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第4部  重点プログラムの取組状況 

重点プログラムは、個別の環境分野ごとに実施される基本施策を、主要課題に沿って横断的に組み合わせて、総合的に

設定するものであり、市民・事業者・行政の協働で優先的に実施し、堺市の環境まちづくりを先導していくものです。 

第１章 重点プログラム１ 省エネルギー・新エネルギー推進プログラム 

平成21年1月に環境モデル都市に選定された本市では、同年4月に「環境モデル都市行動計画」を策定し、温室効果

ガス削減に向けた取組を進めてきました。また、平成26年5月には「第2次環境モデル都市行動計画」を策定、平成29年8

月には「第2次環境モデル都市行動計画」を統合した「堺市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定し、市域

における温室効果ガス排出量を、2030年度までに2013年度比で27％削減する目標を掲げ、より一層の取組を進めてい

ます。 

 

第１節 目標達成状況 

市域の温室効果ガス排出量は、平成27(2015)年度で881万トン-CO2であり、平成26(2014)年度から42万トン-

CO2(4.5%)の減少となっており、「堺市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の基準年度である2013年と比較

して55万トン(5.9％)の減少となっています。 

■市域全体の温室効果ガス総排出量の推移 

 

※電気の温室効果ガス排出係数は、各年度の排出係数を用いて算出 
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項目 目標 現況（Ｈ27 年度） 

市域全体の 

温室効果ガス総排出量 

H32（2020）年度に、H17（2005）年度レベル（842万トン-CO2）の

５％増加まで抑制 

（各分野（産業部門を除く）で各々の排出量を15％削減） 

（産業部門については、温室効果ガス排出原単位を15％改善） 

881万トン-CO2 

（4.6％増加） 

H42（2030）年度に、H17（2005）年度レベルから15％削減 

（各分野（産業部門を除く）で各々の排出量を30％削減） 

（産業部門については、温室効果ガス排出原単位を30％改善） 

881万トン-CO2 

（4.6％増加） 

 

第 2節 主な施策の実施状況 

■重点プログラム１ 省エネルギー・新エネルギー推進プログラム 

取組目標 実施施策例 

1) 低炭素な企業活動へ

の転換 

 

・ 「クールシティ・堺パートナー制度」への参画を呼びかけ、平成29年度末現在で72の事業者が 

参画 

・ 市内の業務系事業者に対し、高効率な省エネ設備への更新を支援。 

平成29年度は、17件の事業所に総額 15,726千円の補助を行った。 

 

2) 低炭素なエネルギーの

創出・活用 

 

・ 公共施設の屋根等を民間業者に貸し出し、太陽光発電事業を行ってもらい、事業者は市に 

対し賃料を納める屋根貸し事業を実施。平成29年度は、平成28年度に公募した市有施設 

1か所で、約673㎾の太陽光発電設備が稼働した。 

・ 住宅や小規模事業所等で創エネ・省エネ・蓄エネに積極的に取り組む方への支援策として、 太

陽光発電システム、住宅用エネルギー管理システム(HEMS)、燃料電池コージェネレーションシス

テム、蓄電池等を設置した市民に、平成29年度は52,938千円の補助を行った。 

 

3) 低炭素な都市構造  

づくり 

・ 住宅や小規模事業所等で創エネ・省エネ・蓄エネに積極的に取り組む方への支援策として、 

太陽光発電システム、住宅用エネルギー管理システム(HEMS)、燃料電池コージェネレーション

システム、蓄電池等を設置した市民に、平成29年度は52,938千円の補助を行った。（再

掲） 

・ 緑の拠点（クールダム）の創出をめざし、臨海部堺第7-3区の共生の森（約100ha）の約５

haの区域において、市民・NPO・企業等との協働によって植樹を行い、除草等による管理を実

施 

・ 必要な緑地面積が不足している一定規模以上の工場が新たに生産施設を増設する際に、  

一定の要件を満たしたうえで南部丘陵の里山保全に貢献することで、建替えや増築等の投資を

可能にする堺独自の「工場立地法における敷地外緑地制度」を創設 

・ ヒートアイランド現象の緩和や住みよい快適な環境づくりを進めるため、市民等に対し屋上緑化・

壁面緑化に対する助成を実施 
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4) 低エネルギー       

ライフスタイルの構築 

・ 住宅や小規模事業所等で創エネ・省エネ・蓄エネに積極的に取り組む方への支援策として、 

太陽光発電システム、住宅用エネルギー管理システム(HEMS)、燃料電池コージェネレーション

システム、蓄電池等を設置した市民に、平成29年度は52,938千円の補助を行った。（再

掲） 

・ 市も参画する関西広域連合において、エコポイント制度やクレジット制度について検討を実施 

・ 平成21年5月25日、市民、企業、大学等研究機関、関係団体、行政機関等が協働し、  

低炭素都市「クールシティ・堺」の実現を図ることを目的に堺市環境都市推進協議会を設立し、

取組を推進 

・ 堺の環境の未来を支える人材の育成をめざし、平成22年10月に堺エコロジー大学を開校。一

般講座、ジュニアコース等を運営 

第２章 重点プログラム２ 脱車社会推進プログラム 

第１節 目標達成状況 

環境負荷が車よりも小さい鉄道やバス等の公共交通への転換、徒歩や自転車で楽しく移動できるまちづくり、CO2排出

抑制に配慮したクルマの使い方を進める取組を推進し、自動車に過度に依存しない低炭素のまちの実現をめざしていき  

ます。 

項目 目標 現況（H28 年度） 

自動車からの 

二酸化炭素排出量 

H30(2018)年度までに、 

H20(2008)年度から 27%以上抑制 
89.7 万トン-CO2[0.65％増加] 

