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第１章 計画の基本的な事項 

1-1 計画策定の趣旨 

八尾市（以下、「本市」という。）は、平成８年（1996年）３月に豊かな環境の保全及び創造に

関する理念を示した「八尾市民の環境を守る基本条例（以下、「基本条例」という。）」を改正し、

平成10年（1998年）７月に基本条例第７条に基づき、「八尾市環境総合計画」を策定しました。 

その後、平成22年（2010年）度に中期目標が到来すること、地球温暖化や資源の枯渇といっ

た地球規模 の環境問題の顕在化等を鑑み、平成22年（2010年）３月には「八尾市環境総合計

画（改訂版）（以下、「前計画」という。）」を改訂しました。 

環境行政を取り巻く状況は大きく変化しており、世界においては、SDGsの採択やパリ協定の

発効など、国際社会全体が協力して、温室効果ガス排出削減などの低炭素化をはじめ、資源循環

や自然共生などを取り入れた持続可能な発展のために、具体的な目標を持って取り組むための枠

組の整備が進んでいます。 

わが国においては、国際的な動向を取り入れた「第五次環境基本計画」が平成30年（2018

年）４月に閣議決定され、目指すべき社会の姿として、「地域地循環共生圏」の創造や「世界の

範となる日本」などを掲げるとともに、SDGsの考え方を活用した環境・経済・社会の統合的向

上を具体化しています。 

 本市においても、平成23年（2011年）に策定された「八尾市第５次総合計画『やお総合計

画2020』」の中で、まちづくりの目標のひとつとして「環境を意識した暮らしやすい八尾」が

掲げられ、環境保全活動や地球温暖化対策を施策として位置付けています。さらに、前計画の推

進にあたっては、「八尾市環境行動計画」を策定し、年次報告書である「八尾市環境行動レポー

ト」で取組の進捗管理を行い、公表しています。また、地球温暖化については前計画の下位計画

にあたる「八尾市地球温暖化対策実行計画（チャレンジ８０
や お

）」を策定し、計画的に地球温暖化

対策を推進しています。 

 「八尾市第５次総合計画」は令和2年度（202１年３月）に計画期間を満了することから、現

在、第６次総合計画の策定を行っているところですが、近年の環境面や社会・経済面における新

たな変化や潮流を踏まえ、令和２年（2020年）４月に手交された「八尾市第６次総合計画（基

本構想・基本計画（答申））」においては、「日常の暮らしが快適で環境にやさしいまち」を目標

に掲げ、市民、事業者及び行政の各部局が一体となって環境を意識したまちづくりを進めていく

ことが求められています。 

 前計画は令和７年（2025年）度を最終目標年度としていますが、令和２年（2020年）度を

中期目標年度としていることから、これまでの取組を評価するとともに、従前の環境総合計画に

おける基本的な方向性は維持しつつ、「八尾市第６次総合計画」の策定を見据え、環境行政を取

り巻く情勢の大きな変化を踏まえて改定（以後、本改訂版を「本計画」という。）するもので

す。 
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1-2 計画策定の背景 

（１）本格的な人口減少社会の到来  

国内の人口は、平成20年（2008年）にピークを迎え、その後は減少が続いています。国

勢調査によると、平成27年（2015年）の総人口は1億2,709万人ですが、社人研1の推計に

よると、2060年の総人口は約9,300万人まで減少するとされており、仮に合計特殊出生率が

上昇すると、2060年は約１億人の人口を確保できるとしています。 

図１ 我が国の人口推移と長期的な見通し 

 

出典：まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年12月改定、まち・ひと・しごと創生本部） 

 

 

  本市の人口は、昭和30年代後半から50年代前半の高度経済成長期を経て、伸びは鈍化し、

平成３（1991）年３月末の278,470人をピークとして、減少に転じています。 

  本市の近年の人口動態をもとに将来人口を推計すると、令和10（2028）年には約

244,000人程度にまで人口が減少していくと見込まれます。 

  「八尾市第６次総合計画（基本構想・基本計画（答申））」においては、将来都市像の実現に

向けて６つのまちづくりの目標のもと、３４の施策を展開することで八尾に興味や愛着を持っ

て関わる人々を増やし、定住につながる取り組みを市民とともに市全体で進めます。 

これらの考え方を踏まえ、令和10（2028）年の想定人口を約254,000人とします。 

 

図２ 八尾市における推計人口と想定人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：八尾市第６次総合計画基本構想・基本計画（答申） 

                                                      
1 社人研：国立社会保障・人口問題研究所 
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（２）持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals） 

平成27年（2015年）の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジ

ェンダ」において、17の目標と169のターゲットからなる「持続可能な開発目標（SDGs）」

が掲げられました。SDGsは、社会・経済・環境の様々な課題等に総合的に取り組むことによ

り、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指しています。 

図３ SDGsの17のゴール 

 

出典：国際連合広報センター 

 

 

 

（3）国の第五次環境基本計画 

平成30年（2018年）4月に閣議決定された国の「第五次環境基本計画」では、環境・ 経

済・社会の課題は相互に密接に関連しており、複雑化してきているとした上で、地球規模の環

境の危機を踏まえ、その解決に向かうためには、「SDGsの考え方も活用し、複数の課題を統

合的に解決していくことが重要」としており、環境分野の大きな原則として、SDGsの考え方

が組み込まれています。また、地域資源を最大限に活用しながら自立・分散型の社会を形成し

つつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合い、地域の活力が最大限に発揮される「地域循

環共生圏」の概念が提唱されました。 
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図４ 地域循環共生圏の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省ホームページ 

 

（4）地球温暖化の進行とその対応 

平成27年（2015年）12月に、国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（ＣＯＰ21）に

おいてパリ協定が採択され、平成28年（2016年）に発効しました。パリ協定では、「今世紀

末の平均気温上昇を2℃未満に抑える」、「今世紀後半に人為的な温室効果ガスの実質排出ゼ

ロ」といった目標が盛り込まれており、世界が本格的な脱炭素社会に向けた取組を加速してい

くと考えられます。 

日本政府も、パリ協定で新たな温室効果ガス削減目標が採択されたことなどを受けて、平成

28年（2016年）に新たな「地球温暖化対策計画」を策定しました。同計画では、パリ協定

を受けて日本政府が発表した「2030年度に2013年度比で26％削減する」といった中期目

標を掲げています。 

本市においても、平成22年（2010年）３月に、「八尾市地球温暖化対策実行計画（チャレ

ンジ８０
や お

）」を策定し、温室効果ガスを1990年度比で2050年度に80％削減する目標を掲

げ、計画的に取組を進めているところです。 

一方、気候変動の影響は、今すぐ対策を取ったとしても、今後数世紀は続くとされているこ

とから、政府は平成27年（2015年）に「気候変動の影響への適応計画」を策定し、平成30

年（2018年）には、気候変動の影響による被害を回避・軽減する適応策を法的に位置づける

「気候変動適応法」が制定されました。 
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図５ 気候変動適応法案の概要 

 

出典：環境省ホームページ 

 

 

（5）循環型社会形成推進基本計画 

環境基本法の基本理念のもと、平成 13 年（2001 年）１月に完全施行された循環型社会

形成推進基本法をはじめとして、廃棄物処理法の改正、各種リサイクル法の施行など、循環型

社会の形成に向けた法体系の整備が進められてきました。平成 27 年（2015 年）には第 21

回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）においてパリ協定が採択され、低炭素化に向けた

活動が求められています。 

また、循環型社会形成推進基本法に基づき、平成 30 年（2018 年）６月に第４次循環型

社会形成推進基本計画が閣議決定されました。この計画では、環境的側面、経済的側面及び社

会的側面の統合的向上を掲げた上で、重要な方向性として、次の３点が示されています。 

①地域循環共生圏形成による地域活性化  

②ライフサイクル全体での徹底的な資源循環 

③適正処理の更なる推進と環境再生 
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（6）生物多様性国家戦略2012-2020 

平成22年（2010年）10月に開催された生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）

で採択された愛知目標の達成に向けた我が国のロードマップを示すとともに、平成23年

（2011年）３月に発生した東日本大震災を踏まえた今後の自然共生社会のあり方を示すた

め、「生物多様性国家戦略2012-2020」を平成24年（2012年）９月に閣議決定しまし

た。そのポイントは以下のとおりです。 

①愛知目標の達成に向けた我が国のロードマップを提示 

②2020年度までに重点的に取り組むべき施策の方向性として「５つの基本戦略」を設定 

③今後５年間の政府の行動計画として約700の具体的施策を記載 

  また、2020年から次期生物多様性国家戦略の策定に向けて、2050年での「自然との共生

の実現」に向けた今後10年間の主要な課題や対応の方向性について、検討が開始されまし

た。 

 

