
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）における削減目標・構成の見直し・施策体系 

● 削減目標（案） 
大阪府の掲げる 2050 年実質排出量ゼロを目指す姿として、2030 年度については、国の地球温暖化対策計画に掲げられている目標より厳しい目標

としました。 

 

● 構成の見直し                    ● 緩和策の施策体系（案） 
現行の八尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）と中期目標達成計画を 

１つにまとめ、整理を行うとともに、第６章に適応策に関する章を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 八尾市域からの CO2排出量を 

2030 年度までに 2013 年度比で 26%以上削減、2050 年度までに 80%以上削減を目指

す。 

国内外の情勢 

八尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）チャレンジ 80の改定に向けて

（骨子案） 

・パリ協定を踏まえ、2030年度までに2013年度比で26％、

2050年度までに80％の削減目標を掲げた地球温暖化対策計

画をH28年５月に閣議決定。 

・パリ協定やSDGs等の国際的な流れを背景に、イノベーション

の創出と経済・社会的課題の同時解決を図るとした第五次環境

基本計画をH30年4月に閣議決定。 

・国は日本版SDGsとして「地域循環共生圏」を打ち出す。「誰一

人取り残さない」を前提に、「環境」「経済」「社会」の統合的発

八尾市の現状と課題 
● 環境面の現状と評価 
・温室効果ガス排出量は東日本大震災を機に増加。その後は減少したものの、直近では震災前より増加。特に家庭部門・業務部

門の排出量の増加が大きい。 

・市民への意識調査（市内1,000名を無作為抽出。回答351名）で、気候変動による熱中症やゲリラ豪雨、大型台風等による

災害の増加に約9割の市民が「実感がある」と回答。 

追加市民アンケート（市内イベント来場者に実施。回答146名）では、将来の望ましい状況として選ばれた割合が高かった項

目は、「あらゆるごみがリサイクルされている」が約66％、「省エネルギーの意識の浸透・実施」が約65%であった。

・温暖化部会において、脱炭素化を進めるには、抜本的な社会システムの変革が必要である、との意見が複数出されている。 

・府の温室効果ガスの実質排出量ゼロ宣言を踏まえ、本市も脱炭素に取り組む必要がある。 

・

 

・高安地域には自然豊かな里山が残り、絶滅が危惧される希少生物（ニッポンバラタナゴ）が生息するが、温暖化による生息域

への悪影響が懸念される。 

● 経済面の現状と評価 
・製造業を中心に全国有数の中小規模の事業所が集積しており、企業間の連携等による効率的な CO２削減が必要。 

・事業所への意識調査結果（市内1,000事業者を無作為抽出。回答139事業所）では、製造業の回答が多い（約66％）ためか、

省エネ機器等を導入済の割合が約64％であり、事業所の省エネ化は進んでいる。 

・温室効果ガス排出量あたりの製造品出荷額等（炭素生産性）は、全国平均を上回り、意識調査結果同様に省エネが進んでいる

ことがうかがわれる。（八尾市：約 239 万円/t-CO2、大阪府※：約 81 万円/t-CO2、全国：約 83 万円/t-CO2）。 
※ 2017 年度の排出量は公表前であり、また、製造業の排出量が不明のため、2016 年度の製造品出荷額等を 2016 年度の産業部門の排出量で割って算出した。 

・一方で、低炭素電源の調達をしていると回答した割合が約８％、再生可能エネルギーの有効活用をしている割合が約 16％と、

エネルギーの低炭素化は十分と言えない。 

● 社会面の現状と評価 
・人口はH2年（国勢調査）がピーク。2030年想定人口は

24.4万人で今より約2万人減。一方で、世帯数は毎年増加

傾向である。 

・

 

・環境アニメイティッドやおを中心に、地域循環共生圏に向

けた先進的な取組が進み、温暖化でも先進的な取組が期待

できる。 

・自然環境会議八尾が大阪府の補助金を活用し、市民共同発

電を稼働させた（太陽光発電設備能力：6.48kW）。 
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市域の二酸化炭素排出量の推移 

