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１．みんなで創る『だいとうの環境』 

指標 平成２６年度（策定時） 平成２９年度実績 目標 

環境基準達成状況（大気） Ｈ26 年度：75％ H29 年度：75％ Ｈ37 年度：100％ 

環境基準達成状況（水質） Ｈ26 年度：100％ H29 年度：100％ Ｈ37 年度：100％ 

環境基準達成状況（騒音） Ｈ26 年度：100％ H29 年度：93％（30 項目中 28 項目達成） Ｈ37 年度：100％ 

公害に関する苦情件数 H26 年度：69 件 H29 年度：75 件 Ｈ37 年度までに苦情件数の削減 

川ごみ清掃回数（1 年度間） H26 年度：未実施 H29 年度：12 回 H32 年度までに 15 回 

関連自治体との協議回数 

Ｈ26 年度参加協議会・回数 

北河内公害・環境行政研究協議会定例会：８回 

大阪府魚腸骨処理対策協議会：1 回 

東大阪ブロック・京阪奈北レジ袋削減推進会議：2 回 

Ｈ29 年度参加協議会・回数 

北河内公害・環境行政研究協議会定例会：8 回 

大阪府魚腸骨処理対策協議会：1 回 

東大阪ブロック・京阪奈北レジ袋削減推進会議：1 回 

大阪湾広域処理場整備促進協議会：1 回 

Ｈ37 年度までに参加協議会数を

増やす 

 

２．エコで未来につなぐ『だいとうの環境』 

指標 平成２６年度（策定時） 平成２９年度実績 目標 

マイバッグアンケート等協力者数 

（1 年度間） 

H26 年度：228 件 H29 年度：192 件 H32 年度までに 250 件 

環境家計簿提出者数（1 年度間） H26 年度：０件 H29 年度：0 件 H37 年度までに 50 件 

グリーン調達総数及び率 

（グリーン調達方針） 

H26 年度：19,260 件（99%） H29 年度：4,888 件（96％） 総数の削減 

毎年度グリーン調達率 100% 

コミュニティバス利用者数 

H26 年度：南新田・朋来ルート（41,381 人） 

三箇ルート（86,930 人） 

西部ルート（29,642 人） 

H29 年度：南新田・朋来ルート（47,143 人） 

三箇ルート（89,281 人） 

西部ルート（34,075 人）    

H37 年度までに利用者を増やす 

交通安全教室（自転車に関する啓

発を実施したもの）実施回数 

Ｈ26 年度；16 回 H29 年度：１２回     Ｈ37 年度までに開催回数を増や

す 

公用車へのエコカー導入数 H26 年度：0 台 H29 年度：０台 H30 年度までに 2 台以上 
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(第 3 期地球温暖化対策実行計画） 

公共施設への再生可能エネルギー

システム導入数及び設備容量 

（第 3 期地球温暖化対策実行計

画） 

H26 年度まで：8 施設（210kW） H29 年度：0 施設 平成 30 年度までに合計 320 

kW 

ダンボールコンポスト教室実施回

数及び参加者数 

H26 年度：2 回（13 名） H29 年度：2 回（14 名） 毎年度参加者を増やし、継続者の

増加を目指す 

ごみの最終処分量 

（第四期一般廃棄物処理基本計

画） 

H26 年度：6,536ｔ H29 年度：5,396ｔ H32 年度に 5,500ｔ 

ごみの資源化率 

（第四期一般廃棄物処理基本計

画） 

H26 年度：19％ H29 年度：18％ H32 年度に 28％ 

集団回収登録団体数 H26 年度：120 団体 H29 年度：124 団体 毎年度参加団体を増やす 

資源（ペットボトル、紙パックな

ど）回収箇所（店頭のみ）数 

H26 年度：ペットボトル 12 箇所 

      紙パック 12 箇所 

H29 年度：ペットボトル 11 箇所 

      紙パック 11 箇所 

Ｈ32 年度までに回収箇所を増や

す 

 

３．人と自然との“わ”となる『だいとうの環境』 

指標 平成２６年度（策定時） 平成２９年度実績 目標 

せせらぎの整備区間 

H25～26 度：大東第 6 水路（氷野地区）を整備 H29 年度： 大東第 7 水路（新田西町）の整備を一部

実施 

 

太子田第 1 水路（太子田 3 丁目・

南郷町地内）、大東第 6 水路（太

子田 1,2 丁目地内）、大東第 7

水路（新田本町,西町,中町,旭町地

内）の整備完了 

学校給食への地元産農作物の使用 
H26 年度：ジャガイモ（511kg） 

      玉ねぎ（232kg） 

H29 年度：ジャガイモ（７９０．４㎏） 

      玉ねぎ（２８０３．２㎏） 

Ｈ37 年度までに使用品目を増や

す 
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４．“地域力”が支える『だいとうの環境』 

 

指標 平成２６年度（策定時） 平成２９年度実績 目標 

環境イベント実施回数及び参加者

数 

H26 年度： 

だいとうクリーンウォーク＆環境フェア（約 4,000

人） 

※「大東市花と緑のまつり」と共催 

打ち水大作戦（約 100 人） 

こども環境教室（14 人） 

恩智川クリーン・リバープロジェクト（約 90 人） 

H29 年度 

だいとうクリーンウォーク＆環境フェア（約 4,000

人） 

※「大東市花と緑のまつり」と共催 

打ち水大作戦（約 100 人） 

こども環境教室（15 人） 

恩智川ｸﾘｰﾝ･ﾘﾊﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：天候不良により中止 

竹細工作り教室（11 人） 

 

Ｈ32 年度 

だいとうクリーンウォーク＆環

境フェア（約 4,500 人） 

※「大東市花と緑のまつり」と共

催 

打ち水大作戦（約 150 人） 

こども環境教室（30 人） 

恩智川クリーン・リバープロジェ

クト（約 120 人） 

開催イベントの拡充 

環境教室・出前講座実施回数及び

参加者数 

H26 年度： 

出前講座（4 回，120 人） 

こども環境教室（1 回） 

H29 年度 

出前講座（2 回，120 人） 

こども環境教室（1 回） 

大人向け環境教室（3 回） 

Ｈ32 年度までに開催講座の拡充 

公立小・中学校における環境保全

の取組件数 

Ｈ26 年度：３２件 

 

H29 年度：３５件 Ｈ32 年度までに取組を増やす 

 

こどもエコクラブ登録者数・団体 H26 年度：0 団体 H29 年度：２団体 Ｈ32 年度までに登録団体を作る 

大東シニア総合大学環境学部入学

者数及び卒業者数 

H26 年度：7 期生 

入学 10 人、卒業 8 人 

H29 年度：10 期生 

入学 10 人、卒業 10 人 

Ｈ32 年度まで、毎年度 15 名の

入学 

アドプトプログラムの登録団体数 H26 年度まで：44 団体 H29 年度：１団体追加 毎年度、登録団体を増やす 

大東市環境功労者表彰者数 H26 年度：1 団体 未実施 Ｈ37 年度までに延べ 10 団体 



 

 

 


