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令和元年度 第１回八尾市環境審議会温暖化対策部会 会議録 

 

○ 日  時  令和２年１月８日（水）午前９時35分～午前11時00分 

 

○ 場  所  八尾市立中小企業サポートセンター多目的室 

 

○ 出席委員  花田委員、鍋島委員、原委員 

 

○ オブザーバー  大阪府環境農林水産部エネルギー政策課 課長補佐 田村 友宣 

 

○ 事 務 局  環境保全課 岩井課長、鎌尾課長補佐、福井係長、岩木主査、 

菱井副主査、馬谷副主査 

 

○ 傍 聴 者  なし 

 

○ 当日次第 

１ 開会 

２ 審議・報告事項 

  （１）八尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定の流れ（案）について 

  （２）八尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定に係る方針（案）について 

（３）市域における現計画の進捗状況について 

（４）市民アンケートの追加実施について 

３ その他 

４ 閉会 

 

○配布資料 

 資 料 １：八尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定の流れ（案） 

資 料 ２：八尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定に係る方針（案） 

資 料 ３：市域における現計画の進捗状況 

資 料 ４：市民アンケートの追加実施について 

参考資料１：計画改定に係る・計画の見直しに当たり考慮すべき環境関連事項 

参考資料２：八尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の進捗状況の参考 
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○議事の概要及び発言の趣旨 

 

１ 開会 

 

 

２ 審議・報告事項 

（１）八尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定の流れ（案）について 

＜意見等＞ 

部会長   温暖化対策部会ということで、地球温暖化対策実行計画の区域施策編を

改定するという目的であると思うが、中で事務事業編のご報告があるとい

う説明であったが、事務事業編に関しては私たちが作るということではな

いのか。 

 

事務局   事務事業編に関しましても内容につきましてご助言などいただきたい。

というのも、区域施策編の中に事務事業編があるという位置づけとなって

いる。区域施策編における行政の役割が事務事業編となっておりますので、

ある程度平行しながらご審議を進めていただきたいと思う。 

 

 

（２）八尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定に係る方針（案）について 

＜事務局提案＞ 

本市の実行計画改定にあたり、大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の内

容と整合を図りながら進める必要がある。本日、大阪府エネルギー政策課職員にご出

席いただいているので、大阪府の計画についてご説明いただけるよう提案。 

本提案に対し部会長より承認された。 

＜意見等＞ 

部会長   緩和に関して、2050 年までに実質ゼロを目指す宣言のお話があった。年

頭にあたり滋賀県の三日月知事が実質ゼロを表明されたが、それは都道府

県の中で 12番目の宣言であるという話であった。つまり、既に４分の１く

らいの都道府県は表明しているという形になる。アメリカでは国を待たず、

国が行う前に地方や都市がどんどん進んでいく環境に関してはっきり打ち

出しているので、日本も国レベルの省庁の合意がなかなか得られない中、

地方の方が動いてくださいという環境省からのメッセージなのかと思って

今話を聞いていた。 

      適応に関しては、既に出てきている温暖化の被害・リスクをなるべく小

さくしようということがまず適応であるが、もう一つは適応ビジネスとい



3 

 

うことで温暖化に適応するためのビジネス展開が考えられる。つまり積極

的に先取りしていく形で経済的な効果が求められるところであると思うが、

八尾市さんは、特にそういう意味でこれを機に経済につなげやすい自治体

であると拝見しているので、適応に対してただただ受け止めて逃げるだけ

でなく積極的な取組が必要であると思う。   

 

