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令和２年度 八尾市環境審議会 第３回 温暖化対策部会 会議録 

 

○ 日  時  令和２年11月24日（火）午後５時30分～午後７時35分 

 

○ 場  所  八尾市役所８階 第２委員会室 

 

○ 出席委員  花田委員、鍋島委員、原委員（オンライン） 

 

○ 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、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  チーム長 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・チャレンジ８０）案について 

① 主な修正内容について 

② 取組指標について 

（２）第３次八尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）案について 

（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・チャレンジ８０）案 

資料２： 第３次八尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）案 
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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 審議事項 

（１）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）案について 

① 主な修正内容について  

＜意見等＞ 

部会長 主な修正箇所について説明いただいた。何か意見はあるか。 

p.14図表 14について、要因分析が入り分かりやすくなった。廃棄物

部門の表現で、前半はよいが「サーマルリサイクルを開始したことが

要因と思われる」の表現が引っかかる。今まで分けていたものを、燃

やすようになったということか。説明願う。 

 

事務局 担当課に確認した。平成７年に焼却工場の建て替えを行い、その際

に発電設備を導入した。建て替え以降、サーマルリサイクルを開始し

たことでプラスチックの焼却量が増えている。 

 

部会長 どうして焼却量が増えたのか、理由を書いていただきたい。サーマ

ルリサイクルを開始すると焼却量が増えるというのはおかしい。 

 

委員 私も同じところで引っかかった。 

 

事務局 不適切なところがあるため、再度確認をし、修正する。確認した内

容を速やかに提示させていただく。 

 

委員 サーマルリサイクルについては、焼却量が増えれば温室効果ガスが

増えるが、発電すればライフサイクルによって温室効果ガスがその分

減る。サーマルリサイクル自体はエネルギーを回収して、その分の温

室効果ガスを減らすことが出来る。表現がその部分と混ざっているよ

うなので、整理いただきたい。 

 

委員 p.37図表 22に国の削減目標が記載されている。これを見ると、国の

目標よりも産業部門と廃棄物部門は大幅に減らさないといけないこと

になっている。p.38図表 23の取組指標の目標の決め方は八尾市の
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2013年度比の削減率を満たすためにどこまで減らせば良いかというこ

とを考慮して目標を決めたという理解で良いか。 

 

事務局 その通りである。 

 

委員 

 

そうすると、産業部門と廃棄物部門に関してはかなり頑張らないと

いけないことになっているのではないか。産業部門・廃棄物部門を頑

張ることが基本施策の方に反映されているのか。基本施策から読み取

れるのか。 

 

事務局 産業部門は事業者の取組となっており、また、廃棄物部門について

も事業者が関わってくる。各施策で具体的な取組を上げている。各主

体が施策の中で取り組みを進めていただくことを考えている。 

 

委員 

 

国の目標よりも随分と削減しないといけないということは、かなり

思い切ったことをしないといけないと思うが、そこを強調して書かれ

てはいないのではないか。最後の p.37になってようやく頑張らないと

いけないことが分かるので、これで良いのか。 

特に、廃棄物部門の 20％削減は、焼却量を減らすことで達成できる

ということは、具体的にはプラスチックを燃やさない方法を考えると

いうことになるのか。 

 

事務局 p.38図表 23の廃棄物部門の目標値 57,000tは、関連計画である一般

廃棄物処理計画で、2028年度を目標にごみ減量方針を掲げており、そ

の目標値を記載しているため、温暖化対策部会で示す各項目として

は、いかに焼却量を減らして 57,000tになっていくのかは少し分かり

にくいと認識しているが、関連計画の方で詳細を記載している。 

その中で、ごみの絶対量の削減と温室効果ガス削減という観点では

プラスチック含有割合を減らすことを進めていくとしている。 

八尾市では現在、８種分別として容器包装プラスチックの分別を行

っているが、今後、法律の改正も予定されており、国の方針を踏まえ

て焼却されるプラスチックを減らすよう分別を見直すことも必要と考

えている。 

 

委員 

 

炭素含有量の多い廃プラスチックの焼却量を減らす必要があるが、

その点が図表 23からは読み取りにくい。 
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事務局 詳細の取組については、一般廃棄物処理計画に記載しているが、他

の指標についても、この指標のみでは中々分かりにくいので、p.38に

取組指標を示した。廃棄物の所管課で組成分析をしており、その結果

を活用しながら進捗管理を行い、また、提示していきたいと考えてい

る。 

 

