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令和２年度 第１回八尾市環境審議会 会議録 

 

○ 日  時  令和２年５月25日（月）午前10時00分～正午 

 

○ 場  所  Skypeによるリモート会議での開催 

 

○ 出席委員  梶井委員、曽和委員、鍋島委員、西村委員、花田委員、原委員、 

平栗委員、前迫委員、阿瀬委員、伊藤委員、岡見委員、徳山委員、 

中島委員、森田委員 

 

○ 欠席委員  竹元委員、原田委員 

 

○ 事 務 局  経済環境部 鶴田環境担当部長 

環境保全課 西村課長、上谷課長補佐、武藤課長補佐、福井係長、 

丸谷主査、岩木主査、新葉主査 

 

株式会社 地域計画建築研究所（アルパック） 

役員・大阪事務所副所長 兼  

サステナビリティマネジメントグループグループ長 畑中 

サステナビリティマネジメントグループ   主査 長澤 

サステナビリティマネジメントグループ  研究員 伊藤 

 

○ 傍 聴 者  Skypeによるリモート会議のため傍聴者席を設置せずに開催 

 

○ 当日次第 

１ 開会 

２ 審議・報告事項 

（１）環境総合計画（改訂版）の改定に向けて 

（２）市民ワークショップの実施について 

（３）その他 

３ 閉会 

 

○ 配布資料 

資 料 １：八尾市環境総合計画（改訂版）の改定に向けて（骨子案） 

資 料 ２：骨子について（補足資料） 

資 料 ３：ワークショップの開催について（案） 
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資 料 ４：八尾市環境総合計画策定スケジュール（案） 

参考資料１：環境に関する国内外の動向について 

参考資料２：他都市の目指す環境像と目標・指標 

参考資料３：令和元年度第３回八尾市環境審議会における質疑について 

 

○ 議事の概要及び発言の趣旨 

１ 開会 

 （傍聴席について） 

会長 コロナウイルス感染拡大の恐れがある中、国が示す不要不急の外出の

自粛、「３つの密」を避けることを踏まえ、本日の審議会では、リモー

ト会議での実施となることから、傍聴席を設置せずに開会したいと考え

ておりますが、委員の皆様いかがか。 

なお、議事録は公開となることを申し添える。 

 

 ＜ 「異議なし」の声あり ＞ 

 

会長 特に異議がないようなので、このまま傍聴席を設けずに開会すること

とする。 

 

２ 審議・報告事項 

（１）環境総合計画（改訂版）の改定に向けて 

①「望ましい環境像」について 

＜意見等＞ 

会長 八尾市とアルパックの関係を確認したい。アルパックは八尾市から計

画改定支援業務を受託しており、先ほどのアルパックからの説明は八尾

市の事務局案と考えてよいか。 

 

事務局 その通りである。八尾市の意見を踏まえて、先ほどの資料作成及び説

明となっている。 

 

委員 骨子案では、チャレンジ 80に関する記載がないが、どのような経緯

か。 

 

事務局 チャレンジ 80は、温暖化対策実行計画で扱うものである。そのため

温暖化対策部会の方で検討を進めていくこととなる。 
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委員 チャレンジ 80における削減目標について再確認したい。 

 

事務局 80％削減は、2050年度の目標である。2030年度の削減目標について

は、温暖化対策部会にて審議をしたところである。 

 

委員 承知した。 

 

委員 新型コロナウイルスにより社会にパラダイムシフトが起きている。そ

のため、新型コロナウイルス感染拡大以前の姿を前提に検討することは

難しいと思う。今回の新型コロナウイルスをどのように念頭に置くの

か、修正するところはあるのか、今の考えを聞きたい。 

 

事務局 骨子案の環境像を検討するにあたっては、新型コロナウイルスに関す

るものは含んでいない。先ほど地域計画建築研究所から説明があった国

内外の情勢の変化等があるので、前回の審議会から議論している望まし

い環境像については、現行計画の「緑とうるおいのある、快適な環境と

ふれあえるまち、やお」を継続することも、事務局案である「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」とする