委 員   脱炭素化というお話がありましたが、これも一つの大きな柱として出て

きているということで、今後非常に大事な戦略・施策になってくると思う。

特に自治体がリードしていくということに大きな意味があると思う。ただ

し、これから 30年間のうちに脱炭素化するということは、非常に大変な目

標である。今の世代だけでなく将来世代の利益を考えずしてこれを達成す

るのは非常に困難である、それくらいの目標であると思う。したがって、

様々な意思決定において、将来世代の利益を考慮できる社会の仕組をいか

に構築するか、そういったレベルの話だと思う。脱炭素化は今の施策の積

み上げではおそらく到達できない。そういう意味では、現世代の人が 2050

年のゴールを作って、現世代の視点でバックキャストするだけでは難しい

非常に大きな目標である。大きな社会転換に挑戦していくという課題だと

思うし、そこに向けて自治体の中でも先陣を切ってやっていくことは非常

に大きな意味がある。 

      私自身、複数の自治体の皆さんとともに「フューチャー・デザイン」と

いう枠組みの中で、将来世代の視点を現代の意思決定に取り組むための実

践を進めている。そういう動きがいろいろな自治体で広がってくると、日

本全体としても将来世代に資する持続可能な社会づくりの取組が大きなう

ねりとなってくると思うので、ぜひ自治体が主導、リードしながら脱炭素

化の動きも進んでいけばいいと思う。 

 

部会長   今の目標はやれることの積み上げで国も考えているが、それではとても

２℃までに気温上昇を抑えるという目標に届かない。しかも、今パリ協定

に基づき各国が出している目標を全部足してもとてもじゃないが２℃にと

どまらないと分かっているので、府も国もさらに厳しい目標を立てること

になると思う。そういう意味では、委員がおっしゃったように地域が現実

に向けて先駆けて取り組んでいくことの大切さがよくわかった。 

      フューチャー・デザインに関して、例えばこういう計画を作るときに、

若い方に将来どういう風になってほしいかということを考えてもらいなが

ら作っていくということをやっているところがあったと思うが、ご存知か。 
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委 員   若い人達が入って一緒に考えることは大事なことであると思うが、我々

が考えているフューチャー・デザインはさらにその先の、まだ生まれてい

ない将来世代の利益をいかに現代の意思決定に取り込むかという観点に着

目している。我々がやっている枠組みや実践では、若い方と年配の方も含

めて多様な世代の方が一緒に集まって討議し、意思決定をしていくという

ワークショップを行っているが、そのような討議を通じてまだ生まれてい

ない 2050年、2100年といった将来世代の利益をどのようにビジョンづくり

や意思決定に組み込むかというところが重要なポイントである。また、こ

のフューチャー・デザインの枠組みは教育分野にも応用が始まっており、

若い方、例えば高校生の授業とかそういったところでも活用されている。 

 

部会長   各主体がそれぞれやることは大切であると思うが、特に政策を打ってい

くことはすごく大切なことである。そういう意味では将来の社会の在り方

を進めていく上で、今やることが将来やるよりも安くて済むという話もあ

るように、将来被害が出てから云々するより今やるほうが良いということ

を考えると、八尾市さんが他の市町村があんまりやっていないようなやり

方でプッシュしてあげると大きく動くかもしれないと思う。 

      他市のことになり恐縮であるが、環境基本計画を作る際に高校生のワー

クショップを行ったところ、いろいろ意見が出たなかで、高校生は環境に

限らず広い視点を持っていることがわかった。やはり大人はどうしても環

境のワークショップというと環境のことを考えるが、そればかりではない

印象があった。八尾市さんもこの機にそういうことを考えていってもいい

のではと思う。少し若い方の意見を聞く、それによって若い方も自分が住

んでいるあるいは自分の高校がある八尾市というところをもう一回確認す

る良いきっかけになると思うし、それが郷土愛につながるかもしれないの

で、ワークショップのようなことを考えてもいいのではないかと思う。 

 

委 員   ネットゼロの話でご存知であれば教えてもらいたいのだが、東京都とか

大阪府さんが目標に掲げられたときに、東京都単独の自治体でやろうとし

ているのか、他の自治体と連携して、やりとりを含めてネットゼロを目指

そうとされているのか、そのあたり何か情報はあるのか。 

 

オブザーバー   東京都は 12 月 27 日にゼロエミッション東京戦略を策定し、そこに 2050

年実質ゼロに向けた具体的な内容が書かれている。東京都単独で実質ゼロ

を達成することは困難であり、区市町村と連携強化していくことも記載さ

れている。先ほど委員がおっしゃったようにネットゼロはかなりハードル
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が高く、いろいろな社会インフラも含めて、変わらないと達成できない。

そのため、様々な主体と連携して取り組んでいく必要があるというところ

である。 

 

委 員   県外とも連携があるのか？ 

 