委員 取組指標とは別に進捗管理の指標をいくつか考えるということか。

原単位が減っているか確認し、同時に進捗管理もしていかなければな

らない。 

 

部会長 審議事項（1）の②取組指標についてはこのことか。 

 

事務局 その通りである。 

 

部会長 そうであれば、次の議題でまた改めてご意見を伺いたい。 

 

委員 p.38図表 23の表記について、補足説明の注１～注 6が実績を示すの

か目標を示すのか分かりにくいので、表の中に「※注 1」と示すとよ

い。 

運輸部門の次世代自動車・エコカーの普及台数と部門横断的の再生

可能エネルギーの導入量の目標は、方向性として増加となるのは仕方

ない。定量的に示すのは難しいが、どのような考え方で行くのかを示

す必要がある。 

 

部会長 

 

運輸部門は、自動車の全体量が減るとよくなる。エコカーの割合が

増えるという意味だとは思うが、指標では台数となっているのは気に

なる。次の②で議論させていただく。 

資料編の用語解説、p.40に KESがあるが、八尾市は KESを使ってい

るのか。 

 

事務局 その通りである。 

 

部会長 p.41エコカーの記載は本文中のｐ.38の５車種に合わせるべきであ

る。燃料電池自動車と水素自動車は同じである。ハイブリットとプラ

グインハイブリットがある。エコカーがこの５車種でよいか。出典が
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大阪府の大阪エコカー普及戦略となっているが、天然ガス車も化石燃

料であるので、それをエコカーに含めてよいか気になるところではあ

る。また、排出係数の説明は記載されているのか。 

 

事務局 p.39の CO₂排出係数として記載している。 

 

部会長 エコカーについての記載を大阪府と揃えた方が良いが、この５つが

エコカーで良いのか。 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ エコカー普及戦略が 2020年度までとなっており今年度で終わる。次

期戦略について今後どうするかは検討中である。 

 

事務局 現状でエコカーが八尾市に何台あるのか、エコカー普及戦略でし

か、指標の実績を把握することができない。 

 

部会長 エコカーについては情勢が変わってきているので、大阪府の次期戦

略を待ちたい。 

 

 

② 取組指標について 

＜意見等＞ 

部会長 取組指標について、先ほどの指摘についてはどうか。 

 

事務局 運輸部門の目標については、台数を府の大阪エコカー普及戦略から

引用している。2030年にどれだけエコカーが増えたら 28％削減目標が

達成できるか算出できないため「増加」としている。 

大阪府の大阪エコカー普及戦略は今年度までで、2020年までにエコ

カーの普及率 50％の目標を掲げているが、府の次期戦略が検討中で

2030年に向けての方向性が未確定のため、八尾市として検討し現時点

では台数とした。 

 

委員 色々と不確実性があるので定量的には示せないということだと思

う。次世代自動車・エコカーの台数ではなく、割合も考えられるだろ

う。不確実性はあるが、「増加」に向けた考え方や方針など、2050年脱

炭素に向けた現時点の意思表明をここに示しておくとよい。 
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事務局 説明文を追記して示すことを検討する。 

 

委員 現時点では不確実性があることも示した上で、2030年に向けて色々

と検討していくということを注意書きで書くことを検討いただきた

い。 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ エコカーの件で補足させていただく。エコカーは環境保全課が所管

しており、そこで次期戦略を検討中であるため、詳しく把握はしてい

ないが、エコカーの定義には、超低燃費車なども入っていたものの、

ZEVを中心とした電動車の普及を促進する方向のため、今回から対象外

になっていくと思われる。電動車とは電池を積んで電気を使って動け

るもので、当面、電気自動車、プラグインハイブリッド車、ハイブリ

ッド車が対象と聞いている。 

大阪府ホームページのエコカー普及戦略のところで、市町村別の燃

料電池車(FCV)、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHV)の

登録台数を公表している。この公表資料が NOx・PM法に基づいて公表

されていれば今後無くなる可能性はあるが、引き続き公表できないか

所管課と調整したい。 

 

部会長 電動車の中には、燃料電池車（FCV）、電気自動車(EV)、プラグイン

ハイブリッド車(PHV)入ることは納得できるが、ハイブリッド車(HV)は

入るのか。 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ ハイブリッド車（HV）も電動車に入ると聞いている。 

 

