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令和元年度 第２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２月28日（金）午後２時00分～午後３時50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 総括主査 石原 理恵 

 

○ 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  ２名 

 

○ 当日次第 

１ 開会 

２ 審議・報告事項 

  （１）現行計画における取組状況について 

     ア 区域施策編について 

     イ 事務事業編について 

  （２）二酸化炭素排出量の将来推計について 

（３）削減目標設定の考え方（案）について 

（４）追加市民アンケートの実施結果について 

３ その他 

４ 閉会 

 

○配付資料 

 資料１：現行計画の取組状況について（区域施策編・事務事業編） 

資料２：二酸化炭素排出量の将来推計について 

資料３：削減目標設定の考え方（案）について 

資料４：追加市民アンケートの実施結果について 
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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）現行計画における取組状況について 

  ア 区域施策編について 

  イ 事務事業編について 

＜意見等＞ 

部会長   八尾市では今エコカーはどれくらい導入が進んでいるのか。近距離にお

ける徒歩や自転車での移動、出張時の公共交通機関の利用はいいと思うが、

なるべく自転車で移動するということにすごく努力をしている反面、エコ

カーにすれば CO２の排出が少ないのではと思い、お聞きした次第である。 

 

事務局   現場に向かう際に全て自転車でということではない。例えばある部局に

おいては、環境マネジメントシステムの中で、自主的な取組として２km 以

内については自転車で行くといった取組がある。もちろん遠方については

車で移動をしている。エコカーには定義が色々あり、例えば再生可能エネル

ギーを含め電気だけを使う電気自動車や天然ガス自動車といった狭義のエ

コカーもあるが、低燃費かつ低排出ガス車も我々はエコカーと捉えている。

そのうえでエコカー台数をカウントすると、平成 30 年度末において 60 台

となっている。 

 

部会長   エコカーの内訳は分かるのか。 

 

事務局   電気自動車が４台、天然ガス自動車が３台、ハイブリッド車が４台、さき

ほど説明した低燃費かつ低排出ガス自動車が 49 台、合計 60 台となってい

る。 

 

部会長   最近では、燃料電池車もずいぶん安くなっていると聞いている。先週堺市

がイベントをするときに、その会場の外にたまたまミライが置いてあった。

「公用車で燃料電池車とはすごいですね」と申し上げたが、部長の方のお話

では大分金額が下がってきているようである。ホンダとトヨタが同時に燃

料電池車を導入したとき、大阪府が最初にバランスよく１台ずつ購入した

ということが、自治体としてはかなり先駆的であったと記憶している。当時
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は一つ桁が違っていて、リースであっても毎月かなりの金額があったと思

う。そのイメージからするともう大分下がっているという話であった。燃費

が良くて低排出ということも大切であると思うが、市の姿勢をアピールも

できるので、折角であれば電気自動車を導入されると良いかもしれないと

思う。 

 

委 員   いろいろな取組をされているとお見受けした。エコカーもそうであるが、

いろいろな設備を入れたり施策をされている。資料には具体的にどれくら

い導入されたかという数値は入っていないが、実際は恐らくその情報があ

ると思う。そうすると、省エネあるいは温室効果ガス削減にどれくらい貢献

したかについて、恐らく把握されているかと思うので、それぞれの施策がど

れくらい効果があったのか教えていただきたい。 

 

事務局   ご指摘のとおり実績の把握はしており、毎年度八尾市環境行動レポート

にてお示ししている。ただし、施策・取組の中には少し実績把握に馴染まな

いものもあるので、お示しがなかなか難しい部分もあるが、可能なものにつ

いては、このレポートにて公表をしている。 

 

部会長   目標年度が 2020年度の場合に、その目標年度に向けての進捗状況を公表

しているということか。 

 

事務局   目標も項目によるかと思う。例えば、公用車の導入という目標であれば、

非常に目標設定がやりやすいとは思うが、一方、啓発であれば、効果測定は

正直難しいところがある。出来る範囲で目標設定をしながら、効果測定をや

っているところである。 

       

委 員   温室効果ガスを下げていくという大きな目標がある中で、いわゆる断熱

の効率性をアップするとか、自然エネルギーのあたりは、ある程度定量的に

出せる部分もあると思う。そうするとどれぐらい施策の実施効果があって、

効果があるものはさらに進めていく、あるいは効果がなくても何か努力を

するものはないかといった全体的な戦略に関わる部分を考える上では、そ

ういう定量的な評価が難しく定性的な評価となっているところについては、

難しいところがあると思う。その辺り、最終的なマクロな目標に対してそれ

ぞれの個別の施策がどう紐づけられているかというところは、全体像の中

で把握していくことが大事なところである。そのような点を踏まえた上で

こういう施策を考えていかなければならないと認識している。その辺りの
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評価として、どのようなギャップがあって、目標に向かってどのように近づ

