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  ◆桜の里づくり推進事業 98 万円 

 都市整備部 公園緑地グループ 

 
【事業概要】 

 狭山池を起点とした桜のネットワークを形成するため、道路や河川沿い、公共施設に植樹をした

桜の維持管理を行いました。 

 

 

【事業成果】 

 ・平成２８年度 桜の里づくり推進事業市道西池尻５９号線他剪定工事  

狭山池公園、街路樹などの桜の整枝作業を行いました。 

 

   

（狭山池 桜剪定作業風景） 

 

 

（西池尻５９号線 桜剪定作業風景） 

 

重点 
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◆花のあふれる街角づくり事業 220 万円 

 都市整備部 公園緑地グループ 

 
【事業概要】 

 ボランティア団体等への花苗等の緑化資材の配布や交流を通じて、市民協働で潤いと安らぎのあ

る緑豊かな街づくりを推進しました。 

 

【事業成果】 

 ・ボランティア団体によるフラワースポットづくり 

植付及び散水や草取り等の管理 

 

ボランティア２３団体による草花植付  2３ヶ所 

花苗等の配布 

（春季）マリーゴールド・ペチュニア・ポーチュラカ・ 

インパチェンス・サルビア 

（秋季）パンジー・ビオラ 

 

 

 

 

 

 

・就労継続支援 B 型事業所によるフラワーポット草花管理 

 （春季）マリーゴールド・ゼラニウム・ 

ヘデラヘリックス 

 （秋季）パンジー・ビオラ 

 

＜植付箇所＞ 市道狭山河内長野線 

金剛駅東口 

金剛駅西口 

東大池公園前 

 

 

 

市民協働によるフラワースポットの創出 

（副池オアシス公園） 

重点 
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◆市内公園美化清掃事業 360 万円 

 都市整備部 公園緑地グループ 

 

【事業概要】 

 誰もが利用しやすい公園や緑地の整備を進めながら、身近な公園に関心を持っていただくため、

市民協働による公園の管理（清掃や草刈り）や活用に取組みました。 

 

【事業成果】 

 ・公園美化清掃 

市民協働による清掃や除草作業等の公園管理 

活動団体     ４３団体 

活動公園数    ６０公園 

平成２８年度は新たに活動団体が１団体、活動公園数が１公園増えました。 
 

1 東野第 1 公園 16 池之原第 2 公園 31 茱木第 8 公園 46 大野台第 6 公園 

2 東野第 2 公園 17 副池オアシス公園 32 茱木第 9 公園 47 大野台第 7 公園 

3 東野第 3 公園 18 狭山第 4 公園 33 今熊第 3 公園 48 大野台第 8 公園 

4 東野第 4 公園 19 狭山第 5 公園 34 今熊第 4 公園 49 大野台第 9 公園 

5 東野第 5 公園 20 ひつ池公園 35 西山台第 1 公園 50 大野台第 10 公園 

6 東野第 7 公園 21 口の谷池公園 36 西山台第 2 公園 51 大野台第 11 公園 

7 東野第 8 公園 22 東茱木第 1 公園 37 西山台第 3 公園 52 東大池公園 

8 東野第９公園 23 東茱木第 2 公園 38 西山台第 4 公園 53 大野第 1 公園 

9 東野第 10 公園 24 東茱木第 3 公園 39 西山台第 7 公園 54 大野第 2 公園 

10 東池尻第 1 公園 25 東茱木第 4 公園 40 西山台第 11 公園 55 大野第 3 公園 

11 東池尻第 2 公園 26 東茱木第 9 公園 41 西山台第 12 公園 56 大野第 4 公園 

12 東池尻第 3 公園 27 茱木第 1 公園 42 西山台第 13 公園 57 大野第 5 公園 

13 東池尻第 5 公園 28 茱木第２公園 43 大野台第 1 公園 58 さやか公園 

14 池尻第 2 公園 29 茱木第 4 公園 44 大野台第 2 公園 59 西新町公園 

15 池尻第 11 公園 30 茱木第 6 公園 45 大野台第 4 公園 60 奥の池公園 

 

 

 

重点 

活動を表示する看板（左：東野第２公園、右：西山台第２公園） 
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  ◆都市公園等整備事業 4,469 万円 