部会長 世界的な流れでは、ガソリンを使う自動車はエコカー認定から外れ

ていく流れがある。 

例えば、アメリカの渋滞を緩和させるために作られた特別な車線で

あるカープールレーンからハイブリッド車が除外され、今はおそらく

プラグインハイブリッドもだめだろう。世界的にはガソリン車を作る

ことを禁止する方向である。2050年ぐらいまでにはガソリン車は全く

無くなってしまうであろうと思われる。そう考えた時に、どこまでを

エコカーとするのかというのは凄く難しいと思う。 

今の大阪府の電動車の考え方はわかりやすい。それだと、クリーン

ディーゼル車や天然ガス車も入らない。化石燃料は座礁資産でもう使

えないので、化石燃料を使う車はエコカーから外れてくるだろう。 
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ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 大阪府環境審議会の議論では、2050年 CO₂実質ゼロに向けてゼロエ

ミッション・ビークル(ZEV)を推進するにあたり、自動車は 10年くら

いで入れ替わり、建物に比べて更新スパンが短いので、まずこの 10年

間はハイブリッド車を電動車に含めて進めていく方向が現実的ではな

いかとなっている。 

 

事務局 エコカーの定義は税制の改定もあり、大きく変わることが分かって

いる中で難しい。新たなエコカーも出て来る可能性もある。13,069台

の内訳を把握した上で進行管理し、新たなカテゴリーも把握すること

も考えている。従前のガソリン車等との比較などを行うことにより進

行管理したいと現段階では考えている。 

 

部会長 今は何をエコカーにするかの議論であったが、それとは別に、どこ

かに 50％以上削減との目標の記載があったが、エコカーの普及割合と

して示してはどうか。 

 

事務局 エコカーの台数の割合は、大阪府がホームページで公表している内

訳の平成 30年現在の実績値は把握できる。そのため、全体に対するエ

コカーの割合を出すことは可能である。 

 

部会長 割合とは全ての自動車の登録台数に対するエコカーの割合か。 

 

事務局 どちらでも可能である。 

 

部会長 割合の方が、納得がいくのではないか。これは排出量を減らす話な

ので、排出量を減らすためには、自動車に乗らない、もしくはエコカ

ーに乗るということ。「エコカーの割合を増やします」としたほうがよ

いのでは。 

 

事務局 割合の算出については、大阪府のホームページに公表されている台

数の数値を使っている。今後、府の公表が継続するのかについては不

明であるため。 

 

部会長 それは別の話である。府の公表如何は台数でも割合でも同じことで

はないか。 
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事務局 指標を何にするかについては、連続性を含めて考えると難しい点も

あるが、エコカーについては割合でも台数でも同じであるので、割合

を記載させていただく方向で考えたい。ただ、エコカーの定義につい

ては、現段階では不確実なものであるので、その都度、その数値がど

ういったものなのかを併記していきたい。 

 

部会長 それでお願いしたい。今回の指摘事項について修正したものが、次

回の審議会には答申案として出てくるとして考えて良いか。 

 

事務局 本来は、本日確定できることが望ましいが、今日いただいた意見を

反映して、その変更内容について委員、オブザーバーに確認いただい

た後、部会からの報告としたい。 

 

部会長 承知した。運輸部門については、それでよいか。 

 

委員 私も、普及台数という指標は引っかかっていた。この指標だとガソ

リン車が仮に増えてもエコカーの台数だけが増えていればよいという

ことになるので意味がない。目的は運輸部門からの温室効果ガス排出

量を減らすことなので、そのためには車を使わない、もしくは、次世

代自動車に代替していくことになる。割合の方がよいだろう。目的の

ために何を把握すべきか、適切な指標を検討いただきたい。 

 

部会長 割合と併せて各種のエコカーがそれぞれどの程度増えているかも把

握いただき、見せていただくと、ガソリン車がどうなっているのかも

分かるので、目標としては立てやすい。 

 

委員 

 

先ほど指摘させていただいた点であるが、p.21の削減率の値と p.37

の削減率の値が分かりにくい。p.21では BaUの値が入っており、何も

対策を打たずに人口減少等要因により減っていくことを加味した値

で、さらに、産業部門で 2％、廃棄物部門で 1.2％減ることになってい

る。産業部門と廃棄物部門は新たにしないといけない対策が少ないと

いうことなのか。 

 