 

（7）大阪府の動向 

大阪府では、平成23年（2011年）３月に「大阪21世紀の新環境総合計画」を策定し、平

成30年（2018年）７月には改定をしています。豊かな環境を守り、将来に引き継いでいく

ためには、府民一人ひとりが環境保全活動に積極的に取り組む必要があることから、府民の参

加と行動のもと、「魅力と活力ある快適な地域づくり」を目指し、以下の４つの施策を推進す

るとしています。 

①低炭素・省エネルギー社会の構築 

②資源循環型社会の構築 

③全てのいのちが共生する社会の構築 

④健康で安心して暮らせる社会の構築 

また、次期大阪府環境総合計画の策定に向け、令和元年度（2019年度）から検討が開始さ

れ、令和２年度末（2021年３月）に策定される予定です。 

 

 

（8）新型感染症の脅威 

2019年12月以降、世界各地で新型コロナウイルスによる感染症（COVID-19）が確認さ

れ、2020年3月には世界保健機関（WHO）がパンデミックを宣言するに至りました。 

日本では2020年１月に初めて感染者が確認された後、感染者数が増加し、2020年4月か

ら５月にかけて全国に緊急事態宣言が発せられるなど、社会・経済に大きな影響を及ぼしまし

た。その後も感染者数が増えるなど、多大な影響が続いています。 

今後も、こうした感染症の流行等に備え、市の事業実施等においても、新たな生活様式の定

着や緊急事態に備えた対応が必要です。 
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1-3 計画の位置づけ 

本計画は、上位計画である「八尾市総合計画」の環境面における部門計画であり、「八尾市民

の環境を守る基本条例」（昭和52年（1977年）制定、平成８年（1996年）改正）に基づく、

豊かな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ものです。また、「環境

基本法」（平成５年（1993年）制定、平成20年（2008年）改正）や「循環型社会形成推進基

本法」、「生物多様性基本法」などの関連法との整合性を保ちつつ、今後の八尾市の環境行政に関

して、良好な環境を保全・創出することを目指して、地球環境、生活環境、自然環境、環境教育

等の分野における基本的な方向性を定めたものです。 

中でも、地球環境に関しては、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、本計画と同

時に改定する「八尾市地球温暖化対策実行計画」において、温室効果ガスの削減に向けた取組を

定めています。「八尾市地球温暖化対策実行計画」は、本計画の中でも地球温暖化対策に関する

個別計画として位置づけています。 

 

図表６ 本計画の位置付け  

 

 

 

  

八尾市第６次総合計画 八尾市民の環境を守る基本条例 

平成８年（１９９６年）4 月施行 

八尾市環境総合計画 

令和３年（2021 年）度 

＜国＞ 
環境基本法 

第５次環境基本計画 

＜大阪府＞ 
大阪府環境基本条例 

大阪 21 世紀の新環境総合計画 

環境分野における個別計画 

八尾市地球温暖化対策実行計画 

八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編） 

八尾市災害廃棄物処理計画 

他分野の関連計画 

八尾市都市計画マスタープラン 

八尾市都市景観計画 

八尾市緑の基本計画 
八尾市交通基本計画 
八尾市地域防災計画 など 

八尾市生活排水処理基本計画 

～令和 10 年（2028 年）度 

八尾市生活排水対策推進計画 など 

令和３年（2021 年）度 
～令和 10 年（2028 年）度 

個別計画 

連携 
整合 

分野別 
計画 

八尾市住宅マスタープラン 
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1-4 計画の期間 

八尾市第６次総合計画を見据えて、本計画の計画期間を令和3年（2021年）度から令和10

年（2028年）度までの８年間とします。計画期間を前期４年、後期４年に分け、八尾市を取り

巻く環境や社会の状況が大きく変化するなど、必要な場合は、適宣見直しを図っていきます。 

 

図７ 本計画の期間 

（年

度） 

令和3年度（2021年度）～ 令和7年度（2025年度）～ 

令和6年度（2024年度） 令和10年度（2028年度） 

八尾市

環境総

合計画 

  

 

 

1-5 計画の対象 

本計画で対象とする環境の範囲は多岐にわたり、相互に関連しています。 本計画では、自然

環境、生活環境、都市環境の良好な環境の保全及び創造を通じて地球環境問題にも貢献していく

ものとし、下記に代表的な要素を示します。  

 

本計画の対象 

 

 「地球環境」：地球温暖化、エネルギー、交通など 

 「資源循環」：廃棄物、リサイクルなど 

 「生活環境」：大気、水質、騒音・振動、悪臭、有害化学物質など 

 「自然環境」：地形・地質、河川・ため池、生態系（動物・植物）、里山・農地など 

 「都市環境」：歴史・文化、景観、観光・レクリエーションなど 

 「環境活動」：人材育成、環境教育、環境活動など 

 

 

 

  

計画の目標期間（８年） 

前期（4 年） 後期（4 年） 
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1-6 各主体の役割と責務  

（１）市民の役割と責務 

 市民一人ひとりの日常生活が環境に様々な影響を与えていることを十分に理解し、環境問

題に関する取組を進める必要があります。 

 市が実施する環境に関する施策に協力するとともに、地域における環境保全活動等に積極

的に参加する必要があります。 

 市民団体や学生団体に参画し、各団体間での情報交換や協働による取組を行うことで、環

境保全の取組を広げていくことが期待されています。 

 

（２）事業者の役割と責務 

 事業活動が環境に負荷を与えていることを認識し、環境への負荷の低減に向けて自主的に

取り組み、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の防止、廃棄物の減量や資源化、自

然環境や生物種の保護など、環境に配慮した事業活動を推進していく必要があります。 

 事業者は環境に配慮した事業活動を実践するとともに、各従業員は、職場の中でできる環

境配慮行動を実践する必要があります。 

 市の環境保全等に関する施策に協力するとともに、地域における環境保全活動に積極的に

参加する必要があります。 

 市や地域と連携した活動を含め、地域社会の一員として、環境への負荷の少ない社会づく

りに貢献することが求められています。 

 

（３）行政の役割と責務 

 本計画に掲げる『望ましい環境像』、『基本方針』の実現に向け、豊かな環境の保全及び創

造に関する様々な施策を庁内の関係部局と調整し、総合的かつ計画的に推進します。 

 庁内では、職員一人ひとりの意識啓発を行い、環境への配慮を率先的に行います。八尾市

自身にも消費者、事業者としての役割があることから、市の事業において積極的に環境負

荷低減に取り組みます。 

 市は、市民及び事業者の環境意識を高めるとともに、市民や事業者による自主的な環境保

全活動が促進されるよう、積極的に働きかけます。 

 ＳＤＧｓや地域循環共生圏など、環境保全に関する情報を発信し、市民、事業者、関係機

関等と連携・協働を図りながら、市域において、環境・経済・社会の統合的発展を図りな

がら、環境の保全や創造に関わる活動が活発に実施されるよう、活動への助言・支援を行

います。 
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1-7 計画の構成 

 本計画の構成は次のとおりです。 

 

図８ 本計画の構成 
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第２章 環境の現状と課題  

平成 22 年（2010 年）3 月に策定した前計画について、計画期間における成果と課題の要

点を以下に示します。 

全体としては数値目標数 27 指標のうち、目標達成の見込みは 13 指標となっています。なか

でも、基本方針２の「市民の健康を守り、すがすがしく暮らせるまち」については、７指標のう

ち６指標が達成見込みとなっています。 

一方で、基本方針１の「一人ひとりが地球にやさしい行動に取り組むまち」については、目標

達成度が低く、地球温暖化対策、循環型社会の形成に関する取組については更なる強化が必要で

す。また、基本方針 6 の環境保全活動に係る人材の高齢化や担い手不足もあり、今後の環境保

全活動の担い手となる人材育成が大きな課題です。 

なお、個別施策の詳細については、資料編に記載します。 

 

表１ 前計画における成果と課題のポイント 

 