 都市整備部 公園緑地グループ 

 
【事業概要】 

 公園の来園者が、安全・快適に施設を利用できるよう現状把握と改修計画を立てるため、長寿命

化計画を策定しました。また、経年劣化により老朽化している公園施設（中橋・駐車場舗装）を、

安心・安全に改修しました。 

 

【事業成果】 

① 公園施設長寿命化計画策定業務 

公園施設の計画的な維持管理を行うため、市内８９公園の長寿命化計画を策定しました。 

 

② 副池オアシス公園中橋改修工事 

木製通路の床板、手すりの取替え、ＬＥＤ照明柱の新設などを行いました。 

   
 

③ 副池オアシス公園駐車場舗装改修工事 

駐車場の舗装を全面改修し、駐車区画を見直しました。 

 

 

重点 
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  ◆環境啓発推進事業 13 万円 

指標 緑のカーテン事業年間取組総世帯数 ○計 50 世帯 ○実 30 世帯 政策調整室 企画グループ 

【事業概要】 

 環境にやさしい取組みのひとつとして注目されている「緑のカーテン」の普及啓発を図るため、

緑のカーテン設置モニターを募集するとともに、「緑のカーテンフォトコンテスト」を実施しまし

た。 

また、地球環境問題を市民の皆さんと共に学び、考えるためのきっかけづくりとして「エコフェ

スタおおさかさやま」を、環境の大切さを再認識していただくきっかけづくりとして「エコ川柳コ

ンテスト」を実施しました。 

【事業成果】 

◆「緑のカーテン」事業の実施 

①緑のカーテン設置モニターの募集 

 30 名の応募者全員にモニターとして、緑のカーテンを育成し 

ていただきました。 

②「緑のカーテンフォトコンテスト」の実施 

 自宅で育てた緑のカーテンを写真に収め、応募いただきました。 

募集期間： 平成 28 年 7 月 25 日～8 月 31 日 

応募総数： 18 件（入選作品 10 点 入選者には賞状と記 

念品を贈呈） 

◆「エコ川柳コンテスト」の実施 

 募集期間： 平成 28 年 7 月 25 日～8 月 31 日 

 応募総数： 140 件（入選作品 10 点 入選者には賞状と記念品 

を贈呈） 

 

◆「エコフェスタおおさかさやま」の開催 

 開催日時： 平成 28 年 11 月 26 日 

 開催場所： 狭山池北提（「大阪狭山市産業まつり」内） 

 催事内容： バッジ de エコ宣言コーナー、エコバッグ作成コーナー、緑のカーテンフォトコンテ

スト及びエコ川柳コンテストの優秀作品展示、環境に関する市民アンケート 

 

 

 

重点    

 

市役所本庁舎正面入り口で

も緑のカーテンの育成に取

り組み、成長の様子をホーム

ページにて公開しました。 

エコ川柳コンテスト及び緑のカーテンフォトコンテストの入選作品展示パネル 
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  ◆環境政策推進事業（住宅用太陽光発電システム設置費補助事業） 519 万円 

指標 設置費補助件数（一般分）    ○計 ５０件 ○実 ５1 件 

   設置費補助件数（耐震化促進分） ○計 ２０件 ○実  5 件 
政策調整室 企画グループ 

【事業概要】 

 低炭素社会の実現をめざすため本市が策定した「大阪狭山市地球温暖化対策ガイドライン」に基

づき、本市の再生可能エネルギー資源の利活用の促進を図るため、住宅用太陽光発電システムを設

置することで省エネや節電に取り組み、設置モニターとして市の環境施策に積極的にご協力いただ

ける市民の皆さんに、予算の範囲内で設置費の一部を補助しました。 

【事業成果】 

◆住宅用太陽光発電システムの設置 

区分 件 数 受給最大電力合計 金  額 

一般分 51 件 228.9kW 4,702,000 円 

耐震化促進分 5 件 25.9kW 484,000 円 

合  計 56 件 254.8kW 5,186,000 円 

 

○募集期間 

一般分 

平成 28 年 7 月 1 日～8 月 31 日 

※募集期間内に、申請額の合計が一般分の予算額に達しなかったため、

募集期間終了後も引き続き募集を行いました。（平成 28 年 10 月６日

で募集終了） 

耐震化促進分 平成 28 年 7 月 1 日～平成 2９年 3 月 31 日 

 