八尾市域からの温室効果ガス排出量を 
2030 年度までに 2013 年度比で 26%以上削減、2050 年度までに 80%以上削減を目指す。 

● 適応策の施策体系（案） 

 

地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 改定のポイント

第１章　総論

（１）計画策定の趣旨

（２）計画の位置づけ

（３）計画期間

（４）対象とする温室効果ガス

（５）本計画の構成

第２章　八尾市の現状

（１）八尾市の地域特性

（２）温室効果ガス排出量

第３章 八尾市が目指す温室効果ガス排出削減
目標

（１）温室効果ガス排出削減目標

第４章　中期ビジョン

（１）重点取り組み

（２）リーディングプロジェクト

第５章　計画の推進にむけて

（１）推進体制の確立

（２）計画の進行管理

第６章　市民、事業者、八尾市の行動指針

（１）市民の行動指針

（２）事業者の行動指針

（３）八尾市の行動指針

（４）三者協働の行動指針

中期目標達成計画

第１章　はじめに

１－１　計画策定の趣旨

１－２　計画の位置づけ

１－３　計画の構成

第２章　八尾市の現状と目標

２－１　八尾市の排出特性と現状

２－２　八尾市の削減目標

第３章　八尾市の将来像

３－１　平成32年度（2020年度）の社会想定

３－２　平成32年度（2020年度）の将来像

第４章　対策と削減可能量

４－１　削減化の量の推計の考え方

４－２ 電力の原単位改善にともなう削減効果
について

４－３　部門別削減可能量推計

４－４　施策の考え方について

第５章　目標達成のための施策体系

５－１　５つの方策

５－２　施策体系図

第６章　推進体制

６－１　推進体制

６－２　計画の進捗管理

（新規追加）
第６章　気候変動に対する適応策
・本市において影響が現れている、または
　今後想定される事項に関する整理及び
　今後の取組について整理を行う。

第７章　推進体制
・現行計画と同様に推進体制と進行管理
　について記載する。

第８章　市民、事業者、八尾市の行動指針
・現行計画と同様に市民、事業者、八尾市
　の行動指針について記載する。

第１章　計画の策定背景
・IPCCやパリ協定等の世界的な動向を
　中心に記載を行う。
・緩和策とともに適応策両輪での対策が
　必要な　点について記述する。
・計画の基本的事項について整理を行う。

第３章　八尾市の将来像
・2030年度、2050年度の八尾市の将来像
　を示す。

第５章　温室効果ガス排出削減に向けた緩
和策による取組及び施策
・将来推計結果および削減目標について
　整理を行う。
・大きな方向性と今後10年間に関する取組
　を記載する。

第２章　八尾市の現況
・自然、社会特性と現況をあわせて掲載
　し、温暖化対策に関連する現況と課題
　について整理を行う。

第４章　温暖化対策の方向性と削減目標
・将来推計結果および削減目標について
　整理を行う。

展に取り組むこととしており、八尾市を含めた先進地域での

取り組みが始まりつつある。 

・気候変動による被害を回避・軽減するためにH30年12月に

「気候変動適応法」が施行。 

・府は「大阪21世紀の新地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）」を改定中。 

・府知事が「2050年までに府内の二酸化炭素の排出量・実質

ゼロを目指す」と昨年10月表明し、府の目標への対応が求

められている。 

資料３ 

 

