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令和２年度 第３回八尾市環境審議会 会議録 

 

○ 日  時  令和２年11月９日（月）午後６時00分～午後８時00分 

 

○ 場  所  八尾市役所 本館８階 第２委員会室 

 

○ 出席委員  曽和会長、花田副会長、鍋島委員、西村委員、平栗委員、阿瀬委員、 

岡見委員、竹元委員、徳山委員、中島委員、森田委員、原田委員 

 

○ 欠席委員  梶井委員、原委員、前迫委員 

 

○ 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、 

小山係長、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 

 

○ 当日次第 

１ 開会 

２ 審議事項 

八尾市環境総合計画（案）について 

３ 報告事項 

令和２年度 第２回 温暖化対策部会について 

４ その他 

５ 閉会 

 

○ 配付資料 

資料１：八尾市環境総合計画（案） 

資料２：令和２年度 第２回 八尾市環境審議会 温暖化部会報告 概要版 

参考資料１：数値管理指標（案） 

参考資料２：八尾市環境総合計画 資料編 

参考資料３：令和２年度第２回八尾市環境審議会温暖化部会報告素案（抜粋） 
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○ 議事の概要及び発言の趣旨 

１ 開会 

 

２ 審議事項 

八尾市環境総合計画（案）について 

＜意見等＞ 

 【事務局説明】第１～３章の説明 

 

会長 第１章から第３章は全体としての総論的な課題についてまとめてお

り、これまでも議論をしてきたところである。p.14の環境指標の目標値

などは今回初めて提示か。 

 

事務局 はい。 

 

会長 何からでも結構なので、ご意見、ご質問をいただきたい。 

 

委員 p.14の基本方針Ⅱについて 1人当たりの家庭系ごみの減量は、どの程

度減らせばよいのか分からない。ごみの環境負荷というのは微々たるも

のではないのか。市民が求めるごみに関する問題は市内で散乱するごみ

や河川に浮遊しているごみである。家庭から排出されるごみはそこまで

問題では無いのではないか。 

 

会長 どれぐらい減らせば良いかの目標値は、今回出されているのか。説明

願う。 

 

事務局 ご指摘のとおり、ごみの減量だけをすれば良いものではなく、１つの

要素であるとご理解いただきたい。目標値も一般廃棄物処理計画の審議

会の方で数値を検討しているので、そちらの数値を参照している。家庭

からのごみ排出量については、家庭から出るプラスチックの割合が二酸

化炭素の排出量の算定に関わる。今回、高い目標を設定しているため、

多岐にわたる分野の中の１つの指標と考えていただきたい。 

 

委員 プラスチックごみだけを減らすということなのか。 
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事務局 プラスチックごみだけを減らすわけではないが、毎年、ごみの組成分

析を実施しており、その結果の中でのプラスチックごみの割合が廃棄物

部門の二酸化炭素の排出量の根拠になっている。 

 

委員 プラスチックごみは分別しているのではないか。 

 

事務局 八尾市の場合、容器包装プラスチックについては資源ごみとして市民の

みなさんに８種分別にご協力いただいて分別収集している。資源物につい

ては、近く法律の改定により製品プラへの対象拡大が検討されているが、

現時点では、可燃ごみとして排出されたごみの中に一定量のプラスチック

ごみが含まれており、それらを削減するためにもごみの減量は今後とも必

要であると考える。 

八尾市の家庭から出るごみは、八尾市と大阪市、守口市、松原市の４

市で構成する一部事務組合の大阪広域環境施設組合で運営する工場で焼

却されている。家庭ごみの中に紙ごみやプラスチックごみなどの資源ご

みが入っていると、資源物がリサイクルに回らず、焼却処分には分担金

が発生し、市民のみなさんの税金が投入され、CO₂も発生することとな

る。基本方針Ⅱは資源循環という考え方であるので、ごみの量を減らす

ことだけの指標ではなく、燃やすより資源として有効活用していくこと

によって循環型社会が形成され、併せて CO₂の削減にも寄与していくと

いう考え方である。家庭からごみを排出いただく際に３Ｒを進めていた

だく指標として掲載している。また、プラスチックごみについては「プ

ラスチックごみゼロ宣言」を行っており、それに基づいて取組を進めて

行く。河川のごみはまた別途取り組んでいくことになるが、家庭から出

るごみも重要である。毎年、ごみ処理の運営のための分担金として、８

～９億円を負担している。家庭ごみの減量は負担金の軽減にも繋がり、

減量分ついては負担金の還付金として戻ってくるので、減量による相当

な効果も出ている。ごみ減量は引き続きご協力いただきたい。 

 