○補助対象者 

一般分 

・市内に居住し、その居住する住宅に太陽光発電システムを設置する人 

・市内に新築又は取得した住宅に太陽光発電システムを設置し、自ら居

住する人 

・市内に太陽光発電システム付き住宅を取得し、自ら居住する人 

耐震化促進分 

(1) 耐震改修併用型 

  自ら居住する住宅に対して、大阪狭山市木造住宅耐震改修補助金交

付要綱に基づき実施する耐震改修工事に併せて太陽光発電システムを

設置する人 

(2) 建替型 

  自ら所有し居住する昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住

宅を取り壊し、同敷地に新築した住宅に太陽光発電システムを設置す

る人 

                             

○補助金額  太陽光発電システムの受給最大電力（太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値

又はパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか小さい方）１kW あたり 

2 万 5 千円 ※上限額 10 万円 

 

  

 

重点 
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  ◆環境政策推進事業（エコアクション21 事業） 30 万円 

指標 イニシアティブプログラム説明会新規参加事業所数 ○計 ３社 ○実 1 社 政策調整室 企画グループ 

 
【事業概要】 

 環境省が策定したエコアクション 21 ガイドラインに基づく、「エコアクション 21 環境経営シ

ステム」の運用を通して、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガスの削

減をはじめとする環境負荷低減に向けた取組みを行いました。 

 

 

 

 

 

 

【事業成果】 

◆エコアクション 21 を適正に運用するため、取組みの検証を行う内部環境監査等を実施し、エコ

アクション 21 認証・登録制度の更新審査を受診し、認証・登録の更新を行いました。 

【エコアクション認証・登録施設】 

市役所本庁舎・消防本部庁舎 文化会館 こども園 

保健センター 学校給食センター 幼稚園 

市立コミュニティセンター 総合体育館 小学校 

老人福祉センター 池尻体育館 中学校 

心身障害者福祉センター及び
母子・父子福祉センター・障
害者地域活動支援センター 

ふれあいスポーツ広場 子育て支援センター 

市立公民館・市立図書館 社会教育センター 

 

◆市内の事業者がエコアクション 21 認証・登録をめざすための支援プログラム「イニシアティブ

プログラム」の説明会を開催しました。 

 

◆平成 28 年度時点のエコアクション 21 認証・登録施設（新規認証を含む）の CO2 排出量は、

次のとおりです。（電気の排出係数は、0.522 としています。） 
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重点 

CO2 排出量の推移 （単位 t-CO2） 電気 CO2      自動車 CO2      ガス等 CO2 

2,997 

2,999 

3,244 

＜エコアクション 21 とは？＞ 
全ての事業者が、環境への取組みを効果的、効率的に行うことを目的に、環境に取
り組む仕組みを作り、取組みを行い、それらを継続的に改善し、その結果を社会に
公表するための方法について、環境省がＩＳＯ規格をベースに策定したガイドライ
ンです。（ＩＳＯが国際規格に対して、エコアクション 21 は国内規格です。） 

3,118 
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  ◆グリーン水素シティ関連事業 188 万円 

                      グリーン水素シティ事業推進室 

 
【事業概要】 

 化石燃料ゼロのエネルギー事業の実施などにより「グリーン水素シティ」の実現をめざし、「グ

リーン水素シティ事業推進研究会」と連携しながら、大阪狭山市グリーン水素シティ構想（案）作

成を行いました。 

 

【事業成果】 

・大阪狭山市グリーン水素シティ構想（案）の作成 

  「大阪狭山市総合戦略」の重点取組の１つに掲げる基本目標の達成に向け実施する施策として

「大阪狭山市グリーン水素シティ構想（案）」を作成しました。 

  また、構想（案）に多くの市民の意見を反映するため、パブリックコメントを募集しました。 

               

・グリーン水素シティ事業推進研究会の開催 

   企業、行政が参画して「大阪狭山市グリーン水素シティ」の実現に向けた事業提案等を行うた

め、グリーン水素シティ事業推進研究会を開催しました。 

  日時   平成２８年１１月１５日   

  参加企業 １３社 

 

・ため池等太陽光発電モデル事業に関する指導・助言等 

  市 100％出資であるメルシーfor SAYAMA 株式会社が実施する大阪狭山市ため池等太陽光

発電モデル事業について、メルシーfor SAYAMA 株式会社に対して指導・助言を行いました。 

 