ことも、それ以外の案とすることも考えられる。新型コロナウイルスに

ついては、環境総合計画の中では、関連することがあれば今後の審議の

中で追加していくこともあると考えている。本日ご提案した骨子案や望

ましい環境像の中では新型コロナウイルス感染拡大に向けた社会情勢を

踏まえたものとして対応していない。 

 

委員 国内外の情勢で SDGsが挙げられているが、日本社会全体でも SDGsに

対応していこうという流れになっている。その中で、今回の環境総合計

画が SDGsにどれだけ寄与できるかという視点が抜けているのではない

か。SDGsの各項目のどれを達成するために、どのような計画を立てる

かという視点があるとよい。 

 

事務局 SDGsに関しては今後、素案について検討する際に、庁内の関係課と

調整して検討していくこととなる。そのため具体的にどのような項目を

入れていくか、今後議論を進めていければと考えている。 

 

委員 八尾市が目指したい姿や今後の取組を SDGsのどのゴールに反映する

かを紐づけていくということでよいか。 
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事務局 資料１の右上の改定後の環境総合計画の方向性で示す通り、計画に

SDGsの観点を含め、市民・事業者の連携の向上を目指す方向性の案と

してお示ししている。 

 

委員 資料１の右上の図についての質問である。左側の八尾市の「環境・経

済・社会」のポテンシャルと右側の改定後の環境総合計画の方向性とあ

るが、これは左側が現状で、右側に移行すると考えてよいか。この図の

意図を説明いただきたい。 

 

事務局 左側は、現在の八尾市の内容で、それらを活かして計画を改定してい

くということである。右側は、現状を踏まえて、改定後の計画の方向性

を示して行きたいというものである。 

 

委員 右側の「環境・経済・社会」のポテンシャルに示されている内容は、

既に決まっているもので公表はしているのか。また、このポテンシャル

をベースに改定後の計画の方向性を考えているのか。「環境・経済・社

会」のポテンシャルに示される内容を含め、改定後の計画の方向性に記

載されている内容についてもこの審議会で議論すべきことなのか、審議

すべき事項を確認したい。 

 

事務局 右側の「環境・経済・社会」のポテンシャルは公表しているものでは

なく、骨子案にて、八尾市が持っているポテンシャルを環境・経済・社

会に分けて示した案である。このような八尾市らしさを活かして今後の

計画改定の方向性を審議いただきたい。 

 

委員 承知した。環境のポテンシャルについてであるが、生物多様性の保全

や環境に関連する SGDsは、非常に多様なものになる。高安山は、非常

に重要な地域だと認識しているが、八尾の農作物や伝統野菜を育てるこ

とにより周辺の環境が保全されることもある。環境を保全することが農

業等の産業も発展させる、と言うように環境と経済がつながっていると

いうところがわかりにくいように感じる。右側の方向性についても多く

の要素が箇条書きされているが、環境、経済、社会の様々な要素が絡み

合って一つの社会を作っていることがわかるように示せると良い。もう

少し精査が必要であろう。 
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会長 八尾市の「環境・経済・社会」のポテンシャルは八尾市が持っている

特徴を事務局の方でまとめていただいている。八尾市の環境総合計画で

あるので、どこの自治体でもあるようなことを並べるのではなく、八尾

市の特徴を捉えたものとなると良い。八尾市の「環境・経済・社会」の

ポテンシャルについて、他の委員も意見があろうと思われるので、意見

があれば事務局に提出いただければと考えるが、いかがか。 

 

 ＜ 「異議なし」の声あり ＞ 

 

会長 望ましい環境像について、現行計画では「緑とうるおいのある、快適

な環境とふれあえるまち、やお」、改定後の案では「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」となっており、

改定後の案では、「みんなでつくり」というところが強調されている。

その背景としては、平成 30年に公害防止条例を改正し、「八尾市生活

環境の保全と創造に関する条例」を施行した。条例に「創造」とあるよ

うに、市民の積極的な環境保全の活動への参加を意識したものとなって

いる。また先程挙げられた八尾市の特徴にある通り、河川の清掃や桜並

木の整備、里山保全運動等の環境をみんなで作ってきたということをポ

イントとしたことが、改定後の案の望ましい環境像であろう。望ましい

環境像について意見があればいただきたい。 

 