委員 プラスチックごみの範囲をもっと増やせば良いだけではないのか。 

 

会長 基本方針Ⅱについては、p.19に食品ロスの削減や、プラスチックの削

減、排出抑制、再使用の促進など具体的に記載されている。委員はここ

に記載していることに反対とのご意見なのか。 
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委員 ごみの環境負荷は少ないので、そこまで大きく取り上げなくて良いの

ではないかと考える。 

 

会長 私は、ごみ問題は環境問題において大きな影響を与えると考えるの

で、ここに掲げることに問題ないと思う。特に反対がなければ、このま

ま進めてよいか。 

 

委員 参考資料１の数値管理指標と資料１p.14表２の環境指標目標値との関

係性はどのようなものか。 

 

事務局 環境指標目標値は環境総合計画の基本方針ごとに設定した代表的な指

標である。参考資料１の数値管理指標は、前回の審議会で、代表指標以

外の定量的・定性的評価がいるという意見を受けて案として示した指標

である。数値管理指標は目標値を定めず定量的・定性的に基本施策ごと

に設定し把握していくものである。 

 

委員 例えば、基本方針Ⅵの環境指標目標値として市民環境講座の参加者数

や基本目標Ⅳに里山保全に関する活動回数などがあるが、数値管理指標

にはないので関係性がわからない。代表指標として個別具体的で細かい

指標ではないか。里山保全に関する活動回数は、何の活動なのか。 

 

事務局 環境指標についても、数値管理指標と同じく数値を把握していくもの

である。但し、数値管理指標については目標値を設定しない。市民環境

講座は、環境アニメイティッドやおが主催する多様な団体が関わった協

議会の取組である。そぐわない指標があれば、ご意見、ご提案をいただ

きたい。 

里山保全の活動回数は、神立での清掃活動団体や高安山の森林整備活

動団体等、合計３団体が月１回で活動しており、合計年間 36回として計

上している。 

 

委員 里山の活動は、各団体がそれぞれ主体的に行っている活動であり、市

がそれらの団体の活動を今後支援するのであれば、目標値として設定し

て良いが、団体が独自で取組を行っている現状では市の指標の目標とし

てそぐわないのではないか。ここに指標として用いることを反対してい

るのではなく、今後、市が市民の活動を活発となるように支援していく

という方針の下での目標値であればよい。 
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事務局 第４章の各施策の取組のところで、市としての取組内容を記載してい

る。その中で、市としては、里山保全活動について、中間支援組織と協

働して支援をしていくことを考えている。支援をしながら活動をみなさ

んと一緒に進めたい。 

 

委員 市民環境講座の参加者数は環境指標目標値としては狭いのではない

か。例えば、把握は難しいとは思うが、八尾市市民活動支援ネットワー

クセンターつどいと協力して、地域の環境団体の会員数の伸びなど、地

域の環境保全活動が活発になっていくことが分かる具体的な数としては

どうか。 

 

会長 何を指標にするのかは、難しい面もある。基本方針Ⅳの里山保全に関

する活動回数は 36回が並び、今の水準を落とさないようにするという目

標のように見える。代案はないが、今の意見を聞いて何か別の指標があ

れば良いと思う。 

 

委員 環境指標目標値と参考資料１の数値管理指標の違いが分かりにくい。

これを何のために作ったのかということである。騒音について、環境指

標目標値が記載されているが、数値管理指標では騒音に関する項目がな

い。あえて載せていないのか、理由はあるのか。 

 

事務局 数値管理指標は、計画の進行管理をしていく上で代表指標を補うため

の数値を別途提示したものである。代表指標に前回入れていなかった道

路交通騒音を入れさせていただいたので、数値管理指標には騒音の項目

はない。 

 

委員 

 

 

 

基本目標Ⅰの市域の温室効果ガス排出量の環境指標は、数値管理指標

の産業、民生、運輸、廃棄物の各部門の合計ではないのか、別の数値な

のか。 

 

事務局 数値管理指標の CO₂排出量４部門を足したものが市域の温室効果ガス

排出量である。 

 

委員 それでは指標が重複しているのではないか。 
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事務局 そのとおりである。温室効果ガスについては、環境指標が細分化され

たものが数値管理指標となっている。別の指標が良いということも考え

られる。 

 

委員 そのあたり、数値管理指標を作る意味をもう少し明確にした方が良い

のではないか。また、数値管理指標についても目標値を定めた方が良い

のではないか。 

 

