
 この一覧表は、原則として環境に関連した施策、事業等の直接経費を集計したものであるが、間接経費が含まれている場合もある。

また合計は、再掲分が含まれている場合もある。

  １．環境施策の総合的推進( 967,385 円 ）

分類 環境関連事業名等 経費（決算） 担当局 担当課

環境審議会の開催 783,476 環境局 環境政策課

環境影響評価審査事業 183,909 環境局 環境共生課

　２．生活環境保全施策　( 16,472,531,419 円 )

分類 環境関連事業名等 経費（決算） 担当局 担当課

低公害車の導入（各事業課経費） 14,455,362 財政局 財産活用課注）1

光化学スモッグ汚染の監視情報収集及び汚染状況情報周知

環境大気常時監視事業

大気規制事業（大気汚染規制） 463,980

悪臭防止 747,040

自動車公害対策事業 439,435

大阪自動車環境対策推進会議 255,650

公共交通課

交通政策課

連続立体交差事業 2,286,703,832 建設局 連続立体推進課

阪神高速道路大和川線事業 6,702,041,437 建設局 大和川線推進室

都市計画道路鳳上線整備事業注）2 236,365,711 建築都市局 鳳地区整備室

堺市違法駐車等防止活動業務 4,069,440 建設局 自転車企画推進課

都市計画道路整備事業 1,094,390,290 建設局 道路計画課

水質規制事業 9,162,556

大阪湾環境保全協議会 77,880

瀬戸内海知事・市長会議、瀬戸内海環境保全協会 1,109,500

浄化槽の適正管理指導 71,680 健康福祉局 環境薬務課

河川浄化事業 (都市再生水路浚渫) 7,705,616 建設局 河川水路課

下水道普及促進事業注）2 1,040,569,371 上下水道局 下水道事業調整課

下水道法に基づく水質規制・指導 7,556,695 上下水道局 下水道水質管理課

騒音に係る指導業務

振動に係る指導業務

特定建設作業に係る届出事務

産業廃棄物排出事業者への指導事務

PCB保管事業者への指導事務

産業廃棄物不法投棄対策

産業廃棄物許可事業者指導業務

産業廃棄物処理施設に係る事務

自動車リサイクル法に係る指導業務

クリーンセンター東工場の整備 616,668,670 環境局 クリーンセンター東工場

クリーンセンター臨海工場運営管理事業注）３ 783,546,559 環境局 環境施設課

水銀使用廃製品適正回収事業 18,622,693 環境局 環境事業管理課

まち美化推進事業（地域環境美化対策事業）

環境美化啓発運動（堺市美化推進協議会）

不法投棄監視パトロール業務 3,337,200

不法投棄監視カメラシステム 1,441,800

路上喫煙等対策事業 16,831,736

道路美化キャンペーン 122,690 建設局 路政課

化学物質管理 95,630

ダイオキシン類対策 2,895,480

アスベスト対策 116,650

住居衛生対策の実施 4,860 健康福祉局 環境薬務課

事業場等による地下水に係る事務事業

土壌汚染対策に係る事務事業

日照・電波障害未然防止対策（法・条例に基づく事前指導）

日照・電波障害未然防止対策（中高層建築物等紛争調整）

補償給付事業

公害保健福祉事業

健康被害予防事業（環境保健事業）

注）１.　「低公害車の導入」の経費（予算）に係る担当課は各事業部局であるが、集計した課名を掲載している。

      ２.　繰越額を含む。

環境対策課

 日照障害、電波障害、光害等の防

止
― 宅地安全課

 その他の生活環境対策 1,753,642,697 保健医療課

 廃棄物対策

建築都市局

健康福祉局

      ３.　クリーンセンター臨海工場運営管理事業には、施設の運営管理および施設メンテナンスにかかる修繕や整備費用が含まれている。

 環境施策の総合的推進

 大気・悪臭汚染対策

60,502,969 環境共生課

環境対策課

環境局

環境局

公共交通利用促進事業 399,294,210 建築都市局

環境対策課 騒音・振動対策

環境局

環境局

 水質汚濁防止対策

 (付録１)　平成２９年度 環境関連施策経費（決算）一覧表　（単位 ：円）

環境対策課 地盤環境保全

8,282,394

環境業務課

環境局

環境局

環境対策課

64,860

環境局

環境局

 化学物質環境対策

1,133,816

8,914,910

環境対策課

2,949,632
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  ３．自然環境保全施策　（ 399,137,266 円 ）