オブザーバー   県外も含めてである。しかし、大阪府は府域外にそういう権限がないの

で、我々からすれば、今回私がこちらに来させてもらっているように、府

内の市町村にも実行計画を作る段階においては、府が目指しているところ

について、一定同じ方向を向いてもらえるようにお願いしたい。府で実行

計画が策定できたら、市町村に府の実行計画を参考にして、各市域で対策

を強化していただきたいというお願いをする場を設けて、府域の各市町村

の取組促進を図っていきたいと考えている。 

 

委 員   横浜市かどこかが福島県で太陽光発電というような県をまたいだような

やり方もあるのではと思う。 

 

オブザーバー   おっしゃるとおりである。府域で太陽光発電の導入促進を図っているが、

十分な量を確保できないので、府域外から再生可能エネルギーの購入を促

進することも今後はあり得るかもしれない。私が考えていることとしては、

電力排出係数を下げていくことが当面の目標になるのではないかと考えて

いる。ＲＥ100 ということで、各企業においても再生可能エネルギー100％

の電気に変えていくという流れがあるので、消費者が電気を選んで、ＣＯ2

を排出しない電源を選んで使っていくというような流れを作っていくこと

ができればよい。その中で、府域外にも送配電はつながっているので、府

域外の再生可能エネルギーを購入することになるかと思う。具体的にどの

ような施策を実施するかは、府の計画検討の中で先生方からご意見をいた

だきながら進めていくことになると思う。市町村や産業界の方々などあら

ゆる方々との連携をしていかないと達成は困難。八尾市においても住民の

ご協力がないとできないと思うし、八尾市の商工会の方々などのご協力も

必要になってくるかと思うので同じ状況だと思う。 

 

委 員   そういう意味では、再生可能エネルギーを大きな自治体が奪い合うみたい

な感じになるのでは。 

 

オブザーバー   あり得るかもしれない。 
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委 員   そうなることを考えると、それもチャンスと捉えて小さな自治体でも再生

可能エネルギーを供給することができるということも考えられる。 

 

部会長   温暖化の被害がかなり深刻になることは分かっているので、国の中で大阪

府、また大阪府の中で八尾市という位置づけがよくわかったかと思う。 

      （資料２の７ページ）⑷②の外部評価機能としての温暖化対策部会の設置

というのがあるが、今この部会は何？ 

 

事務局   温暖化対策部会である。 

 

部会長   設置というと？ 

 

事務局   設置というより、この中でまた実施・管理体制というものをチェックある

いは審議を深めていただくということであるので、設置という言葉は削除し

ていただきたい。 

 

部会長   計画の中でそういう位置づけになるということか。 

 

事務局   そのとおりである。既に設置されてあるのでそうである。 

 

 

（３）市域における現計画の進捗状況について 

＜意見等＞ 

委 員   エネルギー消費量の推移について市域全域ということなので、人口減少

などのことを考慮すると、一人当たりのエネルギー消費量は減っているこ

とになるのか。 

 

事務局   一人当たりのエネルギー消費量までは把握できていない。しかし、他の

自治体も同じ傾向があるかと思うが、人口は減少していても世帯数は増え

ている状況があり、推測ではあるが単身者世帯が増えるとエネルギー使用

における効率が悪くなるので、一人当たりのエネルギー消費量は増えてい

る可能性がある。 

 

委 員   エネルギー消費量全体は減少していても、一人当たりのエネルギー消費

量が増えているようであれば単純には喜べない。 
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部会長   再生可能エネルギーに転換した分がエネルギー消費量全体から減ったと

いうことになれば確実に CO2が減ったということになる。一方で、人が生活

する上で廃棄物とエネルギー消費量は最低限必要な量があるので、世帯数

が増えるということは、それだけ CO2が排出されるベースができてしまうこ

とになり、注意深く分析しないといけない。 

産業部門においても、例えば鉄鋼、非鉄、金属製品を製造する企業が八

尾市外に移転した場合、エネルギー消費量は減るが、八尾市内の経済も減

退することにもつながり、その点は良くないと考えるので、この状態でい

かにして CO2 排出量を減らしていくかということを考えていかなければな

らない。 

 