基本方針と成果・課題のまとめ 

達成見込 
指標数 

Ａ Ｂ Ｃ 

1 一人ひとりが地球にやさしい行動に取り組むまち 

［成果］一人１日あたりのごみ排出量は目標達成の見込みである。 

［課題］温室効果ガス排出量の削減、廃棄物の資源化率の向上が必要である。 

1 3 － 

２ 市民の健康を守り、すがすがしく暮らせるまち 

［成果］公害苦情解決率を除き、目標達成の見込みである。 

［課題］環境基準未達成項目の改善や、更なる河川水質向上のための指導及び啓発、公害苦

情解決率の増加などが課題である。 

6 1 － 

３ 快適で安らぎのある住みよいまち 

［成果］市民 1 人当たりの都市公園面積や自転車に係る取組は目標達成の見込みである。 

［課題］清掃・緑化活動の担い手確保、自主防災組織の強化、住工の調和が課題である。 

5 4 1 

４ 身近な自然を大切にし、育て、ふれあえるまち 

［成果］「自然とふれ合える場の創出」は施設の利用者数が目標を達成する見込みである。 

［課題］多くの市民が自然環境に興味を持ち、イベントに参加するための啓発・広報が必要

である。 

1 1 － 

５ 個性豊かな文化とふれあいのあるまち 

［成果］文化財の保全等に関する市民ボランティアの登録者数は目標に近い水準である。 

［課題］文化財とその周辺環境の整備、市民の文化芸術活動の活性化が課題である。 

－ 2 1 

６ 市民・事業者による環境保全活動が活発なまち 

［成果］「環境保全行動を実施している市民の割合」は、８割を超えてはいる。 

［課題］活動の担い手不足、地域や事業者向けの支援の強化が必要。 

－ 1 － 

合計 13 12 2 

※達成見込み指標の実績値は一部を除き平成 30 年（2018 年）度の値を用いている。 

※達成見込み＞Ａ：達成できる見込み、Ｂ：達成できないため取組強化が必要、C：指標の再検討が必要 
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第３章 望ましい環境像と基本方針 

3-1 望ましい環境像 

市民、事業者をはじめ多様な主体が連携し、望ましい環境像の実現に向けて取り組むことで、

八尾市の環境・経済・社会の統合的発展を達成し、持続可能な都市づくりを進めます。 

現状の八尾市から、望ましい環境像に移行するイメージを下図に示しました。 

目標年度である2028年に向け、ＳＤＧｓの達成や地域循環共生圏の実現といった視点を持っ

て個々の施策等に取り組みます。また、同時に、豊かな里山、製造業の集積、頑張る人々の繋が

りといった本市の地域特性をより一層高めるように施策を検討し、推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自然と共生した快適な環境をみんなでつくり 

未来へつなぐまち、やお（案） 

＜ 経 済 ＞ 
・府内有数の製造業の集積と、それを生

かした、新たな産業の展開 
・地域のエネルギー資源は乏しい 

＜ 社 会 ＞ 

・河内の中心として続く歴史と文化 
・人のつながりが密で、新たな躍動を応

援・支援する基盤が手厚い 

 ＜ 環 境 ＞ 

・高安地区の里山に生物多様性が維持されている 

・活動の担い手と専門家との連携が進む 

・産業の集積を環境に生かせる 

・新たな環境ビジネスに取り組む企業が

続出する 

・大都市周辺の産業集積を生かした環境

関連産業の立地が増加 

・IOT 活用による省力化が進む 

・環境経営が普及・浸透している 

・太陽光や自然再生エネルギー等の活用

が進む 

現  状 

望ましい環境像（2028） 

・活発な地域清掃活動で、きれいなまち 

・生物多様性が保たれ、自然体験・農業・エネルギー

など多様な活用が進む 

・脱炭素社会への道筋が見え、八尾市全体がその目標

に向かって進んでいる 

・市内の川がきれいで、親しみを持てるようになる 

・新しいことを始めようとする人、頑張る

人を応援するまち 

・密接かつ多様なコミュニティを基盤に、

災害時にも「安心」「安全」を提供でき

るまち 

・地域の豊かな歴史と文化が市民に根付

き、誇りに思われているまち 

八尾市の「環境・経済・社会」の

ポテンシャル 

環境 

経済 社会 
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3-2 基本方針 

 望ましい環境像を実現するために、市民や事業者とのパートナーシップをさらに充実するとと

もに、地球温暖化対策などの側面に重点を置き、６つの基本方針を設定します。 

本計画では、６に分類された基本方針ごとに主たる計画の対象を以下のとおり位置づけていま

す。なお、基本方針１では主として、「地球環境：地球温暖化、エネルギー、交通など」を計画

の対象としていますが、他の基本方針においても、地球温暖化対策につながる取組が含まれるこ

ともあります。 

 

基本方針Ⅰ［地球環境］ひとりひとりが地球温暖化対策に取り組んでいるまち 

省エネルギーの推進と効率的な利用の促進、再生可能エネルギーの導入と普及促進等の緩和

策、自然災害や気候変動に応じたまちづくり・くらしの推進など気候変動への適応策などを推

進していくことにより、脱炭素社会を実現し、地球環境への負荷が少ないまちを目指します。 

 

基本方針Ⅱ［資源循環］資源が循環する豊かなまち 

ごみの発生抑制とリユースの促進、分別・リサイクルの促進、環境負荷の小さいごみ処理な

どの取組を推進していくことにより、持続可能な循環型社会を形成し、環境にやさしいまちを

目指します。 

 

基本方針Ⅲ［生活環境］生活環境を守り、安全・安心に暮らせるまち 

公害の防止及び環境への負荷の低減に向けた取組を推進していくことにより、快適な生活環

境が確保され、誰もが安全で安心して暮らすことができるまちを目指します。 

 

基本方針Ⅳ［自然環境］生物多様性の保全と活用を進め、身近な自然と共生するまち 

生物多様性の保全と向上、里山と農地の保全・活用の促進、都市緑化と緑地保全などを推進

していくことにより、多様な生き物が暮らす本市の豊かな自然を保全し、将来に引き継ぐとと

もに、人と自然が共生するまちを目指します。 

 

基本方針Ⅴ［都市環境］快適で個性豊かな住みよいまち 

歴史・文化遺産の保存・活用、景観の保全・創出などの取組を推進していくことにより、自

然・歴史・文化を守り引き継ぎながら、都市との調和を図り、美しく多様な八尾の景観を守り

育むまちを目指します。 

 

基本方針Ⅵ［環境活動］市民・事業者による環境保全活動が活発なまち 

環境教育・環境学習の推進、市民・事業者・教育機関との協働の取組などを推進していくこ

とにより、子どもから大人までの一人ひとりが高い環境意識を持ち、全ての主体が環境保全活

動に参加し、将来の世代に豊かな環境を守り引き継ぐまちを目指します。 
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3-3 環境指標目標値 

本計画の実行性を確保し、着実な推進を図るためには、評価指標を設定し取組状況を定期的に

把握したうえで評価を行い、適切な見直しを継続的に行っていくことが重要です。 

基本方針ごとの環境指標を下記のとおり設定します。環境指標については、環境像の実現に向

けて実施する施策や取組の動向を検証するため、毎年度把握します。 

 

表２ 環境指標目標値（案） 

 

 
 

基本方針・目標項目 
実績値 

(H30年(2018年)度) 

目標値 

(R10年(2028年)度) 

基本方針Ⅰ［地球環境］ひとりひとりが地球温暖化対策に取り組んでいるまち 

 市域の温室効果ガス排出量 146万t-CO2（H28）  

 市役所の温室効果ガス排出量 27,452t-CO2  

基本方針Ⅱ［資源循環］資源が循環する豊かなまち 

 ごみ総排出量 703g/人･日  

 ごみのリサイクル率 14.7％  

基本方針Ⅲ［生活環境］生活環境を守り、安全・安心に暮らせるまち 

 環境目標値適合率 

 ・大気（八尾市保健所局の環境

基準達成率（NO2）） 

 ・水質（恩智川におけるＢＯＤ、

ＳＳの環境目標値適合率） 

 ・騒音（一般地域の環境基準達

成率） 

 

・大気 100％ 

・水質 

BOD ３mg/ｌ（目標値 3）  

SS 12ｍｇ/ｌ（目標値 10） 

・騒音 100％ 

 

 公害苦情件解決率 86％  

基本方針Ⅳ［自然環境］生物多様性の保全と活用を進め、身近な自然と共生するまち 

 保護池におけるニッポンバラタ

ナゴの推定個体数 
約10,000尾（R1）  

 農用地利用計画の作成件数 17件  

基本方針Ⅴ［都市環境］快適で個性豊かな住みよいまち 

 都市計画道路の整備率 55.2％(R1)  