委員 「みんなで」としてしまうと、対象がはっきりせず一人ひとりに届き

にくいように思われる。そこで「あなたと」のように、一人ひとりに届

くようにした方が良いのではないか。 

 

事務局 今までの議論を受けて、改定後の望ましい環境像について事務局で再

度検討する。 

 

委員 市民参加型のワークショップでは、市民が八尾市の未来の姿や行動計

画を考えることとなる。ワークショップで出た意見をどのように反映し

ていくのかは重要であり、どのように市民意見が反映されるのかを早い

段階から共有しておくべきである。市民ワークショップで、どこまで市

民意見を盛り込むのか事務局で選別されると思われるが、市民参加の大

きなチャレンジとなるだろう。 

また、望ましい環境像も市民から意見をいただいてはどうか。市民が

この計画を自分のこととして考える契機にもなるだろう。計画改定にあ
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たって取り入れていける段階であれば、その中でできるだけ市民の意見

を取り上げていただきたい。 

 

事務局 市民ワークショップの開催については後ほどの議題で説明する。 

 

会長 これまでの委員の意見をふまえ、改定後の望ましい環境像について事

務局で再度検討いただくこととする。 

 

 

②改定後の基本方針について 

＜意見等＞ 

委員 基本方針Ⅱに３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）と記載があ

るが、八尾市では３Ｒはすでに常識になっていると認識している。八尾

市内の小学校では、４年生の時にリサイクル施設の見学を行っており、

ごみ問題について理解している子どもも多くなっている。８年後の計画

を考える上では、改定後の計画では方針に盛り込む必要はないのではな

いか。 

 

事務局 国や府の計画でも引き続き推進するとされており、八尾市としても継

続して行なっていくものと考えている。そのため今回の計画改定にも盛

り込んでいる。 

 

会長 先の委員の意見の趣旨は、基本方針Ⅱは達成されているので、大きな

基本方針に掲げる必要はないということか。 

 

委員 その通りである。 

 

会長 国際的にも国内的にも、循環型社会の構築は、環境問題の１つの大き

な柱になっているので、基本方針Ⅱはあっても良いと考える。しかし、

不要ということであれば、基本方針に掲げない判断もありうる。 

 

委員 持続可能性を考えると、自治体の自立分散型な運営が望まれ、その中

の一つに資源循環がある。リサイクル等の３Ｒは以前に比べると推進さ

れ、その意識も高まってきているが、地域循環共生圏を考えた時に資源

循環というものを一つの柱として示すのは一つの方法ではないか。 
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会長 国の第五次環境基本計画の６つの重点戦略の中で地域循環共生圏の考

え方が盛り込まれている。それらの背景やこれまで出た委員の意見を踏

まえて事務局の方で、基本方針の中で３Ｒとして示すのか、広義な視点

で循環型社会として示すのか検討いただきたい。 

 

委員 ごみ問題は人類が文化的な生活、文明生活を送り始めた裏返しとして

つきまとう過去からの課題であり、今後もごみ問題はずっと続く課題で

あろう。３Ｒという言葉で示すのかは別として、計画ではごみに関する

方針について、一つの柱として盛り込むことは必要であると考える。 

 

事務局 骨子案でお示しした基本方針Ⅱにある３Ｒという表現をどうするか、

これまでの委員の意見を踏まえ、事務局で再度検討する。 

 

委員 ごみの問題について３Ｒと書くのはどうかとは思う。ごみの減量・再

使用の推進と記載しているのは良いと思うが、リサイクルについてはも

う方針として盛り込む必要はないと思う。基本方針としては３Ｒではな

く、リデュース・リユースの２Ｒに注力していくとした方が良いのでは

ないか。 

 

事務局 環境総合計画の下には、様々な下位計画がある。３Ｒについては八尾

市の一般廃棄物処理基本計画にも関わるので、関連計画と調整の上、委

員の意見を反映していきたいと考える。 

 