いていくか、効果的かどうか、その辺りの評価と共有が大事であると思う。 

 

 

（２）二酸化炭素排出量の将来推計について 

＜意見等＞ 

委 員   基本的には人口が減っていくということを反映した計算結果という理解

でよいのか。 

 

事務局   ご指摘のとおりである。 

 

委 員   特に今から対策を打たなくてもこれだけ減っていくということであるの

か。 

 

事務局   おっしゃるとおりである。先ほど少し説明させていただいたが、人口減少

に加え製造品出荷額、やはり製造業に係る活動量が少し下がってくること

から、製造に伴って発生する CO２排出量が減少していくことが見込まれるた

め、その辺りを加味しての推計である。 

 

オブザーバー   パターン①がそういうことだけを考慮された結果であるのか。 

 

事務局   パターン②も考慮している。 

 

オブザーバー   パターン②はパターン①にプラス製造品出荷額、人口と電力排出係数を

下げているので大幅に下がっているということであるのか。 

 

事務局   あくまでベースは製造品出荷額などであり、参考の数値は変えていない。 

違いとしては、パターン①は排出係数が現状のままであり、パターン②は国

も使用している 0.37kg-CO₂/kWhを適用したときにどの程度減少するのかを

推計して出したものである。 

 

委 員   八尾市が何か施策を打つかどうかに関係なく、国の施策に従ってこれが

実現されたらということであるのか。原子力発電が 20％で再生可能エネル

ギーが 20％という割合が達成されるとこれだけ排出原単位が下がってくる

ということであるのか。 
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事務局   その場合は、0.37kg-CO₂/kWh が実現するであろうと、国も地球温暖化対

策計画の中で示している。 

 

部会長   以前お伺いしたかもしれないが、部門別の二酸化炭素排出量の将来推計

結果を図２でお示しいただいているが、例えば国全体で見ると、それぞれの

割合は八尾市の割合と比較してどうであったか。産業部門が多かったのか。

国の割合は今どのようになっているのか。 

 

  事務局   国の地球温暖化対策計画の中で示しているのは、基準年である 2013年に

おける二酸化炭素排出量として、セグメント別で示している。そこでは、産

業部門は 33％、業務その他部門は 21％、家庭部門は 15％、運輸部門は 17％、

廃棄物分野が２％となっている。 

 

  部会長   八尾市では家庭部門が多くなっている。また業務部門が少なく、運輸部門

が多くなっている。そう考えると、運輸部門で手を打つといいのではないか

と考える。資料２の２ページ、将来推計の考え方で車種別の自動車保有台数

を活動量としとある。八尾市の場合、通過交通量が非常に多くなっていると

思うが、推計のやり方としてそれは考慮しないということか。 

 

  事務局   あくまでも自然減の部分のみを考慮しているので、今後国の計画や大阪

府の計画、あるいは市の計画の中で、移動手段として車から環境負荷の少な

い交通手段へのシフトというものを施策として取り込んでいくということ

が必要であると思われるので、この数字よりもさらに低減していく必要が

あると考えている。 

 

  部会長   例えば、交通事故の死亡者数でいくと、どこで事故が起きたかによってカ

ウントする都道府県が変わる、ということがある。八尾市はかなり交通量が

多い。だから、保有台数、ということであるが、八尾市と関係がある交通手

段であれば、八尾市の政策で少なくすることができるかもしれない。しかし、

通過分になると難しいだろうと思ったのでお聞きした。運輸部門において、

通過分いわゆる交通量による排出量はカウントしないのか。 

 

  事務局   実質的には部会長がご指摘のとおりであると思うが、それをカウントす

るとなると、まず交通量の把握として八尾市に流入してくる全ての車両に

ついて必要となってくる。また車両によっても CO２の排出量も異なると思う

ので、かなり難しいところかと思う。 
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  部会長   つまり、八尾市がカウントしている二酸化炭素排出量のこの運輸部門は

保有台数ということであるのか。 

 

  事務局   そのとおりである。 

 

  部会長   そうであれば、例えばエコカーにシフトしていただけるような施策を打

てば、ここに反映されるかもしれない。 

 