委 員   東日本大震災後に節電の動きがあったが、震災前後で住民の節電に対す

る意識や行動がどのように変化したのか、ある自治体を対象に大規模調査

したことがある。その中で分かったことは、これ以上に節電はできないと

いうところまで節電努力をしている世帯と、まだ節電の余地があると認識

をしているにもかかわらず節電をそこまで進められていない世帯との二極

化が起きている状況が浮かび上がった。このことは、まだ節電・省エネで

きると分かっていながらも、大きく進められていない家庭に対して、どう

節電や省エネ行動をとってもらうか、という観点からの政策デザインが重

要であることを意味している。温暖化対策、脱炭素戦略の文脈においても、

個々人の行動をどのように変えていくのか、その行動変容をどのような政

策でもって支えていくのか、という点が非常に大事になってくる。ただし、

先ほどの脱炭素の話に戻るが、例えば数％の温室効果ガス削減については

ちょっとした行動変容が効果をもつかもしれないが、脱炭素社会の構築と

いう大変な目標についてはそれだけでは達成できない。脱炭素化に向けて

の抜本的な社会システムの変革が必要である。その本質は、将来世代に向

けてどのように我々が行動するか、また将来世代の利益を取り込んだ意思

決定の仕組みをどのように構築するかが求められる点にある。将来世代は

声を挙げられないので、いかに将来世代のことを考えて意思決定し、行動

することができる社会の仕組みを作るか、ということが本質的に重要とな

る。 

  

部会長   先ほど、今対策をすれば安く済む話をしたが、なぜそれが難しいのかと

いうと、今払わなければいけないコストは見えるが、やらないことによる

コスト、つまり 2050年にどういう風になっているか、そこの人たちが享受

できる地球環境を私たちが変えてしまっていることになるが、そこをどう
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いうように現世代に見せるか、知ってもらうかということがとても難しい。

それができるのがおそらく政策であると思う。現世代においてはどうして

も市場原理で今の人たちのコストや内部コストなど現在発生するコストし

か考えないことが多いが、将来被ってしまう、あるいは発生してしまうコ

ストを今の世代に見せていくことが必要であり、それが政策である。 

      また先ほどの委員の話で、節電をやるグループとやらないグループがあ

って、やらないグループをどう動かすかが難しいというときに、真っ当な

やり方としては啓発することがあげられる。しかし、啓発は啓発した人に

納得してもらわないといけないが、それで納得してもらえない人には別の

やり方、例えば経済的メリットを伝えることや、人の行動を変える仕掛学

を応用することも効果があると考える。やるグループはすごくやってくれ

て、そのきっかけが震災かもしれないしいろんな事であると思うが、どう

してもやらないグループは絶対数いると思うので、その人たちを動かす方

法として、仕掛けも必要である。例えば、過去にロサンゼルスで大規模停

電があり、どのように省エネを呼びかけたら市民は動くのかということを

調査した際、『周囲の人はすでに省エネに取り組んでいる』ということを伝

えることが一番効果があったという事例もある。また東京都は夏に省エネ

を呼びかけるチラシを作成したときに、省エネの取組をしている家庭とそ

うでない家庭の光熱費を比較したりなど、行動科学に基づく情報が散りば

められている。省エネをやらないグループの人間を動かすためには、そう

いった工夫も必要ではないかと思う。 

 

オブザーバー   電力の数値の関係でお話ししたいことがある。大手電力会社が電力自由

化の影響で部門ごとの電力情報について提供いただけなくなった。このた

め、各市町村において市域の電力消費量を新電力会社も含めて、独自に照

会して把握いただいているが、大阪府で 43市町村分の電力消費量の把握が

できないか検討しているところである。また、発送電分離により、送配電

会社が各市町村に送配電した量を把握できるかもしれないので、その会社

から市町村分のデータ提供をしてもらえないかも検討している 

 

事務局   本市も大阪府にそのようにしていただけると助かる。恐らく今現在にお

いて、自治体ごとに温室効果ガスの排出量の算定の仕方は２つに分かれて

いると思う。一つは基礎自治体で算出するところ、もう一つは都道府県が

算出した温室効果ガス排出量を人口などの数で按分しているところがある

と思うが、今後そのような算出の仕方も考えていただけるという理解でよ

いか。 
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オブザーバー   市町村によって温室効果ガス排出量の算定方法は異なる。八尾市は独自