 市民一人当たりの都市公園面積 

＜ 関係課と調整中 ＞ 
2.79m2  

 放置自転車の移動保管台数 4,364台  

 地域一斉清掃の収集依頼件数 937件  

基本方針Ⅵ［環境活動］市民・事業者による環境保全活動が活発なまち 

 環境マネジメントシステム認証

取得事業所数 
89事業所（R２）  

 市民環境講座の参加者数 75人  
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第４章 環境施策 

4-1 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 施  策 

基本方針Ⅰ［地球環境］ 

◆ひとりひとりが地球温暖化

対策に取り組んでいるまち 

１．脱炭素型の生活・事業活動の推進 

２．気候変動への適応の推進 

基本方針Ⅱ［資源循環］ 

◆資源が循環する豊かなまち 

３．ごみの減量・再使用の推進 

４．資源が循環する仕組みの充実 

５．適正なごみ処理の維持 

基本方針Ⅲ［生活環境］ 

◆生活環境を守り、安全・安心

に暮らせるまち 

６．きれいな空気、水及び騒音・振動が少ない環境の保全 

７．その他の生活環境の保全と創造 

基本方針Ⅳ［自然環境］ 

◆生物多様性の保全と活用を

進め、身近な自然と共生するま

ち 

８．生物多様性とその生息環境の保全 

９．自然とふれあえる場の創出 

10．里山の自然や都市近郊農地の活用 

基本方針Ⅴ［都市環境］ 

◆快適で個性豊かな 

住みよいまち 

11．快適な都市環境の確保 

12．清潔で美しいまちづくり 

13．歴史的・文化的環境の保全 

基本方針Ⅵ［環境活動］ 

◆市民・事業者による環境保全

活動が活発なまち 

14．環境を大切にする人づくりの推進 

15．市民・事業者の自主的な環境保全活動や環境経営の推進 

 

  

 

自然と共生した快適な環境をみんなでつくり、 

未来へつなぐまち、やお（案） 

望ましい環境像 

各基本方針、施策を実施し、２０２８年の

望ましい環境像をめざす。 



第４章 

環境施策 

16 

4-2 施策の展開 

 

基本方針Ⅰ［地球環境］ ひとりひとりが地球温暖化対策に取り組んでいるまち 

 

１ 脱炭素型の生活・事業活動の推進 

脱炭素型社会の構築に向け、脱炭素型生活様式、事業活動を推進します。また、再生可能エネ

ルギー、未利用エネルギーの拡充について検討し、市域におけるエネルギー自給に努めます。 

 

＜市の取組＞ 

個別施策・内容 具体的な取組 

脱炭素型ライフスタイル・ビジネススタイルの推進 

 市民・事業者に対して脱炭素型ラ

イフスタイル・ビジネススタイル

に関する啓発活動を推進します。 

・COOL CHOICE 事業と連携して、イベントやキ

ャンペーンなどで市民に対して脱炭素型ライフス

タイルに関する啓発活動を行います。 

・事業者に対して、環境マネジメントシステム導入

を推進します。 

 脱炭素型ライフスタイル・ビジネ

ススタイルを実施している市民・

事業者を支援します。 

・広報媒体等を通じて脱炭素型ライフスタイル・ビ

ジネススタイルを実施している市民、事業者を支

援します。 

再生可能エネルギー・未利用エネルギーの利用の拡大 

 市内でまだ利用されていない再生

可能エネルギー・未利用エネルギ

ーの利用の拡充について検討しま

す。 

・公共施設などにおいて太陽光発電などの再生可能

エネルギー、未利用エネルギーの利用の拡充につ

いて検討します。 

・市民や事業者の再生可能エネルギー導入を推進し

ます。 

・雨水の有効利用への意識啓発や情報の提供を行い

ます。 

省エネルギー機器・設備の普及 

 建築物の省エネルギー化を推進し

ます。 

・長期優良住宅建築等計画、低炭素建築物新築等計

画の認定事務、既存住宅での省エネ改修を推進し

ます。 

 公共施設での省エネルギー化を推

進します。 

・ESCO 事業2を活用した公共施設の省エネルギー

化を推進します。 

自動車利用の抑制 

 自動車利用抑制に向けた、市民・

事業者への意識啓発を推進しま

す。 

公共交通機関の利用を促進しま

す。 

・自動車の利用をできたるだけ控え、公共交通機関

や自転車の利用、歩行運動を推進します。 

・地域の交通利便性向上に向けた取組を進めます。 

 自動車による環境負荷を抑制しま

す。 

・エコドライブの推進、エコカーの普及促進に努め

ます。 

・公共交通の整備を推進します。 

＜市民・事業者の取組＞ 

                                                      
2 ESCO 事業は、省エネルギー改修にかかる全ての経費を光熱水費の削減分で賄う事業です。ESCO 事業者

は、省エネルギー診断、設計・施工、運転・維持管理、資金調達などにかかる全てのサービスを提供します。 
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市民の取組 事業者の取組 

・太陽光発電設備の導入、住宅の ZEH 化、

省エネ機器への買換え、エコカーの導入な

どの脱炭素型ライフスタイルを実施しまし

ょう。 

・イベントやキャンペーンに参加すること

で、家庭での意識向上に努めましょう。 

・マイカーの利用を控え、できるだけ公共交

通機関を利用しましょう。 

・敷地内に雨水タンクを設置するなど、雨水

の有効利用を心がけましょう。 

・太陽光発電設備などの再生可能エネルギー

の利用や省エネ設備の導入、事業所の ZEB

化、エコカーの導入などの脱炭素型ビジネ

ススタイルを実施しましょう。 

・環境マネジメントシステムの導入に努めま

しょう。 

・環境関連技術開発の向上のための研修会や 

交流会を開催しましょう。 

・敷地内に雨水タンクを設置するなど、雨水

の有効利用を心がけましょう。 

 

２ 気候変動への適応の推進 

気候変動の影響による被害を防止・軽減するため、各主体の役割や、関連する施策に適応を組

み込むことで、適応策を推進します。 

 

＜市の取組＞ 

個別施策・内容 具体的な取組 

適応策についての情報提供・意識啓発 

 気候変動や適応についての情報提供

や意識啓発に取り組みます。 

・気候変動とその適応についての情報提供や意識

啓発を進めることにより、適応に関する意識の

向上と気候変動に備えた行動を促します。 

個別の適応策の推進 

 防災、農業、健康、自然生態系な

ど、本市で課題になると見込まれる

分野について、適応策を検討し、推

進します。 

・気候変動に起因する集中豪雨等による氾濫被害

等を防ぐため、被害予測やその適応策の実施に

取り組みます。 

・熱中症等について、空調の活用や体調把握など

の予防に関する情報を広く提供し、意識の醸成

を図ります。また、クールスポットの設置を推

進します。 

・感染症に備え、医療体制や情報収集体制の整備

に取り組みます。 

・気候変動による生態系への影響の把握に努めま

す。 

 

＜市民・事業者の取組＞ 

市民の取組 事業者の取組 

・気候変動に伴い、今後増加すると見込まれ

る自然災害に備えるため、家庭内での災害

備蓄や、災害時の行動訓練の実施など、防

災に関する準備を高めるよう努めましょ

う。 

・夏場の猛暑日が増えているため、熱中症対

策に気を付けましょう。 

・感染症に備えて、感染予防に努めましょ

う。 

・気候変動に伴い今後発生する自然災害に備

え、事業所施設の安全性について確認し、

必要な対策を進めましょう。 

・災害時に従業員等が適切な行動をとれるよ

う、定期的な訓練の実施や行動マニュアル

作成などの取組を進めましょう。 

・夏場の熱中症対策を進めましょう。 

・感染症に備えて、感染予防に努めましょ

う。 
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図９ COOL CHOICE に関する取組   

 

 

 

 

出典：環境省ホームページ 

 

図１０ 気候変動の緩和策・適応策 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   出典：気候変動適応情報プラットフォーム 

 

 

基本方針Ⅱ［資源循環］ 資源が循環する豊かなまち 

 

３ ごみの減量・再使用の推進 

八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）に基づき、環境負荷の少ない循環型社会づくりの推

進などを図ります。 

＜市の取組＞ 

施策・内容 具体的な取組 

廃棄物の発生・排出抑制 

 ごみの減量化や生ごみの再生

利用・排出抑制など、廃棄物

の発生・排出抑制の取組を推

進します。 

・ごみの減量化・発生抑制（リデュース）を推進するた

め、ごみ減量に関する意識啓発に努めます。 

・マイバック運動やレジ袋の削減など、容器包装の削減

などを推進します。 

 