  委 員   資料２の２ページ、単位の確認であるが、農林水産業の従業者数は「人」

になっているが、2013 年度は 84 人に読めてしまう。「人」というのはどう

いう単位であるのか気になった。例えば、これが「100人」という単位であ

るのか。84 人というはちょっと少ないと思う。また、上の製造品出荷額の

単位も「万円」になっているが、2013 年度の基準でいくと、数えていくと

結構な数字になるので、間違いないか確認したい。記載の単位のままでいく

と、現状と少し違うのではないかと感じた。 

        もう一つは、今後の政策や計画を考えていく上で、BaUを確認していくこ

とは非常に大事であるが、先ほどの議論にもあったように、人口の自然減あ

るいは活動量の減というところがベースになっているので、普通にしてい

てもいろいろ社会的なあるいは技術的な革新が起きている。先ほどの話に

もあったように、車も燃費がいいものに自然的に変わっていく、あるいは少

し違う角度で言うと、最近情報技術についての大きな変化が起きている。例

えば、製造業で IOTなどが中小企業にどれだけ浸透するかわからないが、仮

に IOTが導入されると、人の労力にかかわらず、いろいろな物の生産性が上

がっていくことは重々考えられる。それは 10年、20年という単位でみると

結構変わってくる可能性はある。BaUの中でも、八尾市が特別対策を行わな

い、あるいは少し押してあげるくらいだけで変わってくると考えると、そう

いう側面も含めて分析していく方がいいと思う。それを踏まえて戦略を考

えていくという方法が１つあると思う。 

 

  事務局   環境省のサイト内に、部門別 CO２排出量の現況推計というページがあり、

その中に部門別の統計データとして従業員数があり、農林水産業の従業員

数として 84人となっている。 

 

  委 員   八尾市の状況を反映しているものではないということであるのか。 
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  事務局   環境省で持っている統計データを引用したものになっている。 

 

  委 員   そうすると、農林水産業の従業員数は 84人ということか。 

 

  事務局   そのとおりである。 

 

  委 員   国が推計した八尾市の人口ということであるのか。 

 

  事務局   自治体別でデータが出ていたので、そうである。 

        ご指摘のように、例えば農業については、専業でされている方と兼業でさ

れている方がいらっしゃるので、実数としてはもう少し多いとは思う。ただ

環境省が示しているデータではこのような数字になっており、委員ご指摘

のように、より精緻な分析を行っていくにあたっては、お配りの資料はあく

まで我々職員が参考となるような資料ということで作成しているものであ

るので、一旦参考としてご理解賜ればと思う。次年度においては、我々の方

で委託業者に支援業務として入っていただく予定にしており、この温暖化

の実行計画においてもサポートを得られる。専門的な知識が要求されると

ころであるので、そういったところに業者のサポートを得ながらより精緻

なデータを部会の中でお示しできればと考えている。 

        従業員数のところを見ると、八尾市における農林水産業については、林業、

水産業についてはほとんどいらっしゃらない。数えるほどの方という数値

が出ている。農業については、先ほど申し上げた捉え方でのカウントになる

かと思う。出荷額については、ご承知のとおり、東大阪市を含め八尾はもの

づくりのまちであり、大阪府下における出荷額については相当な額である

と思う。その額は、産業部門として出させていただいている数字の額である

と認識している。 

 

  委 員   そうすると、農林水産業は専業の方だけだとかなり少ないということか。 

 

部会長   細かいところは抜きにして、規模感で捉えると農林水産業従事者は数十

人であり、製造品出荷額は１兆円くらいあるということになる。 

 

事務局   幸い農業については、八尾市の場合、農協などによる道の駅のような施設

ができてきており、特産の枝豆や若ごぼうなどがよくそういった店舗にお

いて、生産者の写真付きで売られているのを見ていると、最近では専業でさ

れているような方々が相当数は見受けられる傾向にある。ただし、お米につ
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いては専業でされるのはなかなか厳しいと思われる。 

 

委 員   実態とズレがないか確認させていただいた。環境省からのデータを参考

にしているとのことで、規模感などが分かっていないところがあるが、もし

違っていれば計算にも影響してくるので、間違っていなければそれでよい。 

 

事務局   念のため、改めて精査させていただく。 

 

委 員   家庭部門についても次年度以降精査していく中で、断熱気密化が進んで

いった場合、原単位が下がる。つまり世帯当たりの消費エネルギー量が減っ

て CO２排出量も減っていく、ということが反映できるような計算式を入れて

もらえると、こういう施策で導入が進めば削減効果もある程度試算できる

と思うので、そのように活用できればよいと思う。 

 