施策名 環境関連事業名等 経費（決算） 担当局 担当課

緑地保全事業 3,120,796

堺自然ふれあいの森事業 32,800,000

緑の政策審議会（緑の保全と創出に関する重要事項について審議、

堺市緑の基本計画に係る事業の報告）
703,062

ゆとりとふれあいの場構想関連事業

堺市立フォレストガーデン管理事業

市民農園の整備

農空間保全・活用事業 500,000

ため池環境改善整備事業 4,752,000 農業土木課 

花と緑のふれあい空間整備事業 4,193,748

都市緑化センター運営事業 68,676,520

緑の育成事業注） 101,122,083

公園整備事業 48,018,470

漁業環境対策（清掃事業） 4,000,000 農水産課

親水コミュニティ活動支援事業 3,575,880 農業土木課 

臨海部整備推進事業

臨海部整備推進事業管理経費

水環境改善整備事業 3,157,920 建設局 河川水路課

野生鳥獣対策事業 1,103,750

生物多様性保全推進事業 2,063,861

農業振興事業（有害鳥獣対策業務） 4,560,390 産業振興局 農水産課

注）　当該事業には参加と協働による環境保全施策の花と緑のわがまちづくり支援事業及び平成の森づくりパートナーシップ運営事業を含む。

  ４．都市環境保全施策　（ 5,855,826,583 円 ）

施策名 環境関連事業名等 経費（決算） 担当局 担当課

各文化会館（栂・西・東・美原）、文化館等の管理運営

文化イベントの実施

文化活動への支援・人材発掘・育成事業・文化情報の発信等

市民会館の建替え整備

文化財保護事業（調査・指定）

文化財保護事業（啓発）

史跡・旧跡等管理事業

百舌鳥古墳群保存活用事業

町家活用推進事業

まちなみ再生事業

景観形成事業

屋外広告物関連事業

新湊地区密集住宅市街地整備事業 155,042,583 建築都市局 都市整備推進課

都心整備推進事業 244,590,728 建築都市局 都心まちづくり課

堺東駅南地区市街地再開発事業 332,700,749 建築都市局 都心まちづくり課

堺市特定優良賃貸住宅供給促進事業（家賃減額補助）

市営住宅建替事業（小阪住宅・万崎住宅・北清水住宅・石津鉄筋住宅）

市営住宅建替事業（協和町・大仙西町住宅） 341,821,034 建築都市局 大仙西地区整備室

放置自転車対策事業（撤去保管業務・啓発業務等） 120,952,980 建設局 自転車対策事務所

交通バリアフリー事業 233,254,320 建設局 道路整備課

にぎわいのある都市空間の形成 自転車通行環境整備事業 158,308,939 建設局 自転車環境整備課

環境負荷の少ない都市構造対策
コミュニティサイクル事業
（自転車市民共同利用システムによる環境保全型まちづくり事業）

72,707,666 建設局 自転車企画推進課

 魅力ある都市景観の形成

36,747,174 都市景観室

文化観光局

文化観光局

建築都市局

臨海整備課

 野生生物の保全

 歴史・文化環境の保全

4,942,595,730 文化課

文化財課

建築都市局

325,679,936

環境共生課環境局

 水辺の保全
15,763,043

産業振興局

建築都市局

 ゆとりある都市空間の形成

住宅まちづくり課865,629,625

公園緑地整備課建設局

建設局

 みどりの保全と活用・緑化の推進

公園緑地整備課

61,494,152
農水産課

産業振興局
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  ５．地球環境保全施策 ( 1,889,804,997円 ）

施策名 環境関連事業名等 経費（決算） 担当局 担当課

スマートハウス等導入支援事業 53,889,573 環境局 環境エネルギー課

堺太陽光発電所周辺整備事業 447,180 環境局 環境エネルギー課

スマートオフィス・スマートファクトリー導入支援事業 15,729,878 環境局 環境エネルギー課

CASBEE堺制度運用 82,872 建築都市局 建築安全課

ものづくり新事業チャレンジ支援補助金 40,889,000 産業振興局 ものづくり支援課

グリーンカーテン整備推進事業 2,305,200 教育委員会事務局 学校指導課

校庭の芝生化事業（支援学校）(管理） 892,080

公立小学校校庭の芝生化事業（管理） 3,728,220

雨水の利用 92,570 西区役所
西区役所企画

総務課

有価物集団回収報償金制度 93,204,805 環境局 環境事業管理課

生活ごみ組成分析調査 4,784,400 環境局 資源循環推進課

啓発事業（減量化推進員制度・各種イベント・出前講座等） 4,630,708 環境局 資源循環推進課

堺市廃棄物減量等推進審議会の開催（委員報酬） 132,600 環境局 環境事業管理課

資源物の分別収集・リサイクル（資源ごみ事業・資源ごみ収集運搬業務） 307,109,827 環境局 クリーンセンター管理課

環境配慮型製品の購入（グリーン購入）促進 20,000 環境局 環境政策課

市の環境マネジメントシステムの取組み 291,600 環境局 環境政策課

次世代自動車等普及促進 629,278 環境局 環境エネルギー課

環境都市推進事業 1,036,010 環境局 環境政策課

　６．参加と協働による環境保全施策　（ 113,053,758 円 ）

施策名 環境関連事業名等 経費（決算） 担当局 担当課

堺エコロジー大学運営事業

環境学習副読本作成・配布

環境月間行事の推進

環境教育サポーター 1,509,600 教育委員会事務局 学校指導課

堺市環境活動表彰制度 40,086 環境局 環境政策課

花と緑のわがまちづくり支援事業注）2 6,498,412 建設局 公園緑地整備課

緑の拠点整備（クールダム）事業 621,200 環境局 環境政策課

都市緑化センター運営事業注）1 68,676,520

堺自然ふれあいの森管理運営事業注）1 32,800,000

平成の森づくりパートナーシップ運営事業注）2 267,608

注）１.　当該事業は自然環境保全施策に該当する事業でもあるため、再度掲載している。

      ２.　当該事業は自然環境保全施策の緑の育成事業の一部でもあるため、内訳として掲載している。

 ヒートアイランド対策
施設課

 自主的活動の育成・支援

教育委員会事務局

 再生可能エネルギー、省エネルギー対

策

 環境活動の拠点整備
公園緑地整備課

 減量化・資源循環対策

地球環境の保全

 環境教育・学習の推進
7,755,816 環境共生課環境局

建設局
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