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令和２年度 八尾市環境審議会 第２回 温暖化対策部会 会議録 

 

○ 日  時  令和２年９月30日（水）午前10時00分～正午 

 

○ 場  所  八尾市水道局４階 大会議室 

 

○ 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 田村課長補佐 

 

○ 事 務 局  環境保全課 西村課長、上谷課長補佐、福井係長、丸谷主査、新葉主査、 

岩木主査、植田主事 

 

株式会社 地域計画建築研究所（アルパック） 

サステナビリティマネジメントグループ チームリーダー 長澤 

同       グループ 主任 伊藤 

 

○ 傍 聴 者  なし 

 

○ 当日次第  

１ 開会 

２ 審議事項 

（１）八尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）素案について 

① 第１章から第４章 計画の基本的な事項及び将来像・削減目標等 

② 第５章から第６章 目標達成に向けた施策体系及び施策の展開 

③ 第７章 計画の推進体制及び進行管理 

（２）八尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）における温室効果ガス排出量の目標設

定について 

（３）その他 

３ 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）素案 

資料２：八尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）における温室効果ガス排出量の目標設

定について 
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○ 議事の概要及び発言の趣旨 

１ 開会 

 （配布資料確認） 

 （出席委員確認） 

 

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）素案について 

① 第１章～第４章 

＜意見等＞ 

部会長 本日ご議論いただく八尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）素案に

ついては、次回の部会でとりまとめたい。本日はそれに向けてたくさん意見

をいただきたい。 

意見・質問等あるか。 

細かいことをいくつか聞きたい。 

p.3 の 5 行目に「世界の気温の変化を…」と書いてあるが「上昇」としな

かった理由はあるのか。 

p.7 の 8 行目の「枚方市、東大阪市、泉大津市はゼロカーボンシティを表

明しています。」のところで、これから表明する自治体が増えると思われる

ので、「等」とつけるか「府下の各自治体も」という表現にするか、検討が

必要ではないか。 

p.12に排出係数とあるが、排出係数の説明はどこかにあるか。もし無けれ

ば、どこかで説明が必要では。 

p.14に「2050年度の将来像」として、５つ列挙されているが、これが八尾

市の将来像であることがどこかに書かれているのか。 

 

事務局 p.3の「変化」は変化という言葉を意識的に使っているわけではないので、

ご指摘いただいた形で変更させてもらう。 

p.7 のゼロカーボンシティの表明については、今後変化するものであるの

で、修正する。 

p.12の排出係数については、ご指摘のとおりわかりやすい形で新たに注釈

をつける。 

p.14将来像を列記しているのかについては、この八尾市地球温暖化実行計

画のみに列記しているだけである。 

 

部会長 将来像のレベルが色々で、気になったので質問した。 

 

委員 この計画案で一番大きなポイントは「2050年に排出量実質ゼロを目指す」

と表現したことであるが、これは p.14で初めて出てくる。この点はもっと早

い段階で明確にしておくほうがいい気がする。例えば、p.1「はじめに」の２
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段落目に低炭素社会づくりと出てくるが、これを踏まえてこれまでの計画を

作ったとある。次の段落などで脱炭素社会という流れを示しておく方が良い。 

p.10の温室効果ガス排出量について、市として二酸化炭素を対象とするの

は良いが、二酸化炭素に対象を絞るということの根拠や市の意思をもう少し

明確に示すべきではないか。 

p.14、15で初めて「二酸化炭素排出量実質ゼロ」という言葉が出てくる。

「対策」の補足説明の中で少し述べられているが、二酸化炭素排出量実質ゼ

ロがどのような意味で用いられているか明らかにしておくべき。 

p.14の表の項目「環境」「経済」「社会」について、その説明があった方

が良い。例えば「経済」はどういうことか、「社会」はどういうことを意味

しているのか。「経済」と「社会」は割と連動しているので、ここでどうい

うことを言っているのか、可能な範囲で少し書いた方がいいのではないか。 

 

部会長 今あった４点について、説明いただきたい。 

 

事務局 当初は 2050 年に 80％以上削減と考えていたが、社会的情勢等を鑑み、よ

り踏み込んで実質ゼロを目指すこととした。委員の指摘のとおり、そのあた

りの表現が弱いと思うので、前段で入れていくよう修正したい。 

 

部会長 先ほどの３点目の「実質ゼロ」の件にもつながることだと思う。「実質ゼ

ロ」という考え方をどこかで説明した方が良い。 

 

事務局 そのあたりも分かりやすい形に見直したい。 

 

部会長 二酸化炭素についてはどうか。 

 