事務局   ご指摘の省エネ住宅の普及については、どちらかというと原単位を下げ

ていく方向に働くと思うが、逆に、以前の審議会でも説明させていただいた

ように、単身者世帯が増えてきているのでエネルギーの消費効率が悪くな

る方向に働く。そのため、低減するファクターと増えていくファクターとを

加味しながら、どのように排出量を計算していくのかについて今後考えさ

せていただきたい。 

 

部会長   全国に比べて家庭部門と運輸部門が非常に大きいので、そこを減らして

いく政策が効果的ではないかと思う。 

 

事務局   他の自治体でも BaU やセグメント別の排出割合を算出しているが、都市

の形態によって排出量はかなり左右される。産業部門が全くないところは

排出の割合が著しく低い場合もある。我々のように中小企業が多ければそ

れなりにある。一方で、そこまで大きな大企業もないので、思ったよりはな

いという状態でもある。排出量については、都市の形態によって左右される

ものであると考えている。 

 

部会長   長期的には都市の形態も考えて計画を作っていく必要がある。 
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（３）削減目標設定の考え方（案）について 

＜意見等＞ 

部会長   2050 年度は長期目標になると思うが、80％以上の削減というのは国が出

していた数字で、2030 年度までに 2013 年度比で 26％以上削減も国で出し

ていた数字であったと思う。大阪府さんが 2050年には排出量実質ゼロとい

うようなことを打ち出していらっしゃるが、それについて何か教えていた

だけるか。 

 

オブザーバー   大阪府は 2050年度までに排出量実質ゼロを掲げるということにしており、

ぜひ府内市町村においても同じような目標を掲げていただいて、取り組ん

でいただけたらありがたい。 

 

部会長   資料の表面を見ていただくと、26％削減というのもかなり大変であると

思うところもあり、あっという間に 10年、20年経つので、2050年に実質ゼ

ロという目標が達成できるかどうか。80％削減もネット・ゼロもそうである

が、各事業所や各家庭それぞれの努力だけでは達成できないのではないか

と思っており、大きく都市の構造や在り方そのものを変えていかないと達

成が難しい数字であると思っている。そういう点でいうと、今ここに二つ目

標を書いているが、今回の温暖化対策部会としては、目標は中期と長期、二

つ出す必要があるのか。 

 

事務局   現行計画においても中期目標と長期目標の二つを目標として定めており、

先ほどご指摘いただいた国の地球温暖化対策計画においても、2030 年度ま

での目標と、長期目標として同様に 2050年度までに 80％減ということが示

されているので、我々も国の計画に沿ってこの数値をお示ししている。 

 

委 員   簡単な数字ではない。17年かかって 26％しか削減できていないのに、さ

らにあと 20年で…。 

 

委 員   本気でこれを考えているのかというところ。積み上げではないというこ

とですよね。 

  

事務局   おそらくこれは、小泉環境相が「ゼロカーボンシティ」と唱えている 2050

年までにゼロにするということは、ネット・ゼロであると思われる。こちら

でお示ししているのは、あくまでも削減量であって、同一には比較できない

ものと認識している。ただ、そうなれば、20％を吸収源として見込めるかと
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いうことにもなるので、そこは厳しいのでないかと考えている。 

 

オブザーバー   資料の記載内容の確認であるが、ここで書いておられるのは、「２．目標

設定の方法」を拝見すると、資料２におけるパターン①の考え方でいくとい

うことか。 

 

事務局   これはあくまでイメージとして捉えていただければと思う。その下に括

弧書きで書かせていただいているが、「電力排出係数については 2030 年度

までの間に再生可能エネルギーの更なる普及等により低下する可能性があ

り、より一層の温室効果ガス削減が見込める」としており、これは今、国の

方で考えているパターン②の方になる。したがって、あくまでもイメージで

お示しさせていただいているということをご理解いただいた上で、国・府・

市の削減がこの幅通り見込めたとすれば、パターン②ということになり、

26％以上削減できることになるので、こちらでは 26％だけではなく、26％

以上削減とし、もう少し上を目指していくということとして捉えていただ

ければと思う。 

 

オブザーバー   パターン①は電力排出係数が変わらないという想定になるのか。 

 

事務局   そのようなイメージとして考えていただきたい。 

 

オブザーバー   それではパターン①に立たれた上で 2030 年度までに 2013 年度比で 26％

以上削減を目標とされようとしているのか。 

 