食品ロスの削減 

 買い物や調理時の工夫によ

り、食品ロスの削減を進めま

す。 

・家庭から出る食品ロスを減らすため、食品ロスに関す

る意識啓発に努めます。 
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プラスチックの削減 

 プラスチック製品の散乱防止

等及び容器包装分別収集を促

進します。 

・「やおプラスチックごみゼロ宣言」（令和元年（2019

年）６月）を基軸に、プラスチックごみゼロを目指す

取組を推進します。 

・市のイベント等ではマイボトルの普及促進に努めま

す。 

再使用の促進 

 情報提供や再使用の仕組みづ

くりを支援し、再使用を促進

します。 

・リサイクルショップやフリーマーケットなど、リユー

スに関する情報提供を進めます。 

・リユースイベント等により、リユースを促進します。 

 

＜市民・事業者の取組＞ 

市民の取組 事業者の取組 

・日常生活においてごみや食品ロスを出さな

い工夫をしましょう。 

・不要品の再使用など、リユースの取組を進

めましょう。 

・詰め替え可能な商品や包装の少ない商品を

購入し、ごみの削減に努めましょう。 

・買い物にはマイバックを持参し、できる限

り簡易包装の商品を選びましょう。 

・ごみの発生抑制、減量を心がけ、過剰包装

の自粛、できる限りごみの出ない商品づく

りなどに努めましょう。 

・リユースの取組に協力しましょう。 

・食品ロス削減の取組に協力しましょう。 

 

図１１ やおプラスチックごみゼロ宣言 
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４ 資源が循環する仕組みの充実 

家庭や事業所から排出される資源のリサイクルを実践し、環境負荷の少ない循環型社会づくり

の推進などを図ります。 

 

＜市の取組＞ 

個別施策・内容 具体的な取組 

資源の再生利用の促進 

 分別排出の推進や集団回収の促

進など、リサイクルの促進を図

ります。 

・ごみの分け方・出し方ガイドブックなどによる啓発

を行い、ごみの分別収集を推進します。 

・資源化に関する意識啓発に努めます。 

・グリーン購入を推進します。 

・建設リサイクル法に基づく、建築工事における分別

解体を啓発・指導します。 

パートナーシップの構築 

 市民・事業者・他自治体との協

力体制を構築します。 

・ごみの減量やリサイクルを進めるため、市民、事業

者及び行政の相互理解と協力体制を構築します。 

・全国都市清掃会議や大阪府中部ブロック清掃協議会

等を活用し、他自治体との連携を強化します。 

 

＜市民・事業者の取組＞ 

市民の取組 事業者の取組 

・家庭において、ごみの分け方・出し方ガイ

ドブックなどを参考に、ごみの分別を徹底

しましょう。 

・生ごみ処理機などで、生ごみの堆肥化、有

効活用を進めましょう。 

・リサイクル商品を選んで購入するグリーン

購入に努めましょう。 

・地域において有価物集団回収などの取組を 

促進しましょう。 

・ごみの分別化を徹底し、資源の有効利用を

進めましょう。 

・リサイクル品の回収・資源化を進めましょ

う。 

・グリーン購入を推進しましょう。 

・事業活動で発生する生ごみの資源化を進め

ましょう。 

 

 

 

５ 適正なごみ処理の維持 

 環境負荷をできるだけ抑制したごみの適正処理を推進し、環境負荷の少ない循環型社会づくり

を推進します。 

 

＜市の取組＞ 

個別施策・内容 具体的な取組 

ごみの適正処理の推進 

 ごみの適正排出を推進します。 ＜ 関係課と調整中 ＞ 

ごみ処理施設の整備の推進 

 災害廃棄物の処理体制の整備を進めま

す。 
＜ 関係課と調整中 ＞ 
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 最終処分量の削減を図り、最終処分場

の安定的な確保を図ります。 
＜ 関係課と調整中 ＞ 

不法投棄の防止 

 不法投棄防止のための監視、啓発を行

います。 
＜ 関係課と調整中 ＞ 

 

＜市民・事業者の取組＞ 

市民の取組 事業者の取組 

・分別排出ルールを守り、適正排出に努めま

しょう。 

・事業系ごみは許可業者に収集を依頼し、適

正排出に努めましょう。 

・古紙や飲料容器などの資源物は、資源化す

るよう努めましょう。 

 

 

基本方針Ⅲ［生活環境］ 生活環境を守り、安全・安心に暮らせるまち 

 

６ きれいな空気、水及び騒音・振動が少ない環境の保全 

大気汚染、水質汚濁、騒音・振動等の防止など、良好な生活環境の保全に関する取組を推進し

ます。 

 

＜市の取組＞ 

個別施策・内容 具体的な取組 

大気環境の保全 

 大気汚染についての監視調査

や発生源の規制等を行い、環

境汚染の未然防止に努めま

す。 

・大気汚染の監視調査を継続的に実施し、状況の把握及

び市民、事業者への情報提供に努めます。 

・工場、事業場に対して規制、啓発を行います。 

・エコドライブや低公害車の普及等の自動車公害対策を

推進します。 

水環境の保全 

 水質汚濁についての監視調査

や発生源の規制等を行い、環

境汚染の未然防止に努めま

す。 

・水質汚濁の監視調査を継続的に実施し、状況の把握及

び市民、事業者への情報提供に努めます。 

・工場、事業場に対して規制、啓発を行います。 

・下水道事業を推進し、下水道普及率及び下水道接続率

の向上を図ります。 

・生活排水対策についての啓発を行います。 

・浄化槽の適正利用についての指導、啓発を行います。 

騒音・振動の防止 

 騒音についての監視調査や、

騒音、振動に関する発生源の

規制等を行うことにより、こ

れらによる環境負荷の低減を

進めます。 

・一般環境や道路交通環境など、騒音に関する環境の監

視を実施し、状況の把握に努めるとともに、市民、事

業者への情報提供に努めます。 

・騒音、振動の低減に向けた規制や啓発を行います。 

・緑地帯の整備等、道路沿道環境の改善、周辺の住環境

に配慮した整備を進めます。 
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有害化学物質等による環境汚染の未然防止 

 有害化学物質等について大

気、水、土壌を対象に調査を

実施するとともに、工場等か

らの化学物質の排出状況の把

握に努めます。 

・ダイオキシン類などの有害化学物質についての監視を

行います。 

・関係機関と連携し、有害化学物質などに関する情報を

収集し、市民、事業者への情報提供に努めます。 

・アスベスト飛散防止についての指導を行います。 

・関係法令に基づき化学物質の排出状況の把握及び適切

な情報提供を行います。 

 

＜市民・事業者の取組＞ 

市民の取組 事業者の取組 

・自動車の運転に際しては、エコドライブを

実践しましょう。 

・低公害車の購入、使用に努めましょう。 

・光化学スモッグ、PM2.5 などの行政から

の注意喚起に関する情報収集を行い、状況

に応じた行動をとりましょう。 

・生活排水による水質の悪化などの低減に向

け、廃油対策を心がけるなど一人ひとりが

意識を持って行動しましょう。また、公共

下水道整備区域においては、早期に公共下

水道に接続しましょう。 

・浄化槽を使用等している場合、「保守点検」

「清掃」「定期検査」を行い、適正に管理し

ましょう。 

・化学物質についての正しい知識を身につけ

ましょう。 

・施設の適正な管理や公害防止設備の導入等

により、公害の防止及び環境への負荷の低

減に努めましょう。 

・自動車の運転に際しては、エコドライブを

実践しましょう。 

・低公害車の購入、使用に努めましょう。 

・公共下水道整備区域においては、早期に公

共下水道に接続しましょう。 

・油や着色水、土砂等の公共用水域への流出

防止に努めましょう。 

・浄化槽を使用等している場合、「保守点検」

「清掃」「定期検査」を行い、適正に管理し

ましょう。 

・関係法令に基づき化学物質の使用等を行政

に報告するとともに、適正使用や管理を徹

底しましょう。 

・使用等している化学物質の種類や講じてい

る管理手法等に関する情報を公開すること

により、周辺住民の理解を得られるよう取

り組みましょう。 

 

７ その他の生活環境の保全と創造 

土壌・地下水汚染、地盤沈下などの防止、その他の生活環境の保全と創造に関する取組を推進

します。 

 