 

第 2節 主な施策の実施状況 

■重点プログラム２ 脱車社会推進プログラム 

取組目標 実施施策例 

1) 公 共 交 通 を 中 心 と し た   

都市交通への転換 

・ 本市の公共交通のあり方を示す「総合都市交通計画」の検討を進めるとともに、阪堺線への 

低床式車両（堺トラム）の導入や阪堺線とバス及び自転車の乗り継ぎ利便性向上に資する

取組等を実施 

・ ノンステップバスの導入（バリアフリー化）及びICカードシステムの導入、バスロケーションシステム

の導入等に要する経費の一部を補助 

・ おでかけ応援制度（おでかけ応援バス・阪堺線における高齢者割引制度）の拡充及び実施 

・ 阪堺線における運賃均一化の実施 

・ 阪堺線と南海バスの一部区間を対象としたゾーンチケット（堺おもてなしチケット）の発行 

・ 阪堺線の停留場区間が一番長い東湊～石津間に石津北停留場を新設 

・ さかい利晶の杜の最寄り停留場である阪堺線宿院停留場を改修 
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2) 自転車を活かし歩いて楽しい

まちづくり 

・ 「自転車のまち 堺」の実現に向けた取組として、自転車通行環境を整備（H21～29年度 

総延長約41.4km） 

・ 駅前等複数のサイクルポートに共用自転車を配置し、どのサイクルポートでも自転車の貸出  

返却ができる環境に優しく利便性の高い交通システムである「さかいコミュニティサイクル」を市内8

つのサイクルポートで運用（平成29年度末時点） 

・ 「自転車を活用して」散歩するようにゆっくりと自転車で巡る「SAKAI散走」を実施 

3) 環境に配慮した自動車の 

選択と利用の推進 

・ エコドライブシミュレーターを用いたエコドライブ普及促進講習会等を実施 

・ 平成28年度末時点で、市役所では212台の共用自動車について低公害車を導入。 

・ 平成31年度末の阪神高速道路大和川線全線供用開始に向け、道路本体及び付帯工事を

実施 

・ 南海本線において、諏訪ノ森駅～浜寺公園駅付近の連続立体交差事業実施に向け、用地

取得、関連業務を行い、仮線工事を実施 
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第３章 重点プログラム３ ４Rを重視した省資源化プログラム 

廃棄物の「発生抑制 Refuse(リフュ－ズ)」「減量化 Reduce(リデュース)」「再使用 Reuse(リユース)」「再資源化 

Recycle(リサイクル)」の❝４Ｒ❞に関する取組を総合的に推進し、資源が循環する低炭素のまちの実現をめざしていきます。 

第１節 目標達成状況 

家庭系ごみ１人１日あたりの排出量 

 

事業系ごみ１日あたりの排出量 

 

 

項目 目標 現況 

家庭系ごみ 

（一人一日あたりの排出量） 

H16 年度（基準年度：785g/人・日）実績から、H22 年度に

120g 減量（665g/人･日）、H27 年度に 130ｇ減量（655g/

人･日） 

669g/人・日（H22 年度） 

669g/人・日（H27 年度） 

 641g/人・日（H29 年度） 

事業系ごみ 

（一日あたりの排出量） 

H16 年度（基準年度：444 トン/日）実績から、H22 年度に 25 ト

ン削減（419 トン）、H27 年度に 45 トン削減（399 トン/日） 

358 トン/日（H22 年度） 

281 トン/日（H27 年度） 

267 トン/日（H29 年度） 
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第 2節 主な施策の実施状況 

■重点プログラム３  ４Ｒを重視した省資源化プログラム 

取組目標 実施施策例 

1) ４Ｒを着実に推進させる 

しくみづくり 

 

・ 生活ごみの約34%を占める生ごみの減量に向け、生ごみたい肥化手法である「生きごみさん」の

推進や食べ残し等の「食品ロス」の削減に向けた啓発を強化 

・ 貴金属・レアメタル等の資源の有効活用を図るため、使用済小型家電の拠点回収を実施 

・ クリーンセンター臨海工場での溶融処理により生成される溶融スラグ・メタルのリサイクルを実施 

・ 物品調達の際にその必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負

荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に努める事業者から優先してグリーン

調達を実施 

 

2) 資源循環ビジネスのしくみ

づくり  

 

・ 堺第7-3区で進められている循環型社会のモデル形成をめざしたエコタウン事業の取組として、リ

サイクル事業を推進 

 

3) 資源循環の取組を総合的

に推進するしくみづくり 

・ ごみの減量化・リサイクルの推進に関する地域のリーダーである「ごみ減量化推進員」等を対象に

「ごみ減量セミナー」を実施 

・ 事業者を対象にごみの適正処理や減量化・リサイクルについて「事業系一般廃棄物減量セミナ

ー」を実施 

 

  