事務局   口頭で説明させていただいた通り、その年度における排出量はその年度

の排出係数を用いるので、2030年度においては 2030年度の排出係数を用い

て 26％以上の削減を目指していくということである。 

 

委 員   ①＋②という見せ方に誤解があるのではないかと思う。ここの②という

のは自然に減っていく分ではなくて、排出原単位も減るということは、その

施策や対策によってそれが実現できるというようなイメージでここを書か

れているのではないかと思った。 

 

事務局   こちらには排出係数の減による効果というものは、このイメージ図の中

ではお示ししていない。 
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委 員   先ほどの①と②とは違うということか。 

 

事務局   違うことになる。①というのはあくまでも、自然減によるもの、現状趨勢

によって自然に減るものであり、②は国・府・市あるいは市民、事業者が自

主的に取組をしていく中で減っていくものを加算した上で目標設定してい

きたいというイメージ図である。ここで－6.7％と資料に記載しているが、

正直申し上げるとこちらは先ほどの議題２の中でご説明した通り、自然減

していき、恐らくは排出係数も減っていくので、もう少し上積みできると考

えている。 

 

オブザーバー   情報提供として申し上げる形になるが、「１．目標設定の考え方」のとこ

ろで、低炭素社会の実現に向けて、というように書いておられるが、パリ協

定に基づく成長戦略では脱炭素社会を掲げているが、今ここでは低炭素で

あるのか、国が脱炭素と言っている中で低炭素なのかというところの整理

が必要であるというところと、「４．削減目標の進捗管理方法」として、大

阪府でも悩ましく検討事項に上がっていることで恐縮であるが、指標の例

としてあがっているところの、再生可能エネルギーの導入状況の把握が、今

後 FIT以外の分も増えてくるというところで、把握が大変困難であるので、

どうしていくのかということが分かった上で指標に設定する必要がある。 

 

部会長   「低炭素」と「脱炭素」についてであるが、２年ぐらい前であるとこうい

った話が出てきたときに「脱炭素」はどうかと言ったところ、そこまで踏み

込めないといった自治体があったように記憶している。 

 

事務局   事務局としては、脱炭素と書きたい思いはある。ただ、国の方でもゼロカ

ーボンシティと提唱しているように、ネット・ゼロということであれば脱炭

素というように書いてもよいかと思うが、我々が現時点でお示ししている

のは 80％減ということであるので、脱炭素にはまだまだハードルがあると

思っている。 

 

オブザーバー   大阪府の方も 2050年までに実質ゼロを表明してはいるが、明らかな目標

とするのはどうなのかというところもあり、今は「目指すべき将来像」とい

うことでビジョン的な形で掲げているというところが実態である。ただ、こ

この書き方で言うと、2050 年までに実質ゼロを掲げていただきたいと思っ

ているが、大阪府だけでなく環境省も自治体に向けて働きかけていることも

あり、それでも 2050年度までに 80％削減という目標を持つとしても、その



12 

 

先には脱炭素社会の実現があるという考え方の中で、ここで脱炭素と掲げる

のもありなのではないか。目標設定ではなく、計画の中で切り分けながら掲

げることはできるのではないかと思う。 

 

事務局   計画であるので、一定の目標設定は必要だと思う。ただ他の自治体の例を

見ていると、目標期間を定めていながらその先まで見据えているというよ

うな表現を書いておられる自治体もある。今ご提案いただいたように、我々

としても将来的にそういう社会を目指していく、80％以上の目標も掲げて

いくといったニュアンスのことを書いていくことに差支えはないと考えて

いるので、その辺りも来年度改定計画を作っていく中で、考慮していきたく

考えている。 

 

委 員   大阪府ぐらいの範囲で見たときには、吸収源の森林を多く持っている自

治体も含まれるので可能なのかもしれないが、八尾市のレベルで見ていっ

たときには難しいのではないか。CO₂を取引するわけでもないし、森林がそ

れほど大きいわけでもないとなったときに、実質ゼロをどのように考える

かというところは悩ましいと思う。前回でも言ったように、横浜市が他の自

治体で減らした分を自分のところの削減分とする、それぐらいやらないと

多分無理ではないかと思う。 

 

オブザーバー   大阪府が 2050年までに実質ゼロを表明するにあたって、本当にできるの

かという話はもちろんでたが、おっしゃるように地域特性はある。あとはそ

の時になってくると、例えば清掃工場や発電施設でもカーボンを吸収してカ

ーボンリサイクルがどこまで進んでくるかということを含めて対策は色々

あると考えており、今は目指しているということ。ただ、大阪府全体で見て

も森林吸収量が少なく、次期計画から森林吸収量を算出することを考え、試

算しているところである。 

 