事務局 温室効果ガスの排出量の算定は、二酸化炭素で行うが、他のガスについて

も数値自体は把握し、報告していく予定はあるが、その他のガスについても

算定に盛り込むほうが良いのかご相談したい。 

 

委員 p.10の２段落目に、他のガスについても進行管理を行うと確かに書かれて

いる。１段落目に「排出量の算出は二酸化炭素のみを対象とします」とあり、

ニュアンスがちょっと弱いのかなと思う。 

他の段落にでも、他のガスについても留意するというようなことを入れて

おく方が良いのではないか。１割未満だからといって無視するというわけに

はいかないと思うので、検討いただきたい。 

 

事務局 現在の表現が、そのようにとらえられかねないという話かと思うので、他の

ガスについても、把握はするつもりであるので、表現については検討したい。 
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部会長 p.14の表の「未来のビジネススタイル」で「社会」の欄にひとつも「〇」

が付いていないが、社会と無縁ということはあり得ないであろう。どういう

想定なのか。今の案で社会に「○」が付いているところを見ると、物理的に

見えるまちの姿のような関係にのみ「○」がついているように思う。何を社

会と考えるかであるが、その考え方を整理する必要がある。 

未来の姿としては、これだけではないだろう。例示であろうが、もう少し

説明を加えるようにして欲しい。 

 

委員 書いている側の意図をしっかり書かないと、読む人が混乱する。 

環境・経済・社会は持続性を考えるときによくある観点であるが、経済の

話で社会が関わらないことはありえないので、表現を考えるか、定義をしっ

かり書いていただくことが大事と思う。 

 

部会長 全て社会が関わっているので、それで社会に全て丸がつくとそれはそれで

分かりづらい。そのあたりも踏まえてご検討いただきたい。 

 

委員 p.11の温室効果ガスの排出状況の部門別の表が図表 14として載っており、

産業部門が 13.1％減少したとあるが、部門ごとの分析的な記述が一切ないの

で、記載して欲しい。例えば、産業部門の排出量は減っているが、経済的な

要因で事業所数が減っただけで設備が効率化されたわけではないことも考え

られる。このままだと、産業部門は減っているので何もしなくても良いのか

というと、そうではない。減った理由などの記述がないと、その後の部門別

の目標にも繋がらないと思う。 

 

事務局 ご指摘のとおり、記述が明確でないので、どうして減ったのかという理由

を文章で書いていく。 

 

部会長 産業部門にもっと頑張れ、というように伝わると良い。 

府からの情報提供は何かあるか。 

 

オブザーバー 2050年に実質ゼロを目指していくということで、これまでの議論が大変だ

ったのではないかと感謝している。温室効果ガス排出量を減らしていくため

には、市町村の協力がいる。今後ともよろしくお願いしたい。 

情報提供として、大阪府は、大阪府地球温暖化対策実行計画を改訂中であ

り、前回部会で改定の意見を頂いた。11月に答申、年内に改定を目指してい

る。内容的には 2050年に温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指して色々な取

組を進めていこうと考えている。 

八尾市について、本日の委員のみなさんの議論に少し補足したい。p.10の

その他の温室効果ガスについての意見であるが、その他の温室効果ガスの排

出量が１割未満でも排出係数が大きくなればもっと影響も大きくなるのでは
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ないかという主旨の指摘かと思う。おそらく、地球温暖化係数を掛けた後の

数値が１割未満であると思うので、書きぶりを工夫して欲しい。二酸化炭素

排出量に換算した後でも 1割未満であろう。 

産業部門の減少の要因については、大阪府も産業部門は減少している。要

因分析は府でもしており、府ではエネルギー消費量自身が継続的に減ってい

る。GDP 当たりで見ても減っており、ある程度省エネが進んで来ているはな

いかと推察している。省エネ法でも年１％の削減をもとめており、そのあた

りの縛りもあるので、産業部門については順調に減ってきているのではない

かと考察している。府の答申などのまとめも参考にして欲しい。 

 

部会長 エネルギー効率が上がってきていると考えて良いのか。 

 

オブザーバー そうである。省エネ機器への更新は進み、省エネ診断も受けていただき、

ロスを減らしている。例えば、今日の会議室のようなところでも照明を LED

に変えていると思う。機器の更新や運用上の更新を頑張っていただいている

結果だと思う。 

 

委員 大阪府全体はそうであろう。中小企業が多い特徴の八尾市でもそうなのか

疑問である。 

 