会長 参考資料１は、数値化できる指標をまとめ整理したものと思われる。

重要なものもそこまで重要ではないものも上げられていると思われる。

個別にこれらに目標を設定する予定はあるのか。これらも目標を設定し

て数値管理するのは大変なのではないか。 

 

事務局 数値管理指標は代表指標を補完するために数値を管理するものであ

り、これらの数値がどのように動いているのかを把握することによっ

て、環境指標を評価していきたい。数値管理指標に目標値を定める予定

はない。 

 

委員 数値管理指標が悪化したらどうするのか。数値を管理するのであれ

ば、現状よりは悪化させないなど、何らかの目標が必要ではないか。把

握だけでは良くないのでは。 

 

事務局 後程の審議事項になるが、環境指標目標は、今後の進行管理を行って

いく上でＰＤＣＡサイクルのＣの部分において、市の内部の会議体で評

価し、さらに当審議会で報告・提示して確認・評価をいただき管理して

いきたい。数値管理指標は審議会や会議体で検討・評価する際に使用し

たい。 

 

委員 すべてに目標値を掲げることは難しいと思われるが、数値を管理する

ことにより評価・改善をしていく、という文言があっても良いと思われ

る。 

 

会長 指標をどのように扱うか、可能な限り説明があるとよい。目標値も掲

げるので、審議会も年１回程度は指標の進行管理を行いたい。 
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委員 目標数値について、市域の温室効果ガスの排出量は 10年間で 23万ｔ-

CO₂しか減らさない目標になっているが、その数値で 2050年にゼロは達

成できるのか。 

 

事務局 市域の温室効果ガスの排出量については、八尾市地球温暖化対策実行

計画で削減目標を掲げている。そちらでは中期目標として 2030年度の目

標値を 26.5％削減としている。2050年度にはゼロという長期目標も掲げ

ているが、本計画では中期目標に向けた目標値を掲げている。 

 

委員 チャレンジ 80（やお）の 2050年度 80％削減の時のあまり変わらない

のではないか。 

 

事務局 チャレンジ 80（やお）では比較年度が 1990年度比となっている。今

回の目標は、2013年度比で比較している。2013年度は東日本大震災の影

響により排出係数が上がった年である。そこから 26.5％削減する目標と

して計画を見直しているところである。 

 

会長 この点については、本日の報告事項として温暖化対策部会から報告を

していただく予定のため、その際にご議論いただきたい。令和 10年の目

標値は、八尾市地球温暖化対策実行計画の目標値と整合性をとっている

ものであり、問題ないと思われる。個人的には、国の掲げる 2050年度に

温室効果ガス排出量ゼロは難しい印象を持っているが、一方で目標を高

く掲げないのはおかしいとも思っている。 

 

委員 p.14の市域の温室効果ガスの削減量と、市役所の温室効果ガス削減量

の割合を比較すると、市役所の方が少ないが何か理由はあるのか。 

 

事務局 市役所については、省エネ法で毎年 1％以上の削減が求められてい

る。それに基づいて毎年 1％以上削減を目標に取り組んでいる。全体に

比べて割合が少ないが、市役所は業務部門に該当し、業務部門では 2030

年 40％削減を目標としているので、市役所においての 2030年までに

40％削減を目指して取り組んでいる。 

 

委員 先ほど、廃棄物のリサイクルの話が出たが、焼却する時に熱回収はし

ているのか。 
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事務局 サーマルリサイクルは実施している。 

 

委員 基本方針Ⅲの中で SS（川の濁り）に関する改善を目指すということで

あるが、SSは現状でなぜ悪いのか。また、その他、大腸菌群数などにつ

いては必要ないか。 

 

事務局 環境基準については、全項目環境基準値を満足している状況である。

水の汚れを示す代表指標として BODと SSを挙げている。SSについて

は、市民アンケートなどでも川の濁りが気になるとの意見もあり、より

厳しい目標値として 10㎎/ｌという値を設定させていただいたが、令和

元年度の実績値が 15㎎/ｌだったので、このような数値になった。今

後、下水道が整備されれば、改善されるものと思われるために、高い目

標を設定している。 

 

委員 現状の下水処理水の状況が 10mg/ⅼを達成していないときがあるとの

ことだが、今後改善されれば達成するという理解で良いか。 

 

事務局 下水道の整備自体がまだ完全ではなく、今後整備が進めば、生活排水

が下水道に接続されて河川への負荷が減少し、改善する余地があると考

えている。恩智川は東部でまだ未整備地区が残っているため、今後改善

の余地があると考え、目標に挙げている。 

 