委 員   進捗管理は大阪府でも検討中であるか。 

 

オブザーバー   そうである。これまで得られていた統計が得られなくなってきたという

ことで、排出量算定方法の見直しについて今年度２回部会で議論いただい

て、また次年度の春に議論をいただき、長期的に見込める排出量算定方法を

見つけようとしているのとともに、次の計画では吸収量も見込んでいこう

と考えているところである。 
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委 員   削減というのは大変な目標を掲げて努力していくことであるが、世界的

な地球温暖化のことを考えると、社会全体の方向としては脱炭素社会をみ

んなで目指していくという大きな目標も世界的にできつつある。その中に

おいて、それぞれの都市に特徴があるので、その特徴の中でどういった取組

をしていくのかを考えていくことが大事になるだろうと思う。一方で例え

ば 2030年までの目標を見ても 26％以上削減というところで、国・府・市の

対策の中で市はどれぐらいのところ目指していくかということが問われる。

戦略・政策を考えるときはそこが根拠になるので、どれぐらい市は対策して

いくのか。26％削減は大変な大きな目標であるが、その先の削減目標まで考

えていくと、技術的な対策や再生可能エネルギー、高効率機器の導入など

色々なオプションがあり、そういうことを積み上げてもなかなか大変な部

分が見えてくると思う。そうすると、先ほどは民生の話も出たが、ライフス

タイルであったり、人の活動の在り方について将来的に踏み込んでいくこ

とになるだろうと思う。つまり人の行動が少しずつ変わっていかないとい

けない。都市の構造や人の行動の在り方などいろんなレベルで考えていか

ないといけない段階に来るのではないか。したがって、指標は一つのバロメ

ーターとして大事だが、どういった対策あるいはどういう方向性にもって

いくかという、大きな方針が必要であると思う。その上において、例えば産

業セクター、民生セクターではどういう対策をしていくかなど、どの分野に

手を付けていくかといった大きな方針があった上で対策を持つ指標のよう

なものもできてくるといったプロセスがやはり主要でないかと考える。指

標も大事であるが、それを導くための論理をクリアにしておくことが大事

である。進捗管理方法も大事であるが、指標を導くときにどういう方針で考

えていくか、ここは八尾市の独自性が出てくる部分であると思われるので、

その辺りを皆で検討してく必要があると思っている。脱炭素社会に向けて

は相当な技術的な対策だけでは追いつかないところがあるので、行動的な

変容をどういうふうに社会として導いていくか、これはある都市だけでで

きる話ではないが、そういう段階までいくのかなと個人的には考えている。 

 

部会長   削減目標については、これからどういう形にしていくかということを考

えていかなければならないと思う。進捗管理方法については、決まったもの

ではなく、例を示していただいただけであるのか。 

 

事務局   おっしゃるように、管理指標の例示としてお示ししている。今後、もっと

適正な指標があれば採用をしていきたいと考えている。 
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委 員   政策に独自性があれば、その指標も独自性が出てくるものと思われる。 

 

部会長   政策も独自性が出て、その指標も独自性が出れば、政策をした効果がはっ

きりと示されることになると思うので、これからその辺りもしっかりと考

えていくこととしたい。 

 

 