部会長 産業部門の効率化が進むのは、無駄を省いて得するからである。では、家

庭部門や業務部門は進まないのかというと、環境に配慮することが得に繋が

るという社会システムにまだなっていないのかも知れない。そういう所も考

えていかないとなかなか実質排出量ゼロにはならないのではないか。 

さて、大阪府に比べて、八尾市は特徴的にはいかがか。 

 

事務局 八尾市内でも産業部門では、企業が移転して二酸化炭素が減っている。そ

れも要因と考えている。 

その話はあくまでも事例の一つに過ぎず、八尾市全体の詳細な分析ではな

いのが現状である。大阪府の分析が八尾市に当てはまるのかについていただ

いた意見を元に整理をしていきたい。 

 

委員 p.10の二酸化炭素以外の排出量が１割未満について、二酸化炭素換算とい

うことであれば、その旨明記して欲しい。また、これは全国にも当てはまる

のか、八尾市の現状を踏まえているのかについても明確にしておいた方が良

い。根拠や表現を正確に書いていただく必要がある。 

 

部会長 要因は次回に説明をお願いしたい。 

１章から４章については特に良いか。では、次の議事に進みたい。 
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② 第５章、第６章 及び ③第７章 

＜意見等＞ 

部会長 p.20の「施策２－１ チャレンジ 80(やお)と COOL CHOICEの率先」の「率

先」の表現は違和感があるので検討いただきたい。 

p.21の「施策２－３ 低炭素住宅・省エネ住宅の普及」については公的な

施設で率先して実施して頂けないか。実質排出量ゼロを目指すには必要な施

策なので、ここに書いてはどうか。 

資料の頁の割り付け等は今後なのか。 

p.24の「施策２－６ シェアリングサービスの利用」に関連して、この前、

びっくりしたことがあったので紹介したい。先日知り合いで、新車を購入し

た方は、予め火曜から木曜まで車を使わないことが分かっているので貸すシ

ステムを利用することで、購入費が何年かで回収できると言われたそうだ。

新車を貸すということに家族の反対はあったようではあるが、購入にシェア

ビジネスがくっついてくる時代である。カーシェアリングと言えば、タイム

ズなどのシェアリングのイメージがあるが、より進んだ事例もあるというこ

とを紹介した。 

p.25の「施策３－２ CO₂吸収源の保全・拡充」について、具体的な取組を

見ると、大切にしましょうという感じの表現になっている。経済的に森林を

利用すると言うことは無理かどうか考えられないのか。 

p.27の「基本施策５ あたらしい仕事づくり」で「施策５－１ 事業所で

の CO₂削減」とあるが、あたらしい仕事づくりとどう繋がるのか分からない

ので分かるように書いていただきたい。 

p.29の「第６章 気候変動に対する適応策」について、八尾市の適性を活

かした柱をたてて進めるのは大賛成。大阪府も同じように地域の特性を活か

して考えていると思われる。分野として、産業経済活動が抜けているのは気

になる。八尾市は中小企業がたくさんあるので、適応を新しいビジネスに結

びつけていくことを市としても応援しますなどの方向性を出していく必要性

があるのではないか。むしろ出さないといけないのではないかと思う。 

p.34の「７－１ 計画の推進体制」で、図表 20に「実戦部隊」とあるが、

何なのか意味が分からないので、ご説明いただきたい。 

 

事務局 p.20の「率先」については、分かりづらいので「推進」に表現を見直した

い。 

p.21の「省エネ住宅」については、行政の部分は、p.27に「施策５－1 事

業所での CO₂削減」というところで、八尾市も一事業所であるため省エネ

型の設備導入等を書いている。 

 

部会長 そこも見たが、設備の点や施設を建てる時に ZEB にすると言うことが全く

書かれていない。今あるものを省エネ的に使用していくとは書いてあるが。 
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事務局 p.28に事業所の ZEB化の検討とある。ここで検討したい。 

 

部会長 計画に書き込めば、取組は進むと思うので、きっちり書くようにしていた

だきたい。 

ｐ25 高安地域の森林は、CO₂吸収源としての価値があるのか、教えていた

だきたい。 

 