事務局 p.21 は実績値が平成 28(2016)年度と比較している。p.37は基準年

が 2013年度である。そこからでも産業部門では減っている。比較はし
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にくい。何もしなければ BaU の通りである。p.21になると産業部門で

は 2％になる。 

 

委員 産業部門と廃棄物部門では自然減は少ないということでよいか。 

 

事務局 p.21 に何もしなかったケースと対策を講じたケースを a と b で記載

している。それほど大幅には減らないということになる。 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 1-b/aはマイナスにならないのではないか。 

 

事務局 現状で何もしなくても減る値が aであり、そこからさらに対策を打

って頑張った値が bであるため、必ず aのほうが大きい値となってい

る。b/aは必ず 1より低い値となる。現状よりさらに頑張った値がこの

削減率となる。 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 1-b/aだとマイナスにならないので、プラス 1.2％となる。概念が違

う。 

 

事務局 削減率となるなら▲はいらない。増減率なら▲がいる。表記が誤っ

ていた。▲を取る。 

 

部会長 そもそもこの削減率とは何が言いたいのか。 

 

事務局 p.21については、2030年までに対策を打った場合と、何も対策をし

なかった場合を示している。 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 廃棄物の分野ではそこまで頑張らなくても目標を達成できるが、業

務部門、家庭部門などはしっかり対策を取らないと達成できない状況

であるというのが主旨ではないか。 

 

部会長 よく分かった。その内容が、伝わらないと意味がない。結局はオブ

ザーバーが言われた通りのことである。どうしたら伝わるのか。 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 原因として考えられるのは、p.20図表 18のケース②の説明が少ない

からではないか。ケース②が中期目標となることが分かりくい。ケー

ス②と中期目標の関係をしっかりと記載してはどうか。 



10 

 

 

事務局 ケース②について追記して、提示する。 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ ケース②は対策もしている数字なのか、電力の排出係数だけを触っ

ている数値ではないのか。 

 

事務局 ケース①、②は電力排出係数を 0.37にしただけである。 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 対策を積み上げたものはどこにあるのか。 

 

地域計画建

築研究所 

似たような数字が並んでいて、分かりにくい部分があり、申し訳な

い。目標については p.19図表 17に示している。ケース①、②は電力

排出係数を変更したものであるが、ケース②でも今後、施策が必要で

ある。そのことが分かるように修正していく。 

 

部会長 最初に委員が指摘した通り、図表 19と図表 22は２つあると混乱を

招くのではないか。図表 19は必要なのか。丁寧に説明を聞けば分かる

が、なかなか理解が難しい。 

 

委員 図表 19と図表 22の印象が随分と異なるので混乱した。図表 19の中

期目標（ｂ）列と図表 22の目標年度排出量目標は同じ値である。基準

年は異なるが、図表 19の説明では産業部門と運輸部門はあまり頑張ら

なくてよいが、図表 22を見ると逆のような印象を受けるので改善いた

だきたい。 

進捗管理の指標はどこかに示すのか、どのような扱いを考えている

のか。p.38の文章が少ないので、何らかのものを文章で追記いただき

たい。 

 

事務局 エネルギー消費量を取組指標として挙げている。進捗管理の数値と

していきたい。 

運輸部門の取組指標は割合とする。産業部門や民生部門などは、将

来予測は提示できず、目標値の設定が困難であった。今後報告の際に

は、家庭部門の世帯当たりのエネルギー消費量などが分かるように合

わせて実績も示させていただきたい。 

よって、今後、報告する際には、実績等も合わせて示していくと追

記させていただきたい。 
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委員 取組指標とは別に、原単位でも進捗を管理していくなどと記載する

と分かりやすい。 

 

事務局 先ほどいただいた指摘事項と併せて、加筆した上で提示させていた

だく。 

 

委員 先ほどのシナリオの話も何を訴えるのか含めてご検討いただき、ど

ういう情報を残すのか、整理いただく必要がある。事務局として改善

していくと受け取ったので、特に追加の意見はない。 

 

部会長 ケース②と中期目標、図表 22は削減目標を示しているものである

が、ふと、何を示しているものなのかと思う。ここに国の削減率目標

が参考として記載されているのは、国目標よりもさらに削減できると

いうことなのか。図表 22も全て▲が付いているが違和感がある。 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 先ほどの議論でもあったように、削減率ではマイナスを付けるのは

おかしい。 

 

事務局 そのとおり、削減率であればマイナス表記はおかしい。図表 22に本

来▲は必要ない。そのため▲は削除する。 

 