に調査して算出されていると思うが、他の市町村では、大阪府域の電力使

用量から人口で按分したり、産業部門においては製造品出荷額等の統計を

用いたりなど、様々な按分方法を用いて算出されている。ただし、例えば

電力でいうと府域の実績から人口で按分すると、市町村での頑張りによる

削減量が見えないことが問題になる。特に CO2 は電力の影響が大きいので、

算出するにあたりできれば按分ではない数字を持っていただきたいところ。 

 

事務局   大阪府が八尾市に送配電している電力量を出せるのではないかという話

であるが、本市が独自で調査している電力量と同じになるという理解でよ

いか。 

 

オブザーバー   送配電業者が電力量を提供してくれれば、独自に調査をしていただく必

要はなくなる。ただし、部門ごとに算出するためには何らかの係数を割り

振る必要があるかもしれない。また、どういう形で提供いただけるか、関

係者と調整中であるので、各市町村が取り組みやすいように、サポートで

きるよう検討したい。 

 

部会長   大阪府にそう言っていただくのはありがたい。温室効果ガス排出量の算

定は独自にやるのと按分して算出するという話があったが、実は全国で見

てもそのようになっている。国の値を都道府県に按分して、その値を基礎

自治体に按分すると、何が何だか分からなくなるし、自分たちの努力はど

こに行ったのかということになってしまう。以前は関西電力と大阪ガスに

聞けばよかったが、そうでなくなってきている中で新電力会社も数字を出

してくれる所と、出してくれない所があると聞いているので、少なくとも

大阪府がそういうようにやっていただけると、ワンランク実態に近い数字

になるので、ありがたいことかなと思う。 

      私たちがどうしようかと言っているベースの数字が、実はどうなのかと

いうところである。本当はそういったことも国がやるべきだと思っている。 

 

オブザーバー   国が作成した地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュア

ル（本編）に算定手法編があり、その中では温室効果ガス排出量の算出方

法については、統計であったりとか独自で調べたりなど、いくつかの手法

が示されており、手をかければかけるほど実態に近づいていくということ

が示されている。 
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部会長   実施マニュアルの 79ページにあるのが一つの例であるのか。進捗管理指

標であるが。 

 

オブザーバー   これは進捗管理の一つの数値であり、計画の達成状況を把握しているも

のである。 

 

委 員   エネルギー消費量のグラフにある都市ガスの消費量の単位がキロカロリ

ーであるが、メガジュールに変えたほうがよい。 

 

事務局   ご指摘いただいたとおり修正させていただく。 

 

 

（４）市民アンケートの追加実施について 

＜意見等＞ 

部会長   アンケート調査をした対象イベントの中で、こたつシェアはこたつに入

ってゲームをするのか。 

 

事務局   こたつに入りながら寄木のワークショップや環境カルタなどの遊びをし

ていただき、家族が一堂に集うことで団らんが深まり、またこたつを通じ

てウォームシェアしていただくことで CO2 排出抑制を啓発するイベントで

ある。 

 

部会長   必ずしも環境に関心のある方だけではなく、どちらかというと小さい子

どもがいらっしゃるご家族が多かったのか。 

 

事務局   その通りである。 

 

委 員   若い方が多かったということは、アンケートが割と取りにくいところを

対象に取ることができたという印象を受けた。アンケートの結果に期待す

る。 

 

 

３ その他 

事務局からの報告事項として、八尾市環境審議会及び温暖化対策部会の今後のス

ケジュールについて、次のとおり報告を行った。 

・第２回八尾市環境審議会は２月６日㈭午後１時 30分から 
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・第２回温暖化対策部会については、２月中旬から３月上旬で調整させていただく 

・年度内で第３回八尾市環境審議会の開催を予定している 

 

 ＜質疑＞ 

 部会長   第２回や第３回八尾市環境審議会において温暖化対策部会のことをご報

告したらよいのか。毎回の報告はいらいないのか。 

 

 事務局   第２回の環境審議会の内容として、「・八尾市地球温暖化対策実行計画の

見直しについて（報告）」という風に書いているので、本日ご審議いただい

た内容をご報告できればと考えている。 

 

 部会長   これは事務局より報告していただけるのか。 

 

 事務局   部会長とご相談の上、どのような形の報告がよいか決めさせていただき

たい。 

 

 

４ 閉会 