事務局 施策３－２は CO₂吸収源の保全・拡充で、森林を利用するというものでは

なく森林を守っていくという側面であるため、経済的利用とは少し異なって

いる。 

八尾市の森林整備活動については、森林保全・里山保全の活動等をしてい

る NPO などの市民団体がいる。吸収源としての活用については森林保全も繋

がってくる。森林整備を進める中では間伐などが発生する。間伐材などの森

林資源をどのように使っていくのかということについては、経済的利用にも

繋がってくる。 

現在、八尾市では地域循環共生圏の取組を環境省の補助を受けて進めてい

る。現時点では経済的利用というところまでスキームが出来ていない。そこ

を持続的に活動し活用していけるように、市民団体、NPO 等と協議会を通じ

て検討していきたい。 

p.27の「基本施策５」については、施策５－１は事業所で進めていくこと

が出来る温暖化対策という考えで更新していたが、基本施策５のタイトルと

の整合が図れていないことが今の指摘により気づいた。タイトルと中身との

整合については、調整したい。 

p.29に「産業経済活動」が柱に無いことについては、現在、関係各課とヒ

アリング実施中であり、現状では無いが、ヒアリングも踏まえて何か盛り込

むことができるか検討したい。 

 

部会長 ２年ほど前に府が大阪府を４つのエリアに分けて適応塾という取組を進め

ていた。ここは中部地域と言うことで、柱は経済・産業であった。そういう

意味でも産業経済活動は打ち出した方が良いかと思う。 

 

事務局 p.34 図表 20 の「実戦部隊」については、詳細を詰められていないので、

再度検討したい。 

 

部会長 やらなければという意図は分かるが唐突感があるので、検討して欲しい。 

 

委員 p.21の「省 CO₂化」という言葉に違和感があるが一般的な言葉なのか。「CO

₂削減」という言葉もあり、わざわざ「省 CO₂化」と書く意味があるのか、一

般的な言葉でないならば、分かりやすい表現に検討いただきたい。 
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p.27の「あたらしい仕事づくり」のところで、「製造工程の見直し等」と

あるが、間違いではないが漠然としている。「製造プロセスの高効率化と見

直し」というように具体的に書くべきであろう。いろんな製造業があるが、

機器を換えることと、製造プロセスの効率化は両方とも非常に大事な施策に

なると思うので、その部分をハイライトしてもいいと思う。 

 

部会長 大阪府では「省 CO₂化」という言葉を使っているか。 

 

オブザーバー 「省 CO₂」という言葉は「化」を使っているかは、今は確認できていない。

「省 CO₂」の方が一般的ではないか、ご検討いただきたい。 

 

委員 「化」はそう。見える化など、ついつい使ってしまうが、正しく使ってい

ただきたい。 

 

部会長 「化」を取る方向でいかがか。ご検討いただきたい。 

p.28については、具体に入れることを検討して欲しい。 

 

事務局 ご指摘を踏まえて修正していきたい。 

 

委員 p.22と p.28に「高反射塗料、熱戦吸収ガラス」とあるが「熱戦」ではなく

「熱線」である。また、書き方であるが（ ）部分「高反射塗料、熱線吸収

ガラス 等」は遮熱性として言われているので、（ ）の位置が「断熱性の向

上」の後ろにあるのはおかしい。「断熱性の向上、遮熱性の向上（高反射塗

料、熱線吸収ガラス 等）」ではないかと思う。 

p.25に「人工廃熱」と「人工排熱」の表記の混在があるが、「人工排熱」

の方が一般的であるので「排」統一で良いのではないか。 

p.37の「取組指標」に、部門別の指標が掲載されているが、部門横断型の

指標もあるのではないか。例えば、設備系で言うと、コジェネの導入比率や

ヒートポンプ技術の導入比率などがあるといいが、部門別には分け難いもの

である。検討ができるのであれば、部門横断型の指標についても検討して欲

しい。 

 

部会長 単純な修正はして欲しい。 

最後の部門横断的な指標についてはどうか。 

 

事務局 取組指標については、大阪府や他市の事例を参考に検討中である。 

部門横断型の指標についても、良い指標があれば取り入れていくよう検討

したい。 
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オブザーバー 森林の話についてであるが、八尾市においても NPO 等と連携して取組を進

めておられるが、国の方から、森林環境贈与税が市町村に来る制度があり、

それを活用した施策などは今後、市で考えられる部分であろうと思うので、

木材の有効利用や建物への二酸化炭素の固定など、それを活用した施策を担

当部局とご相談のうえ、書くことを検討して欲しい。 

 

部会長 森林環境贈与税の話が出たが、大阪市などは市域に森林が無いので、いた

だいたものを利用促進や普及啓発にしか使えないが、八尾市は森林を持って

いるので、ぜひ有効に活用いただきたい。 

 

 

 