委員 基本方針は何を目指すか大きく示した方が良いと思う。基本方針Ⅳで

気持ちや行動を示す部分となる「身近な自然を大切にし」の後にくる

「生物多様性の維持・発展を進めるまち」を「生物多様性の保全と活用

を進めるまち」と修正してはどうか。八尾市には、原生的な自然はない

ので身近な自然を大切にするということがベースにあると思われるが、

基本方針としては、まずは生物多様性を保全していくという方針を明確

にしていただき、生物多様性を保全していくためには、身近な自然を大

切にする行動や、それらを活用して人の暮らしを支える、経済を回すと

いう視点が必要であるということを示していただきたいと考える。箇条

書きだと基本方針はお互いに独立しているように見えるが、相互につな

がっているということわかるようにすることが重要である。そのため、

周辺のことは行動計画で触れるとして、基本方針では、大きな項目とし

て提示いただいた方が分かりやすいと思う。 
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委員 基本方針の順番はどのように決めているのか。八尾市として一番を推

し進めたい方針を一番に持ってきてはどうか。 

 

事務局 ６つの基本方針に有意な順序があるわけではなく、並列で進めていき

たいと考えている。 

 

会長 具体的な施策を検討する際に数値目標を含めて、八尾市の課題を検討

するのが良い。 

 

  

 

③改定後の基本施策について 

＜意見等＞ 

委員 ２点質問がある。１つは基本施策のまとめ方である。現行の基本方針

Ⅱ、Ⅲを、改定後は基本方針Ⅲ、Ⅴにまとめている。大気環境や水環境

等の現行計画の基本方針Ⅱでは、外部環境の改善を目指すものがまとめ

られている。これを受ける改定後の基本方針Ⅲの基本施策６は「きれい

な空気、水環境等の維持・改善」となり、基本施策７は「暮らしやすい

生活環境の保全と創造」となっている。そのため、改定後の基本方針Ⅴ

「快適で個性豊かな住みよいまち」との違いが分かりにくくなっている

のではないか。 

２つ目は、八尾市の特徴である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を目指しているが、そのことが基本施策の中で

あまり出てこない。基本施策 15に環境経営の推進とあるが、環境経営

と言うとなるべく環境負荷が少ない事業活動を実施するというもの一般

的である。先ほど申し上げた自立分散型の運営を考えれば、もう少し攻

めの環境ビジネスを打ち出した方が、八尾市としては良いのではない

か。例えば温暖化の適応策では、適応ビジネスというものが出てきてお

り、そのようなことに積極的に取り組んでいる地域ということを打ち出

してはどうか。経済面での施策が弱いように感じる。 

 

事務局 １点目の現行計画の基本方針Ⅱと改定後の基本方針Ⅲとの関係性につ

いてであるが、改定後の基本施策７「暮らしやすい生活環境の保全と創

造」と抽象的な表現をしているので、基本方針Ⅴとのすみわけがわかり

にくかったように感じられたかと思う。現行計画の基本施策４「大気環
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境の改善」、５「水環境の改善」、３「自動車による環境負荷の低減」

の一部を、改定後の基本施策６「きれいな空気、水環境等の維持・改

善」にまとめた。現行計画の基本施策６「騒音・振動の防止」や７「そ

の他の環境汚染の防止」、８「新たな環境汚染の防止」に含まれる騒

音、土壌、地下水、化学物質等を改定後の基本施策７にまとめている。

改定後の基本方針Ⅴは、現行計画の基本方針Ⅲに主に対応するものであ

る。 

 

委員 改めて確認であるが改定後の基本施策６は、そうあるべきだという基

準的なものである。一方、改定後の基本施策７は、基準より、より良い

状態を求めているように見受けられる。先ほどの事務局の説明であっ

た、土壌汚染、地下水汚染などでの有害物質をなくすといったことは、

基準としてなくてはならないことを示すように思われる。次回までに検

討いただきたい。 

 

事務局 改定後の基本施策７については、従前の取組を維持しつつ、公害や苦

情についてのことを盛り込んでいき、さらに、より良い状態に改善する

ものとしていきたい。現行計画で分野別に行っていた取組をまとめたも

のが、基本施策７である。中身については今後精査していきたい。 

 

委員 現行計画の基本施策 13「災害に強いまちづくり」が、統合等がなさ

れておらず、削除されているように思われる。前回の審議会で話した通

り、災害と言うと地震というイメージが強いが、豪雨や台風といった災

害もある。豪雨や台風は、温暖化に関連することであるので、改定後の

基本施策２「気候変動への適応の推進」か、どこかには盛り込んでいた

だきたい。 

 