●
・実質排出量ゼロを目指して、より踏み込んだ、実効的な取組を推進。 

・本市の特徴である市民・事業者の力を活かすため、環境・経済・社会の発展的統

合を目指し、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。 

・環境アニメイティッドやおを中心に取り組んでいる「地域循環共生圏」づくりの

活動を契機に、市内で地域循環共生圏づくりの取組をさらに展開。 

・本市の誇る産業集積を、環境・経済・社会のそれぞれの発展への活用を目指す。 

・気候変動の影響が顕在化しつつあることを踏まえ、まちのあり方を抜本的に見直

し、脱炭素のまちづくりを進める。 

・市民一人一人が気候変動を自分事としてとらえることで、脱炭素に向けた効果的

な行動変容を促し、市民の積極的な活動をより多く生み出す。 

八尾市の「環境・経済・ 

社会」のポテンシャル 
経済 

・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 

・地域のエネルギー資源は乏しい 

社会 

・河内の中心として続く歴史と文化 
・人のつながりが密で、新たな躍動
を応援・支援する基盤が手厚い 

環境 

・高安地区の里山に生物多様性が維持されている 

・活動の担い手と専門家との連携が進む 

・産業の集積を環境に生かせるポテンシャルが大きい 

八尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の基本的事項 

 

 

 

方策１．ひとづくり、場づくり
施策案 取組の具体例（案）

人材育成の推進 活動リーダーの養成　等

学校での環境教育の実施

学区での環境活動の促進　等

方策２．脱炭素型ライフスタイル
HEMS等によるCO2見える化による省エネ・省CO2への行

動変容（拡充）

省資源・ごみ減量　等

自然エネルギー利用
太陽光発電、太陽熱、バイオマス等利用の推進（拡充）
等

既存住宅での省エネ改修の推進

新築建築物でのZEH・省エネ型住宅の推進（拡充）　　等

機器のエネルギー効率向上 高効率機器の普及　等

エコカーの普及（新規） FCV,EV等のエコカーの普及　等

シェアリングサービスの利用（新規） カーシェアの推進　等

方策３．自然あふれるまちづくり
公共空間の緑化　等

民有地の緑化推進　等

クールスポットの創出（新規）　等

CO2吸収源の保全・拡充 森林整備の促進　等

方策４．にぎわいのあるエコまちづくり
地産地消の推進　等

地域新電力の設立・運営、地域資源を活かしたエネル
ギー創出（拡充）　等

自転車の利用促進・サイクリングロードの整備

グリーンスローモビリティによる公共交通の整備　等

方策５．あたらしい仕事づくり
中小企業の創エネ・省エネ・蓄エネ促進

事業所での廃棄物削減

企業間におけるカーボンオフセット（新規）

公共施設の創エネ・省エネ・蓄エネ促進　等

ソーシャルビジネス、NPO活動の活性化

技術開発の促進と成果普及　等

事業所でのCO2削減

環境産業の創出（CO2削減貢献）

環境の場づくり

チャレンジ80とCOOL CHOICEの率先

低炭素住宅・省エネ住宅の普及

まちの緑化（ヒートアイランド対策）

地域資源の活用

歩いて暮らせるコンパクトなまち

● 計画改定の背景 
現行計画が令和２年度に中期目標期間を終了

し、また平成 30 年に中核市に移行したことを

踏まえ、今後の気候変動対策の方向性を示す。

● 計画の期間 
上位計画と整合を図り、令和 32 年度までを
視野に入れ、令和 12 年度までを中期目標期
間に定める。 

・指標を設けて毎年、取組の点検・評価を実施。 
・PDCAサイクルによる推進管理体制を導入し
必要に応じて、計画の見直しを図ります。 

● 改訂趣旨 
・「地球温暖化対策の推進に関する法律」第19条

第２項に基づき地域全体から排出される温室

効果ガスを削減対象とした地球温暖化対策に

関する実行計画です。また、「地域気候変動適応

計画」を包含した計画とします。 

● 計画の対象 
対象地域：八尾市全域 

・対象の温室効果ガス：地球温暖化対策推進法
に定める７種類のガス 

分野 方向性

自然環境（希少種のニッポンバラタナゴ等） 生息状況のモニタリングや生物多様性の保全等

農業（特産物の若ごぼう等の農産物等） 高温による影響が少ない品種の選定・転換等

健康（熱中症等）
気象情報の提供や注意喚起、予防・対処法の普及

啓発

自然災害（水害等）
洪水調節施設等の整備、既存ストックの機能向上、

BCPの強化