重点 
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  ◆ごみ減量化・資源リサイクル推進事業 7,368 万円 

指標 ごみ減量化目標率（家庭ごみ） ○計 1４％ ○実 ９％ 市民部 生活環境グループ 

【事業概要】 

 ごみ減量化に向けて資源リサイクルを推進しています。 

 古紙など有価物の集団回収や生ごみや家電リサイクル、容器包装リサイクルの処理など、市民が

より効率的に取組めるよう事業を推進しています。 

 

① 古紙回収団体への奨励金（4 円／㎏） 9,289,800 円 

② 生ごみ堆肥化容器の貸与（コンポスト、ぼかし容器など） 700,736 円 

③ リサイクル資源（カン・ビン、金属類、ペットボトル、発泡スチ 
 

ロールトレイ、その他プラスチック、牛乳パック）の収集運搬及 
 

び選別処理の経費 63,101,607 円 

④ 生ごみ処理機購入補助金（5 件） 83,000 円 

⑤ 家電リサイクルの収集運搬経費（ストックヤード賃借料など） 500,000 円 

 

【事業成果】 

 資源ごみ収集量の推移 

 平成 4 年度の分別収集開始から、毎年増加していましたが、平成 10 年度あたりから、収集量の

増減は微少となっています。 

 

 

 

 

※ 平成１９年度からトレイはその他プラスチックに合算 

※ 平成２６年度から給食残飯は資源再生センターへ搬入 

重点 

（トン） 

（年度） 
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  ◆リサイクルボックス設置事業 1,607 万円 

 市民部 生活環境グループ 

 
【事業概要】 

 市民の皆様に、ごみ減量化に向けて資源リサイクルに取り組んでいただけるよう、身近な場所に

資源化物（カン・ビン）分別収集用の専用リサイクルボックスを設置しています。 

 

【事業成果】 

 平成２年から実施している資源化物（カン・ビン）分別収集用の専用リサイクルボックスの老朽

化により、平成２６年度から平成２９年度にかけて、随時新しいものに入れ替えています。 

平成２６年度 
キャスターあり 15 基 

11,323,800 円 
キャスターなし 80 基 

平成２７年度 
キャスターあり 15 基 

14,731,200 円 
キャスターなし 85 基 

平成２8 年度 
キャスターあり 15 基 

16,066,080 円 
キャスターなし 94 基 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

重点 
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◆カーボンマネジメント推進事業 1,000 万円 

指標 CO₂の削減率（平成 26 年度を基準年度とした目標値）○計 2% ○実 2%  政策調整室 企画グループ 

【事業概要】 

公共施設におけるエネルギー起源 CO₂の排出量を削減するにあたり、環境省の補助事業である「地方

公共団体カーボン・マネジメント強化事業」を活用した省エネ診断によって、本市の公共施設の現状を

見極め、実現可能なものから実施していくことで、地方公共団体としての責務を果たしていきます。 

 

【事業成果】 

「大阪狭山市公共施設カーボンマネジメント強化計画」を策定しました。計画では、公共施設の建物

情報やエネルギーの使用状況等に基づき、省エネ改修の優先度を評価するとともに、優先度Ａ（優先的

に省エネ改修等の対策を実施すべき施設）と評価した施設について、省エネ対策効果を推計しています。

今後は、費用対効果や財政状況等を踏まえ、「大阪狭山市公共施設等総合管理計画」とも整合を図りな

がら、省エネ改修の検討をさらに進め、必要に応じて実施していくこととしています。 

 

○優先度Ａ（優先的に省エネ改修等の対策を実施すべき施設）と評価した施設 

市役所本庁舎 消防本部庁舎 文化会館（ＳＡＹＡＫＡホール） 

公民館・図書館 総合体育館 池尻体育館 

ふれあいスポーツ広場 野球場 市民総合グラウンド・山本テニスコート 

○主な省エネ対策 

 照明（従来型蛍光灯、白熱灯、水銀灯）のＬＥＤ化、燃料電池の導入、太陽光発電設備の導入等 

○優先度Ａと評価した施設の省エネ対策効果（推計値）  約３１５ｋＬ削減（原油換算） 

                          （公共施設全体の約１５％削減） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