事務局 災害に強いまちづくりについて記載がないので、対策の必要がないと

いうことではない。ご指摘の通り、気候変動への適応に関わるものであ

り、環境総合計画に関連するものと考えている。個別具体的な内容は、

八尾市地域防災計画が担うこととなる。 

 

会長 現行計画の基本施策 18「文化的まちづくりの推進」や 20「市民文化

活動の創出」が改定後の計画では盛り込まれていないが、これは環境総

合計画でどこまで文化のことを書くのか整理して結果であろうか。 
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事務局 文化に関することが、環境には関わりがないということではない。過

去の審議会では、寺社仏閣が抱える森は環境に関わるものであるとの議

論があったが、今ご指摘のあった文化については、八尾市の芸術文化振

興プランで担うこととなる。環境に関わる部分は関係課と連携し、関連

計画とも整合を図っていく。 

 

委員 改定後の基本施策７では、生活環境の保全ということで、暮らしやす

いと言うと安全や安心が実感できる社会が具体的に示されるものと考え

ていた。安全・安心について別の基本施策で盛り込まれるのか。それと

も、基本施策７に安全・安心という面を含むのか。 

 

事務局 基本施策７は、主に公害のことを盛り込んだ基本施策となっている。

公害が、安全・安心、さらには健康にもつながると考えているため、委

員からご指摘いただいた内容を踏まえて検討していきたい。 

 

会長 委員のご指摘にあったとおり、基本施策７「暮らしやすい生活環境の

保全と創造」と 11「快適な都市環境の確保」は、表現だけ見ると違い

がわかりにくい。基本施策７が最低限の安全安心のベースであると整理

するならば、そのことが分かるような表現にしていただきたい。 

 

事務局 承知した。 

 

委員 改定後では、現行計画の基本施策 13の防災や、基本施策 18、20の文

化に関する基本施策が盛り込まれなくなった。生物多様性の保全・活用

は、生き物を守りたいからだけではなく、防災の観点や生物文化多様性

という言葉がある通り、神社と森の一体化や、季節ごとの催事等の文化

と関連して自然を残そうというも含んでいる。そこで、改定後の基本施

策 8、9、10はそれらを意識したものとしていただきたい。健全な生物

多様性を保全することが文化の保全と一体化していることや土砂崩れの

防止等の災害防止にもつながることが背景として必要である。 

改定後の基本方針Ⅳの基本施策の項目立てについても、そのような観

点で再度検討いただきたい。防災や文化は基本方針Ⅳに関連することで

あろう。 
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会長 本日の審議会でいただいた意見は、今後作成する素案に反映いただき

たい。追加の意見があれば、委員より個別に事務局に連絡いただきた

い。 

 

 

（２）市民ワークショップの実施について 

＜意見等＞ 

委員 オンラインでのワークショップの開催は想像がつきにくい。今まで行

なってきた対面で行っているワークショップと同等の効果が得られるも

のか。 

 

会長 自由な意見を言い合える対面のワークショップは、Web会議とはかな

り異なるものと思われる。新型コロナウイルス感染拡大の状況にもよる

が事務局としてはどのように考えているか。 

 

事務局 ６月開催のワークショップはオンラインで予定であるが、7月開催の

ワークショップは、社会情勢と八尾市の方針に従って判断したい。オン

ラインの開催については地域計画建築研究所から説明いただく。 

 

支援事業

者 

（アルパ

ック） 

現状の社会情勢では 6月開催のワークショップはオンラインでの開催

と考えており、実施にあたっては対面のように自由に話せるよう、Web

上で付箋をやり取りするようなソフトを活用する等の工夫をして対応す

る。各種支援ツールを使いながら意見を出しやすくできるようにしてい

きたいと考えている。ワークショップの運営方法は現在検討中であり、

開催までに運営方法を習得して、円滑にワークショップを運営していき

たいと考えている。 

 

委員 スケジュール次第では、無理に 6月に開催する必要はないのではない

か。 

 