（２）八尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）における温室効果ガス排出量の目標設定に

ついて 

＜意見等＞ 

部会長 全体に関して、目標がどこなのかというのが分かりにくい資料である。 

例えば、p.2の図表 3の注 1、注 2など読んで分かるのか。これは、市民に

示す資料ではないからか。 

結局、事業者としての八尾市の目標は、p.3（5）なのか。 

先ほど、「チャレンジ 80（やお）」と COOL CHOICEを掛け合わせた取組と

いう説明があったが、これも「チャレンジ 80（やお）」の意欲的な数値にな

っているのか。 

 

事務局 八尾市が行う計画なので、「チャレンジ 80（やお）」に掲げ市役所全体で

意欲的に取り組むという考えで掲げている。数字についても、具体的に年 1％

以上削減、と上げて国基準も満たすものであり、この目標で取り組んでいき

たいと思う。 

 

部会長 目標例を見ると、東大阪市や茨木市と同じか。こういう目標になるものな

のか。 

 

委員 これは事務事業編なので、八尾市の関連施設からの排出のみをまとめての

数値か。 

 

事務局 そのとおりである。八尾市が取り組むべき内容である。 

 

部会長 この資料で、私たちに求められているのは何なのか。八尾市はこういうふ

うにすると決めましたがどうでしょう、ということでよいか。 
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事務局 先ほどご議論いただいた区域施策編をとおして、八尾市としては一層取り

組むということを言っており、その根拠を示しているものである。 

 

部会長 さっきの区域施策編は審議だが、この事務事業編は報告のイメージでよい

か。それでは、委員は意見を言えばよいということでよいか。 

それでは、委員にはご意見をお願いしたい。 

 

委員 今の説明の根拠で目標を立てたと言うことなので、それはそれで理解した。

それに対して、コメントは、現時点では特に明確ではない。この事務事業編

だけではないが、将来的には脱炭素化を目指すと言うことだが、2030年まで

のゴールを書いているがそれ以降の戦略ことについては明確ではないが、そ

こについても議論されているのか。個々の話とは外れるが、今後詳しく検討

するのか。 

 

事務局 今は計画を 2030年、2050年にどうするのかを考えている。 

その後は、社会情勢や世界的な動向を踏まえ、計画進行の中で、大きな変

革があれば計画の見直しを行う。 

当面の間、2030年に 26％削減を目指すという形で取り組んでいる。その後

の話については、議論できていない。 

 

オブザーバー 大阪府も事務事業編を見直しているところでございます。担当部署が違う

ので詳細は分からないが、大阪府も 40％削減ですすめていると思う。国もそ

うだったかと思われる。それらの削減目標を考えると、妥当な目標と思う。 

確かに事務事業編の目標は分かりにくいかもしれない。 

排出係数を固定にするのかどうかで変わってくる。これから排出係数は大

事である。排出係数を固定にするようだが、府も同様だったと思う。府に戻

って担当者にも確認したいが、変動の可能性についてもご検討したほうが良

い。 

 

部会長 分かりやすいので、つい固定にしてしまうが、そうではない現実があるの

で、もう少し検討して欲しい。 

ありがとうございました。 

 

 

 

（３）その他 

事務局からの報告事項として、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２年度 第３回八尾市環境審議会温暖化対策部会は 11月 24日（火）夕刻に開催予定。

開始時間等は改めて報告。 

・令和２年度 第３回八尾市環境審議会は 11月９日（月）午後６時から開催予定。 



11 

 

・次回の 11 月 24 日に予定しています部会が最終となるので、本日いただいた課題について

は事務局で取りまとめのうえ、各委員及びオブザーバーさんにご相談をさせていただき、ま

とめたものを部会長に報告いただく形を考えている。11 月９日に次回審議会があるので、

10月 20日（火）ぐらいまでにはいただいた課題の相談をさせていただく。 

 

＜意見等＞ 

部会長 11月９日の次回審議会での報告資料は、今日の課題を踏まえ修正した計画

案にすると考えてよいか。 

 

事務局 審議会報告資料としては、本日の意見を受けて修正を行った資料の概要版

を作成し、そちらで報告したい。次回の部会に向けてその概要版も併せてご

確認いただきたいと考えている。 

 

部会長 委員、オブザーバーの方などにご相談あればよろしくお願いしたい。 

 

事務局 前回の審議会の際に、水道局の温室効果ガスの排出量が随分高く、ご質問

があり担当課に確認を行った。 

平成 28・29年に高安にある貯水場の送水ポンプの更新工事があったことに

より、エネルギーの使用量が増え、排出量が高くなったという原因があった

ので、報告させていただく。 

 

部会長 原因がわかると安心する。ありがとうございました。 

本日は、長時間に渡りありがとうございました。 

これで閉会とします。 

  

 

４ 閉会 