＜市の取組＞ 

個別施策・内容 具体的な取組 

地盤環境の保全 

 土壌・地下水汚染を防止するため 

の規制、啓発等を推進します。ま 

た、工場、事業場等による地下水 

の過剰なくみ上げによる地盤沈下 

の防止に努めます。 

・公害関係法令に基づき、土壌、地下水汚染対策に

ついての指導や、土壌、地下水汚染に関する情報

提供を行います。 

・関係機関と連携し、地盤沈下の状況把握及び地下

水の適正な使用についての情報提供に努めます。 
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公害苦情処理対策 

 公害苦情発生の未然防止に努める

とともに、早期解決を図るため、

八尾市生活環境紛争処理制度の活

用を促進します。 

・公害関係法令や八尾市生活環境の保全と創造に関

する条例に基づき、騒音、振動、悪臭等による公

害苦情発生の未然防止のための規制、啓発を継続

して行います。 

・関係法令に基づく屋外燃焼行為の禁止や、禁止の

除外規定に当たる場合の周辺への配慮などについ

て、行為者への指導や啓発、市民への情報提供等

に努めます。 

・大阪府公害審査会、八尾市生活環境紛争処理委員

会等の活用による公害苦情等の早期解決を促進し

ます。 

環境の保全と創造に関する協定締結の推進 

 工場、事業場と公害防止や環境保

全に関する協定を締結することに

より、自主的な公害の未然防止及

び環境への負荷の低減、地域への

貢献を推進します。 

・環境の保全と創造に関する協定の締結を促進し、

締結事業場については環境保全や地域貢献に積極

的に取り組んでいる事業者として市民等への情報

発信を行っていきます。 

 

電波障害・日照阻害対策の推進 

 公共施設による発生の未然防止に

努めるとともに、民間建築物につ

いては指導要綱等に基づき指導等

を行います。 

・八尾市中高層建築物指導要綱に基づき、電波障

害・日照阻害の未然防止に向けた指導等を行いま

す。 

 

＜市民・事業者の取組＞ 

市民の取組 事業者の取組 

・地下水の適正利用・管理を心

がけましょう。 

・廃棄物は適正に処理し、やむ

を得ず、法令に基づく禁止の

除外対象となっている屋外燃

焼を行う場合は臭い、煙の発

生について、周辺の生活環境

に最大限配慮しましょう。 

・日常生活に起因する騒音、振

動、悪臭などの低減に向け、

一人ひとりが意識を持って行

動しましょう。 

・生活環境に係る紛争の解決た

め、公害紛争処理法に基づく

制度や八尾市生活環境紛争処

理制度を活用しましょう。 

・土壌・地下水汚染を未然に防止するため、有害物質は適

正に管理しましょう。 

・地下水の適正利用・管理を心がけましょう。 

・廃棄物は適正に処理し、やむを得ず、法令に基づく禁止

の除外対象となっている屋外燃焼を行う場合は臭い、煙

の発生について、周辺の生活環境に最大限配慮しましょ

う。 

・公害苦情発生の未然防止のため、事業活動に伴い発生す

る騒音、振動、粉じん、悪臭などの低減に努めましょ

う。 

・建設工事を行う際は、事前に工事の概要等について周辺

住民に説明を行うとともに、騒音、振動、粉じん等の発

生により周辺の生活環境を損なわないよう努めましょ

う。 

・公害等に係る紛争の解決ため、公害紛争処理法に基づく

制度や八尾市生活環境紛争処理制度を活用しましょう。 

・環境マネジメントシステムの導入や、本市との環境の保

全と創造に関する協定の締結等により、自主的な環境保

全の取り組みを推進しましょう。 

・中高層建築物の建築により近隣の住環境に障害を生じな

いように努めましょう。 
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基本方針Ⅳ［自然環境］ 生物多様性の保全と活用を進め、身近な自然と共生するまち 

 

８ 生物多様性とその生息環境の保全 

自然の恵みを将来にわたって享受できる自然共生社会を実現するため、多様な動植物が生息・

生育できる環境を保全し、生物多様性の保全を図ります。 

 

＜市の取組＞ 

個別施策・内容 具体的な取組 

貴重な生物多様性の保全 

 野外活動体験の普及促進や自然再生活

動の実施により、生物多様性の保全に

関する取組を推進します。 

・多様な生き物の生息空間の創出のため、生物

多様性の保全・再生に努めます。 

・野外活動体験の普及促進や自然再生活の実施

し、生物多様性とその保全について市民の意

識啓発に努めます。 

・大阪府などの関係機関と連携し、アライグマ

などの特定外来種対策を実施します。 

 貴重な野生生物の保護・保全を推進し

ます。 

・ニッポンバラタナゴ保護のため、生息環境の

ため池の保全や外来魚の侵入防止に努めま

す。 

・貴重な植物・動物を保護するため、生育・生

息環境の保全に努めます。 

生物多様性保全に係る推進体制の整備 

 市の体制や市民、事業者、NGO 等の

多様な主体との協働や連携の体制を整

備します。 

・市における庁内横断的な推進体制の検討。 

・中間支援組織と協働で、環境保全活動の支援

を推進します。 

 

＜市民・事業者の取組＞ 

市民の取組 事業者の取組 

・高安山やニッポンバラタナゴの生息するた

め池の保全など、生物多様性の保全活動に

積極的に参加・協力しましょう。 

・緑地や公園などの市街地の中にある身近な

自然を大切にしましょう。 

・保全活動や身近な自然を大切にすること

で、自然との共生を進めましょう。 

・地域の生物多様性の保全活動に積極的に協

力しましょう。 

・開発を行う場合は、自然環境に十分配慮し

た開発計画となるように保全対策を検討し

ましょう。 

 

 

９ 自然とふれあえる場の創出 

自然の恵みを将来にわたって享受できる自然共生社会を目指し、里山や水辺環境などの自然と

ふれあえる場の創出を図ります。 
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＜市の取組＞ 

個別施策・内容 具体的な取組 

里山の保全 

 市民・事業者・市の協働による里山の保

全を推進するなど、身近にふれあえる緑

の保全と創出を図るとともに、動植物の

生息・生育環境の確保に努めます。 

・人と自然とがふれあえる場・機会となる里

山の整備を推進します。 

・高安山での市民による里山保全活動を支援

します。 

水辺環境の保全 

 市民が身近に自然とふれあえる場として

親水性の高い水辺環境の創出や、生物の

生息環境の場としての水辺環境の整備な

ど、水辺環境の保全に関する取組を推進

します。 

・親水空間の確保や緑道の整備を行い、水と

緑のネットワークの整備を推進します。 

・親水性に配慮した河川の整備・改修・管理

を推進します。 

・水辺の生き物調査や河川に親しむイベント

の実施に努めます。 

 

＜市民・事業者の取組＞ 

市民の取組 事業者の取組 

・里山は市民全体の貴重な財産であるという

認識を持ちましょう。 

・里山管理などのボランティア活動に参加・

協力しましょう。 

・所有する里山や竹林の適正な維持管理に努

め、保全活動に積極的に協力しましょう。 

・水辺の生き物調査や河川に親しむイベント

に参加しましょう。 

・所有する里山や竹林の適正な維持管理に努

め、保全活動に積極的に協力しましょう。 

・里山管理などのボランティア活動に参加・

協力しましょう。 

 

 

１０ 里山の自然や都市近郊農地の活用 

高安山を中心に身近な自然の魅力を積極的に発信し、地域の自然環境を理解する機会を作ると

ともに、農地の保全や遊休農地の活用に努めます。 

 

＜市の取組＞ 

個別施策・内容 具体的な取組 

里山の活用 

 高安山を中心に身近な自然の魅力を積極的

に発信します。また、里山で自然にふれあう

体験・学習などを実施することで、地域の自

然環境を理解する機会を作ります。 

・NPO 等の市民団体や教育機関と連携して、

自然観察会等、体験・学習活動の開催を推進

します。 

農地の維持及び遊休農地の活用 

 農地の重要性の啓発や農業の振興など、農

地の維持や遊休農地の活用に関する取組を

推進します。 

＜ 関係課と調整中 ＞ 
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環境保全型農業の促進 

 地元農産物の消費促進や減農薬・有機栽培

の普及など、環境保全型農業の促進に関す

る取組を推進します。 

＜ 関係課と調整中 ＞ 

 

