

社会福祉法人東大阪市社会福祉協議会 福 永 亮 碩 

東大阪市人権擁護委員会 安 西 勝 美 

特定非営利活動法人東大阪エイフボランタリーネットワーク 中里見 順 子 

大阪府文化財愛護推進委員 川 口 哲 秀 

東大阪市を緑にする市民の会 大 原 増 男 

東大阪市消費者団体協議会 松 浦 陽 子 

公募環境団体推薦委員（東大阪市民環境会議） 阿 蘇 紀 夫 

公募環境団体推薦委員（東大阪環境カウンセラー協会） 福 本 千代美 

公募市民 
川 口 泰 広 

中 長 敬 治 

◎：会長 ○：会長職務代理 
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平成２８年度中間見直しでのパブリックコメント

第 3章 第 5節 地球環境に配慮したまちづくり 

意見 

貴市の第2次環境基本計画につきましては、全体を通して、市域の現状分析や、

課題解決に向けた方向性が記載されていると思っております。 

今回の中間見直しに際し、1点、ご意見を申しますと、P56に記載されており

ます、 

（中間見直し案） 

【第 5節 地球環境に配慮したまちづくり】 

⑤省エネルギー型の設備や太陽光発電など自然エネルギー利用システムの導入を

促進 

・省エネ診断・省エネ改修の促進 

・再生可能エネルギーなどの促進導入 

に関しまして、国や貴市でも推進されている、家庭用向け地域分散型エネルギー

のさらなる普及促進の観点から以下のとおり（下線のとおり）、コージェネレーシ

ョンシステムの文言を加えることにより、貴市の事業との整合性が図られると考

えます。 

（案） 

【第 5節 地域環境に配慮したまちづくり】 

⑤省エネルギー型の設備や地域分散型エネルギー（自然エネルギー利用システム

やコージェネレーションシステム等）の導入を促進 

・省エネ診断・省エネ改修の促進 

・再生可能エネルギーや家庭用コージェネレーションなどの促進導入

本市の 

考え方 

本市では、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー設備や家庭用燃料電池

をはじめとするコージェネレーションシステムの普及を促進しています。これに

より、市域に分散している熱の有効活用による高いエネルギー効率を実現し、安

全性の高い再生可能エネルギーの活用、未利用エネルギー等の有効活用が可能と

なります。また、家庭から排出される温室効果ガスが削減でき、さらには非常時

のエネルギー供給の確保にもつながります。このような、エネルギーのリスク分

散化が可能となる自立分散型電源（エネルギー）については、平成 26 年度に改

定しました「東大阪市地球温暖化対策実行計画区域施策編」にも盛り込んでおり

ます。以上のことから、貴意見を踏まえまして、以下のとおり文言を見直したい

と考えております。 

【第 5節 地域環境に配慮したまちづくり】 

⑤省エネルギー型の設備や自立分散型電源（自然エネルギー利用システムやコー

ジェネレーションシステム等）の導入を促進 

・省エネ診断・省エネ改修の促進 

・再生可能エネルギーや家庭用コージェネレーションなどの促進導入
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