（４）追加市民アンケートの実施結果について 

＜意見等＞ 

部会長   こうなっていることが重要かどうかということを聞いているアンケート

であると思うが、このアンケートの取り方で考えると、最初からどれも重要

であると答える人が多くなることが予想される。だから、目的が、何を重視

すべきであるのか、何を求めている人が多いからこの点に関する政策を重

視しましょう、などということであれば、例えば、大切だと思うものを３つ

挙げてください、というように聞くと、若干その間の順位がつく。一方、何

を重視すべきかということではなく、どれも重要だということを確認した

いということであれば、今回の聞き方で構わないと思う。それがまず一点、

少し気になったところである。           

次に設問(2)のところになるが、設問の表現に少し引っかかった。他の設

問では、例えば(3)であれば「エネルギー性能が向上し、広く普及している」

という記載になっており、“広く”としている。ところが(2)は「環境ラベル

付の物ばかりが浸透している」と、“ばかり”という文字が入っている。そ

うなると、選択肢として選ぶ人が減るのではないかと思った。“ばかり”と

非常に限定的に示されているのは設問(2)だけである。アンケート結果につ

いてはその影響もあるのではないかと思う。 

      ３つ目としては、省エネ住宅、再エネ活用、再創・畜エネ設備はお金がか

かることであり、自分がやろうとするとかなりハードルが高いことではな

いかと思ったときに、「どちらともいえない」が多いという結果であった。

つまり、自分事として判断するのが難しかったのではないかと思う。そのた

め、「どちらともいえない」の回答が高くなかったからといって重要である

と思っている人が少ないという結論でいいのかどうかと少し思った。興味

深く結果を見せていただいたが、アンケートを取る目的がもし何を重視す

べきかということであれば、もう少し違う方法で考えても良かったかもし

れないと思った。 

      

委 員   このアンケートの結果をどのように活かしていこうと考えられているの
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かお聞かせいただきたい。 

 

事務局   先ほど部会長からもご指摘があったように、市民が温暖化の影響によっ

て、こういう八尾市にならないためにどういう社会を望んでいるのかとい

うアンケートをさせていただいた。このアンケートを実施した意味は、まず

市民の方にどんな 2100年の八尾市の状態・ビジョンになっていれば温暖化

というものは抑制できているのかということを少し想像していただきたか

ったのが一つある。結局、そこで市民の方がある程度具体的にイメージでき

るものが必要であるというものは、やはり今後の改定計画の施策としても

優先的に取り入れていくべきものと考えている。先ほどご説明したように、

やはりコストがかかるものについては、なかなか手だてが難しいと考えて

いる。そのため、省エネ住宅あるいはエコカー、再生可能エネルギーによる

太陽光発電設備のようなコストがかかるものについては、我々も基礎自治

体として、以前も行っていた財政的やそういうようなものがより普及する

ように国に働きかけを行っていくなど、そういうところに繋げていけたら

と考えている。 

 

   委 員  わたしもこれを非常に興味深く拝見した。こういった機会にみなさんが

考えていることを捉える非常に大事なことだと思う。一方で、例えば温暖

化の問題を例に取ると、普段、我々はなんとなく「最近ちょっと温暖化し

てきたな」と感じつつも、2050年、2100年の状況を想定して考えることは

難しい。つまり、将来を自分事にすることが難しい訳であるが、将来の状

況を自分事として考えてもらう様々な社会の仕組みを提供することによっ

て、例えば政策であれば、将来世代の利益からどの政策がより大事である

かを考えることができる。その結果、政策の優先順位や政策評価が変わっ

てくる可能性があることが最新の研究からわかってきた。前回の環境審議

会でも少しお話ししたが、以前吹田市が実施したフューチャー・デザイン

のワークショップでは、エネルギーシステムを未来に向けてどう改変して

いくかという観点から、住民と行政職員の参加者に政策オプション５つを

現世代の視点と仮想将来世代の双方の視点から参加者に評価してもらった。

現世代で考えると、できるだけコストがかからない、あるいはその環境対

策をやっていても、しんどいではなく楽しく考えられる政策といったもの

がサポートされた。ところが、仮想将来世代視点から考えてもらうと何が

政策オプションとしてこれから数年間大事であるのか政策の順位が変わっ

た。将来世代の利益のために、多少ハードルが高くても必要な対策を講じ

るべきと参加者は提案し始めるのだ。同様に、八尾市においても将来の視
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点から評価をするという仕組みを入れて、施策や対策を検討したもらう枠

組みを検討してはどうか。つまり、現状だと、これらの対策は全部大事だ

よ、という話で終わってしまうので、もう少し多様な評価の枠組みを検討

する余地があるように思った。我々は現世代の視点で利益を考えてしまう

ので、それだけでは低炭素化・脱炭素といった高い目標には到達しえない。

将来世代の利益から考えるという仕組みを検討し、皆さんにもそのような

視点から考えていただく、そういうきっかけや仕組みをこれから市でも検

討いただけると、より皆さんが将来自分事として考えられるようになると

思う。 

 

部会長   仮想将来世代に成りきらせるにはどうするのか。 

 

委 員   アメリカの五大湖周辺に住んでいるイロコイ・インディアンが重要な意

思決定をする時に 200 年後ぐらいの七世代後の人物に成りきって考えてい

たそうだ。おそらく将来に自分の身を置いて、そこから今を振り返るという

ことを行っていたのだと考えられる。同じように、例えば 2050年の世界に

自分たちの身を置いて、そこから今を振り返るための仕組みを提供する。こ

の方法については様々な研究が進められており、その効果が確かめられて

いる。 

 