＜市民・事業者の取組＞ 

市民の取組 事業者の取組 

・里山の歴史や生物多様性に関心を持ち、環

境とふれあう機会を作りましょう。 

・農地が有する多面的機能に対する理解を深

め農地の重要性に関心を高めましょう。 

・イノシシなどによる農業被害の防止を地域

ぐるみで進めましょう。 

・地元で採れた農産物や加工品を積極的に購

入し、地産地消を進めましょう。 

・減農薬や有機栽培で作られた農作物などを

購入することにより、消費者として環境に

配慮した農業を応援しましょう。 

・農地バンク制度など農地の活用を目的とした

取組に参加しましょう。 

・地元消費者との交流を推進しましょう。 

・農業の振興に努めるとともに、農地などの田

園環境を保全しましょう。 

・環境への負荷低減に配慮した、減農薬・有機

栽培などの環境保全型農業を推進しましょ

う。 

・地元で採れた農産物や加工品を積極的に購

入し、地産地消を進めましょう。 

 

＜協働により推進する取組＞ 

ニッポンバラタナゴの保護と里山の活用 

① 中心となるテーマ：市民参加でもっと楽しむ八尾の自然 

② 取組の概要 

・東部山麓地域の自然を知り、親しむ 

・環境保全活動を活発にし、新しく人が来るようにする 

・貴重な自然環境、生物多様性を次世代へ伝える 

・高安地域の八尾里山でエコツーリズムの実施を進める 

③ 期待できる成果 

・八尾の自然を、みんなが知り、誇りに思うようになる 

・エコツーリズム等が広がり、東部山麓地帯が環境に加え、経済的にも重用になる 

・市内の環境保全活動が活発になる 

 

 

 

１１ 快適な都市環境の確保 

市内の各地域の特性を考慮しながら、市街地の中小河川や公園、緑地などの身近な水や緑を、

市民や事業者が日常的に親しめる空間として整備を図るとともに、市民や事業者による緑化を促

進します。また、市街地が平坦という特徴を生かし、自転車の利用しやすいまちづくりを進めま

す。 

 

基本方針Ⅴ［都市環境］ 快適で個性豊かな住みよいまち 
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＜市の取組＞ 

個別施策・内容 具体的な取組 

身近に親しめる緑の普及 

 市民が身近な緑を親しめるよう緑化を

推進します。 

・緑化推進地区の指定拡大、生垣設置奨励助成

制度、緑化樹の配布等の緑化支援事業を推進

し、民間施設の緑化を促進します。 

・一般住宅や工場等の緑化に関する情報提供や

意識啓発などにより、自発的な緑化を支援し

ます。 

・緑とふれあえる公園、緑地、街路樹の整備を

推進します。 

・公園・緑地の日常的な維持管理への市民参画

を促進します。 

・公共施設の緑化を推進します。 

住工混在の緩和 

 工場跡地の宅地化が進む中、住工混在

地域における今後の方向性について検

討を進めます。 

・住工混在地域における工場について現状把握

を行うとともに、今後のあり方について検討

します。 

・市民・事業者・行政の協働によるリスクコミ

ュニケーションを推進します。 

環境に配慮したまちづくりの推進 

 環境に配慮した開発事業への誘導を推

進します。 

・八尾市環境影響評価条例の適正な運用を図る

ことにより、環境に配慮した開発への誘導を

推進します。 

 高齢者や障がい者などに配慮したまち

づくりを推進します。 

・段差解消や誘導ブロックの整備、公共施設に

おけるエレベータの整備など、すべての人が

生活しやすいまち作りをすすめます。 

自転車の利用しやすいまちづくり 

 自転車を快適に利用できる仕組み作り ・学校や自治会との協力体制により、歩行者・

自転車の安全に関する意識啓発や講習会等を

実施します。 

・新たに整備される民間施設等を含め、自転車

駐輪場を整備するよう促します。 

・レンタサイクルやシェアサイクルなど、自転

車を利用しやすい環境整備について検討しま

す。 

・市内のサイクリングマップの作成、自転車店

との連携により、サイクリングしやすいまち

づくりについて検討します。 

・駅周辺における放置自転車の移動保管実施な

ど放置自転車対策を推進します。 

 事業所における自転車利用の促進 ・事業所と連携して、自転車通勤を促進しま

す。 

・事業者に対して、駐輪場の整備など、自転車

を利用しやすい環境づくりを啓発します。 
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＜市民・事業者の取組＞ 

市民の取組 事業者の取組 

・自家用車ではなく、自転車や徒歩を利用し

ます。 

・事業所のバリアフリー化に努めます。 

・公共交通や自転車による通勤を促進しま

す。 

 

 

１２ 清潔で美しいまちづくり 

まちの清潔さ、美しさを維持し、たばこの吸い殻やペットボトル等のポイ捨て防止対策を講じ

ながら、都市景観の向上にかかる取組を推進します。また、市民や事業者における美しいまちづ

くりについての意識、景観意識の高揚に努めます。 

 

＜市の取組＞ 

個別施策・内容 具体的な取組 

まちの美化の推進 

 まちの美化活動の主体である市民、事

業者、各種団体、関係行政機関と連携

して、環境美化に関する取組を推進し

ます。 

・クリーンキャンペーンやクリーンアップロー

ド作戦をはじめとする各種環境美化イベント

を実施することで、市民、地域、団体や事業

者などの環境美化意識の醸成と清掃活動や不

法屋外広告物の撤去等により、環境美化の保

全に努めます。 

・各種アドプト環境美化活動の事務局と連携

し、清掃・緑化活動を推進します。 

・ごみのポイ捨てやペットの糞や尿の放置をな

くすため、市民のマナー向上が図れるよう啓

発を推進します。 

・八尾市路上喫煙マナーの向上を市民とともに

推進する条例に基づき、路上喫煙マナーの向

上が図れるよう啓発を推進します。 

景観に配慮したまちなみ保全 

 市民、事業者の景観意識の高揚を図

り、良好な都市景観を形成します。 

・美化運動等の推進に関し、活動団体へ適切な

助言等を行います。 

・都市景観形成のため、地域等の意識醸成を図

り、良好な都市景観の形成のための取組を進め

ます。 

あき地・空家の適正管理の推進 

 あき地・空家の適正管理に関する取組

を推進します。 
＜ 関係課と調整中 ＞ 

 

＜市民・事業者の取組＞ 

市民の取組 事業者の取組 

・自治会や各種団体による美化活動に参加し

ましょう。 

・地域の環境美化活動に参加・協力しましょ

う。 
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・ごみのポイ捨てやペットの糞や尿の放置な

どは行わないようにしましょう。 

・所有地を適正に管理し、不法投棄の未然防

止に努めましょう。 

・所有する土地や家屋などについて、雑草の

繁茂など周辺の迷惑にならないように、適

正な維持管理に努めましょう。 

・所有地を適正に管理し、不法投棄の未然防

止に努めましょう。 

・所有する土地や家屋などについて、雑草の

繁茂など周辺の迷惑にならないように、適

正な維持管理に努めましょう。 

 

 

 

１３ 歴史的・文化的環境の保全 

貴重な歴史遺産である史跡や文化財とその周辺環境を保全・継承するとともに、身近な文化財

等の活用に努めます。また、八尾市の史跡や文化財等に関する情報を市民に提供することによっ

て、八尾市の歴史遺産の価値に対する理解や協力の向上を図ります。 

 

＜市の取組＞ 

個別施策・内容 具体的な取組 

歴史遺産の保護・継承 

 史跡・文化財の保全と活用 ＜ 関係課と調整中 ＞ 

 

＜市民・事業者の取組＞ 

市民の取組 事業者の取組 

・歴史・文化遺産の保存、活用、継承に協力

します。 

 

・地域の歴史や文化に配慮したまちづくりに

協力しましょう。 

・市内の遺跡や文化財などの調査、保全に協

力しましょう。 

 

 

基本方針Ⅵ［環境活動］ 市民・事業者による環境保全活動が活発なまち 

 

１４ 環境を大切にする人づくりの推進 

子どもから高齢者に至るまで環境に関心を持ち、環境問題について考え行動する人材の育成を

進めるため、学校や地域において環境教育に積極的に取り組むとともに、市民や事業者の環境教

育への支援を実施します。 

 

＜市の取組＞ 

個別施策・内容 具体的な取組 

環境教育・環境学習の推進、支援 

 小中学校、市民・事業者を対象とし

た環境教育・学習の推進 

・行政内部の職員の意識啓発を図るため、環境関

連研修を実施します。 

・市民や事業者が主催する環境関連講座や研修を

支援します。 

・事業者や教育機関と連携して、八尾市の特性を

活かすことができる環境教育を推進します。 
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環境教育・環境活動の拠点の整備と活用 