部会長 取組指標については説明が不足している。進捗管理についても丁寧

に触れるべきである。 

 

 

（２）第３次八尾市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）案について 

＜意見等＞  

部会長 p.16の「公共施設への ESCO事業の導入推進」の「ESCO」やその下の

「ZEBの推進」の「ZEB」などが半角と全角が混ざっているので確認の

上、統一いただく。p.21エコカーの説明で、燃料電池自動車と水素自

動車とあるため、重複をなくす。 

 

委員 p.5図表 5について平成 30年は自動車起源 CO₂が抜けているのでは

ないか。p.6の教育委員会の増加傾向の理由はエアコン導入が進んでい

るためか。 
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事務局 図表 5の平成 30年は抜けているので修正する。教育委員会の増加傾

向の理由は確認の上、お伝えする。 

 

委員 p.9の図表 11再生可能エネルギー導入量には、焼却工場のごみ発電

は入っているか。太陽光発電のみか。 

 

事務局 焼却工場の排熱利用は入っていない。太陽光発電等だけである。 

 

委員 入れることはできないのか。 

 

部会長 バイオマスの一部だと思われるので、カウントできるのではない

か。 

 

事務局 発電量が把握できていない。 

 

地域計画建

築研究所 

補足すると、ごみ発電は行っており、数値も把握できるが、一部事

務組合が行っており、八尾市とは別の行政組織であるため事務事業編

の対象外となっているのが現状である。 

 

委員 大阪府としてはカウントしているのか。 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 八尾市の事務事業編としては対象外である。一部事務組合も地方自

治体のため、本来は実行計画の事務事業編を作る必要がある。 

委員のご指摘は、区域でどの程度の再生可能エネルギーが入ってい

るかとの質問であろう。大阪府では、平成 26年に作成したエネルギー

地産地消推進プランに基づいて、現状及び将来の量や区域の清掃工場

の発電量を把握している。 

 

委員 八尾市の実績としてはカウントできないということか。 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 八尾市の事務事業編には入らないということである。 

 

委員 p.16の重点的な取組①で「ごみ焼却工場の排熱利用の拡大等の未利

用エネルギーの利用」が記載されているが、例えば、ごみ焼却場の排
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熱を病院の給湯や暖房への利用により都市ガスの消費が減るなどでカ

ウントできるということか。 

 

事務局 そうである。利用拡大の可能性について検討していきたい。 

 

委員 事務事業編でどこまで取り扱うかという話しであるが、例えば、p.8

図表 10では汚泥焼却量や浄化槽人槽が入っている。メタンや N₂Oなど

温室効果ガスの割合が非常に高いものが出て来ている。下水や上水の

管轄であるかと思うが、メタンガスの回収や利用など、再生可能エネ

ルギーの観点では色々と可能性がある。ここでは下水や上水のことも

入っており、どこまで八尾市の事務事業編として範疇になるのか、知

識がないとどこまで対象になるのかが分かりにくい。初めに定義を示

すなど、整理が必要ではないか。 

 

部会長 例えば、p.2の計画の位置付けで、事業者としての八尾市の温室効果

ガス排出削減の計画であることを触れてはどうか。あるいは、p.3の

1.4でもよい。区域施策編との違いが分かるように、あくまで八尾市を

事業者として考えたものであることを書いてはどうか。 

 

委員 汚泥は下水道局のように感じる。あくまで 1.4に記載があるところ

が対象であるとの理解でよいか。 

 

事務局 補足であるが、汚泥は、衛生処理場での処理である。下水道につい

ては、広域下水道なので八尾市で処理しているものはない。 

 

委員 削減率について、p.7図表 9では増減率となっており、▲の使い方も

問題ないが、文書をまたいで混乱しないように統一して使っていただ

きたい。 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 先ほどの市を対象とすることは、p.2の 1.2計画の位置付けの 4行目

で「市役所自らの事務及び事業の実施に伴い発生する温室効果ガスの

排出削減等の計画」と記載している。八尾市はし尿処理場を持ってい

るが、し尿処理場はどこの所管か。水道局か。 

 

事務 し尿処理場は市長部局である。 
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ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 衛生処理場からと図表の下に追記してはどうか。 

 

事務局 分かりにくかったので、そのように記載する。 

 

 

（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４回環境審議会は 12月 25日（金）午後１時半から開催予定。 

＜意見等＞ 

特になし 

 

３ 閉会 