部会長   歳は変わらないのか。 

 

委 員   一つの方法は、そのままの年齢（年齢は変わらず）で 2050年にタイムト

リップした状況を想定してもらい、自分がその世界に住んでいると想像し

てもらうという方法だ。 

 

部会長   学生が小学校へ行って温暖化についての授業をずっとやっているが、昨

年度までは地球君というキャラクターを出していた。学生が毎年考えてい

るが、今年度はキャラクターは未来人にしようと学生が考えた。それは、お

そらく今のお話と通じるのではないかと思う。大学生が演じるので、正確に

は小学生と同じ年代ではないと思うが、未来人であると未来で自分たちは

どうなるんだろうと考え、最後にまた未来人が出てくるというストーリー

にしている。経済学でいうと現在割引率という話で、このままだと将来ＧＤ

Ｐの５～20％の被害が出るが、今ＧＤＰの１％をそれにかければそれを防

げる可能性が非常に高くなる。将来の５％が、今の１％、これが割引率であ

る。コストは今かかるが、今どうするかと聞くと先ほど委員がおっしゃった
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ように負担のない政策の方を選ぶことになってしまう。しかし、長い目でみ

ると、今コストをかけておいた方が長期的に見ると良い結果になる。それを

どのように分かってもらうかということで、最後まで付きまとうのは、今払

うということを市民の方が納得していただけるかどうかというところかと

思う。時間の問題である。だから、今払って長期的な効果を得るのか、今払

わないで、あとで大変なことになるということだと思う。今そういうことを

現実にやってみたら市民の方も将来の姿を考えてくださったということだ

と思う。 

ネイティブアメリカンの方の七世代前と後を考えるということか。 

 

委 員   七世代後の世界の住民に成りきって物事を考えていたということだと思

う。 

 

部会長   今回のアンケートでも、これを見せたことにより将来のことを考えるこ

とにつながる。 

 

事務局   委員のご発言のように、アンケートの項目を考える時に議論をした中で、

この項目でいくと普通はこっちを選ぶでしょうねという 50年後を見据えた

所から、次の発展として、ご指摘いただいた所をまた４月以降ワークショッ

プ等を予定しておりますので、そういった手法の中でいろいろ取り入れて

いきたいと思っている。正に今の現代を生きる我々のエゴの影響が出てい

るのが今の環境問題であるし、これを克服するための課題というのは、他に

いろいろつながっていると思う。地域の中でのつながりや自分さえ良けれ

ばいいというところ全てつながっているような気がする。それが克服でき

れば、何かいろいろな問題が解決できそうなイメージもあるので、ご意見を

いただきながら進めていきたい。電源構成、火力発電の話は、我々はこうい

う仕事をしていると概ね理解できてきているが、電源構成と一般市民の方

に申し上げても難しいとなってしまうので、いかにそういうことをしっか

りお伝えし理解していただいて、「そこを克服しないとなかなか難しいです

よ。」ということを分かっていただいて、それではどうしていくと良いか、

皆さんで考えていかないといけないと最近つくづく思っている。 

 

委 員   「どちらともいえない」と答えている人の中には、よく分からないという

人もいらっしゃると思うので、そういう情報を得る機会や勉強する機会が

あれば、また回答が変わってくるかもしれないと今お聞きして思った。 
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部会長   このアンケートは何人の方に実施されたのか。 

 

事務局   146名である。 

 

部会長   環境に関係のあるイベントで、若い世代の回答数が多いところが貴重で

もあるので良かったと思う。 

 

 

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。 

・令和元年度 第３回 八尾市環境審議会は３月 25日(水)で調整中 

・令和２年度 第１回 八尾市環境審議会は５月中旬以降を予定している 

・令和２年度 第１回 温暖化対策部会については、６月頃に予定している 

・令和２年度から会議のとりまとめを担っていただく業者の選定及びワークショッ

プの開催に向けての準備を進めていく 

 

 ＜質疑＞ 

 部会長   新型コロナウィルスの影響で少し心配されるのが３月 25日の会議である。

今日は少人数であるが、審議会の委員さんは何名いたか。 

 

 事務局   委員は 16名である。 

 

 部会長   事務局の方を含めると 20人を超えるくらいであると思う。 

 

 事務局   今後については、しっかりと状況を見させていただきながら、どうしても

会議の開催の中止がやむを得ないとなれば、出来るだけ早くお伝えさせて

いただき、改めて調整をさせていただきたい。 

 

 

４ 閉会 