事務局 ワークショップで出た市民の意見を計画素案に反映させる予定のた

め、６、７月に開催したいと考えている。 

 

委員 意見を求めるのであればパブリックコメントなど他のやり方もあるの

ではないか。オンラインでワークショップを開催する必要性が本当にあ

るのか疑問に思っている。 
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会長 オンラインでのワークショップ開催がどのような形になるのかなかな

か想像できず、心配である。ネット環境がないと参加できない人がいる

という問題や、初めて会った人がオンラインで自由に喋れるか、懸念し

ている。何か工夫する余地がないか再度検討いただきたい。 

 

委員 ２点ある。１つはオンラインで開催についてである。八尾市は、市役

所の回線の都合で、Skypeしか使えないと聞いている。Skypeでは４つ

の画面しかみられず、ワークショップでは話しづらいと思われる。そこ

で、より多くの人が映る Zoom等の利用を検討いただきたい。互いの顔

を見ながら議論ができるようにした方が良い。もう１つは、出来る限り

計画改定に反映するために開催するとあるが、どの程度反映される可能

性があるか、市民ワークショップで出た市民意見が、どこに反映される

か、明確にしていただきたい。明確にしておく方が参加する側にとって

も意義をもって発言できると思う。 

 

事務局 Skype以外のツールの使用については地域計画建築研究所と調整を進

めており、Zoomの利用を含めた方向で検討している。ワークショップ

の意義としては、８年後の八尾市の環境のためにできることとして、市

民の役割や事業者の役割といった意見を集約したいと考えている。 

 

委員 計画のどの部分に市民意見を反映するためにワークショップを開催す

るのかは、明確になっていないと感じる。改めての意見になるが、どこ

に反映するために開催するのかを明確にして、開催いただきたい。 

 

事務局 本日提示させていただいた骨子の基本方針、基本施策に基づき、８年

後の八尾市の環境のためにできることについてご意見いただきたいと考

えている。 

 

委員 ワークショップで出された意見により、どこが変わる可能性があるの

か。 

 

事務局 計画素案の具体的施策に反映されることとなる。 

 

委員 ワークショップ開催時には、どういうところに意見が反映される可能

性があるのか明確に示していただきたい。 
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委員 ２回の開催で議論できることは限られていると思われる。出された意

見を集約し、選抜していくのは事務局側で行うこととなるであろうが、

そのプロセスをある程度明確にして、参加者にフィードバックできると

良い。参加者は出された意見がどのように集約され、選抜されて行くか

のプロセスを知る立場にはいないと思われるが、そのプロセスを伝える

ことにより参加者のモチベーションも上がり、次にも繋がっていくだろ

う。 

 

事務局 全ての意見が反映できるわけではないが、委員ご指摘の通り、ワーク

ショップで出された意見が、どのように施策に反映されたか分かるよう

に公表することを検討している。いただいた委員の意見を踏まえなが

ら、市民意見が施策にどのように反映されているのか見えるようにして

いきたいと考えている。 

 

会長 環境審議会の方も構成員として多くの市民を迎えており、市民の積極

的な参加を謳っているので、できるだけ意義ある形でワークショップが

運営されることを期待している。審議会には、ワークショップ開催の結

果報告はあると考えてよいか。 

 

事務局 その通りである。次回審議会でワークショップの結果について報告さ

せていただく。 

 

会長 八尾市は市民の意見を積極的に取り入れる方針を示しているので、い

ろいろな方向で市民の意見を取り入れるようワークショップを運営いた

だくようお願いしたい。 

 

委員 意見と質問がある。意見としては、一般市民からするとワークショッ

プのテーマが難しく、堅いように感じる。質問としては、参加対象者の

想定は一般市民か、少し環境にはついて知っている市民を対象にしてい

るのか、どちらであるか。また、市民に知識を発信するものがワークシ

ョップだと考えているが、今回のワークショップの目的は市民の意見を

吸収するものである。今後は、環境に関心のない一般市民を対象とした

ワークショップも開催いただきたい。 

 

事務局 参加者の想定は一般市民に加えて市民団体等を想定している。 
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（３）その他 

＜意見等＞ 

特になし 

 

３ 閉会 