 既存の施設や東部山麓地域を教育の

場として整備・活用 

・自然豊かな東部山麓地域を、自然体験や環境教

育の場として活用していきます。 

・市民、市民団体、企業と協働で、環境に関する

講座などのイベントを開催します。 

環境情報の提供 

 市民の環境意識の高揚を図るため、

わかりやすい環境情報を提供しま

す。 

・インターネットや広報誌等の媒体を通じて環境

に関する情報の提供を推進します。 

 

＜市民・事業者の取組＞ 

市民の取組 事業者の取組 
・河川や森林など、身近にある自然環境への関

心を高めるとともに、自然とふれあえる場の
整備に参加・協力しましょう。 

・地域における環境教育・環境学習に参加・協
力しましょう。 

・自然観察会や自然体験活動などの催しに参
加し、自然環境保全の大切さを体験しましょ
う。 

・環境に関する講座やイベントなどに積極的
に参加しましょう。 

・家庭内で環境問題について話し合う機会を
つくるなど、子どもとともに環境の大切さを
学びましょう。 

・自然環境の保全のためのボランティア活動
に積極的に参加するとともに、市や市民が行
う保全活動に参加・協力しましょう。 

・所有する森林などを適正に維持管理しまし
ょう。 

・環境に関する研修会などへ参加しましょう。 

・環境教育・環境学習の場として、事業所施設
などを提供しましょう。 

・市民や子どもたちの環境教育・環境学習に協
力しましょう。 

・地域における環境教育・環境学習に参加・協
力しましょう。 

 

＜協働により推進する取組＞ 

学校と連携した環境教育の推進 

① 中心となるテーマ：「人」づくりとそのための仕組み作り 

② 取組の概要 

・今ある資源を活かし、将来を担う環境教育、環境活動を実践する人材を育成する 

・八尾から巣立った若者が、もう一度帰ってくるときのための環境整備を進める 

・八尾市の良いところをたくさん知ってもらう教育を進める 

③ 期待できる成果 

・将来の八尾の環境保全・創造を担う人材が育つ 

・八尾市に住みたい、住み続けたいと思う住民が増える 

・市内の環境保全活動が活発になる 

 

 

 

 

１５ 市民・事業者の自主的な環境保全活動や環境経営の推進 

地域コミュニティなどの活動グループづくりや指導者の育成を支援し、市民、事業者の環境保

全活動への参加を積極的に進めるとともに、環境ビジネスの促進を図ります。 
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＜市の取組＞ 

個別施策・内容 具体的な取組 

市民や事業者による環境保全活動の支援 

 市民や事業者による環境保全活動の

支援 

・市民や市民団体、事業者等が主体的に実施でき

るよう、環境保全活動を支援します。 

・環境に関する地域コミュニティの形成、活動グ

ループづくりを促進します。 

・環境に関する地域コミュニティの指導者を育成

します。 

・市民や事業者が、コミュニティ活動に積極的に

参加するための手法・仕組みづくりを検討しま

す。 

市民、事業者、行政が連携した環境保全活動の推進 

 市民や事業者の連携に係る支援 ・中間支援組織と協働し、環境団体間、他分野の

団体、事業者等との交流、ネットワークづくり

を推進します。 

・環境団体間、他分野の団体、事業者等との協働

を支援します。 

 市民団体等と連携した環境保全活動

の実施 

・市民団体や事業者と連携した環境保全活動を積

極的に実践します。 

・高安山の保全活動、地域の美化活動などについ

て、市民団体や事業者等と協働し、推進しま

す。 

環境の保全と創造に関する協定締結の推進 

 工場、事業場と公害防止や環境保全

に関する協定を締結することによ

り、自主的な公害の未然防止及び環

境への負荷の低減、地域への貢献を

推進します。 

・環境の保全と創造に関する協定の締結を促進

し、締結事業場については環境保全や地域貢献

に積極的に取り組んでいる事業者として市民等

への情報発信を行っていきます。 

環境経営・環境ビジネスの促進 

 事業者団体等と連携し、市内事業者

への環境マネジメントシステムの普

及など、環境経営の普及に取り組み

ます。 

・ＩＳＯ14001 や中小企業向けの環境マネジメ

ントシステムであるＫＥＳ等の取得を支援し、

事業者の自主的な環境管理を推進します。 

・事業者団体等と連携し、環境経営に関する情報

提供等を充実します。 

 環境ビジネスの発展を目指した取組

を推進・支援します。 

・エコプロダクツの製造や、技術・サービスの開

発等の推進、支援について検討します。 

・市内での環境ビジネスの需要創出、発展につい

て検討します。 

 

＜市民・事業者の取組＞ 

市民の取組 事業者の取組 

・市民・事業者・市の協働による取組に参加・

協力しましょう。 

・環境保全に関する催しや地域活動などに積

極的に参加しましょう。 

・団体などの活動状況や市内の環境に関する

・市民・事業者・市の協働による取組に参加・

協力しましょう。 

・環境保全に関する催しや地域活動などに積

極的に参加しましょう。 

・環境に関して、積極的に情報を発信しましょ



第４章 

環境施策 

32 

情報の収集・交換に努めましょう。 

・環境イベントなどに参加し、交流やネット

ワークづくりに努めましょう。 

う。 

・環境マネジメントシステムの導入や、本市と

の環境の保全と創造に関する協定の締結等

により、自主的な環境保全の取り組みを推進

しましょう。 

・環境イベントなどによる交流やネットワー

クづくりに協力しましょう。 

・環境ビジネスや環境経営など自主的な環境

にかかる取組に努めましょう。 
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第 5 章 計画の推進方法 

5-1 推進体制の整備 

計画を推進していくためには、市民・事業者・行政など多様な主体が連携し、それぞれの立場

から、自らの環境を自らで守るための役割分担をして進めていく必要があります。各主体が協働

して計画を推進していけるような体制づくりを進めます。 

 

（1）庁内体制 

市が取り組む環境関連施策・事業は、環境部局を中心に、庁内で一体的に推進していくため、

関係部局と連携し、総合的・横断的な調整を行い、計画的な推進を図るとともに、市が実施す

る施策を講じます。 

また、本市は平成18年（2006年）10月に「八尾市役所環境宣言」を制定し、市が行うすべ

ての事務事業における環境影響を低減するとともに、環境施策を積極的に推進していくという

方針を示しました。その後、平成19年（2007年）3月に、本庁舎と清掃庁舎では「KES・環

境マネジメントシステム・スタンダード ステップ2」の認証を取得しました。今後、より効率

的かつ効果的なシステムのあり方について検討し、推進していきます。 

 

（2）パートナーシップによる計画の推進 

本市では、市民・事業者・行政が連携・協働して、環境の保全と創造に向けて取り組むこと

を目的に、「環境アニメイティッドやお（環境パートナーシップ協議会）」を平成16年（2004

年）12月に設立しました。 

本計画の推進にあたっては、今後も環境アニメイティッドやおなどと協働し、これまでの実

績も活かしつつ、市民・事業者・行政が一体となって計画推進に取り組みます。 

 

 

図１２ 計画の推進体制 
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（3）八尾市環境審議会 

年次報告による各年度の取組状況の結果を受け、計画の進行管理にあたり、審議・評価等を

行います。 

 

（４）広域的な連携体制 

環境問題は市域を越えた広域的な取組を必要とするとともに、専門的・技術的な知識や新し

い情報が必要となります。したがって、国や府、周辺市町などの関係機関や、大学などの研究

機関との連携を図りながら、計画の推進に努めます。 

 

 

5-2 計画の進行管理 

（１）進行管理の基本的な考え方 

本計画の推進にあたり、計画の進捗状況を点検・評価し、その効果を評価する中で、適切な

見直しを行っていく必要があります。 

そこで、本計画の進行は、環境マネジメントシステムの基本的なPDCAサイクル「計画（Plan）

→実行（Do）→点検・評価（Check）→改善・見直し（Action）」に則った形で管理します。 

 

（２）進捗状況の把握と公表 

施策の進捗状況を把握し、計画の進行状況を点検・評価・公表します。その際は、目標の進

捗状況の評価に加え、施策の進捗なども対象とし、定量的な評価とともに定性的な評価につい

ても実施します。さらに、市民、市民団体及び事業者などが行った環境活動の状況を踏まえる

とともに、環境に関する市民や事業者の意識の変化や社会情勢の変化など、本市の環境を取り

巻く状況を踏まえた反映に努めます。 

 

（３）計画の見直し 

本計画の計画期間は、令和３年（2021年）度から令和10年（2028年）度の8年間です。

令和10年(2028年)度を目標年次とし、計画の最終年度を目処に見直しを行います。 

 