委員 ｐ14環境指標と参考資料 1の数値管理指標について、ごみの回収につ

いては分別回収と有価物の集団回収があるが、この中で有価物の集団回

収の数値はどのように扱っているのか。市では有価物の集団回収に対す

る助成を行っているので、それを把握しているのではないか。有価物の

回収は、循環型社会について大きな意味を持つ側面があると思うので、

どのような扱いになっているかお聞きしたい。 

 

事務局 有価物の集団回収については、環境指標としては掲げていないが、市

では補助金を給付し、把握している。環境指標目標においても「資源化

されている量を除くごみ処理量」と書いているのは、資源化されている

回収量は把握しており、別途審議しているごみ処理基本計画の審議会で

も検討を進めている。 
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副会長 後程の温暖化部会の報告にも出てくるが、今般、菅首相が 2050年にネ

ット・ゼロ宣言をした。今回の計画案で p.4の（４）地球温暖化の進行

とその対応に追加してはどうか。参考資料３は八尾市地球温暖化対策実

行計画の素案であるが、そちらの p.2「1-2-4 ゼロカーボンシティ表明

の動き」にもその旨追記いただきたい。 

 

会長 今の点、対応願います。引き続き、第４～５章について事務局より説

明願う。 

 

 【事務局説明】第４～５章の説明 

 

会長 具体的な内容が書かれているが、ご意見、ご質問があればお願いした

い。 

 

副会長 

 

気づいた点が２点ある。一つ目は基本方針Ⅲに「生活環境を守り、安

全・安心に暮らせるまち」がある。これから、大雨や異常気象、がけ崩

れなどの防災についてはどこで触れているのか。 

次に、SDGsについて書かれているが、SDGsの特徴は統合的な取組であ

る。よって、基本方針を６つ立てているが、統合的に取り組んでいるこ

とが分かる取り組みの示し方が無いので、これを取り組めばこの効果も

あるなどの示し方の工夫が必要ではないか。今の示し方は古い。例え

ば、自動車の取組が色々なところに出てくるが、SDGsを前提にするな

ら、統合的な取組であることが分かるとよい。2050年に温室効果ガス排

出量ゼロを本気で目指すのであれば、ネット・ゼロは大切である。エコ

ドライブやエコカーに買い替えることは必要であるが、それだけではゼ

ロには届かない。社会のシステムを変えていくことが必要であり、環境

部局だけでは達成できない。そのあたりが今までとは随分と違ってきて

いるところである。環境総合計画だけでは達成できない、一つひとつの

基本方針が独立した取組のように見えるので、統合的な取組であること

が分かるように示せると良い。p.15で望ましい環境像に向けて６つの基

本方針が並んでいるが、そのような示し方で望ましい環境像が実現する

のは難しいと感じるので、示し方を工夫していただきたい。 

 

事務局 防災については、基本方針Ⅰの「２.の気候変動への適応の推進」のと

ころで触れている。 
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副会長 基本方針Ⅲの安全・安心のところは違うのか。 

 

事務局 第３章の p.13で基本方針を６つ示している。それぞれの基本方針は、

他の基本方針に関わってくることは事務局として認識している。別々の

ものと考えているわけではない。 

 

副会長 p.13を見ると、基本方針Ⅵは毛色がちがう。５つの基本方針を進める

ためのエンジンのような役割のものであるが、このような書き方だとそ

れが見えてこない。 

 

事務局 いただいた意見を参考に事務局で検討する。 

 

会長 どう表現していくかは難しい面もあるが、環境部局以外を含めた庁内の

総合的な体制で、どのように計画に取り組んでいくかが組織的に見えると

よい。 

 

委員 前回の審議会で「検討するが」多いと指摘した点について、かなり改

善頂けた。p.17の事業者の取組のところで「実施します」と言い切りが

良いが、市の取組は「検討します」となっている。市の取組で「検討し

ます」の表現はいかがなものか。また、p.22の事業者は「適正排出に努

めます」は「実施します」がよいのではないか。少なくとも市の取組は

「実施します」とすべきではないか。 

また、p.19のプラスチック削減のところで、「市のイベント等でマイ

ボトルの使用を促進します」とあるが、マイボトルの使用だけではな

く、その他の使い捨て容器を含めて使用しないとしてはどうか。マイボ

トルだけでは不十分かと思う。 

その下の再使用の促進のところで、リサイクルショップはリユースシ

ョップではないか。リユースびんは割れてしまうと価値が下がってしま

う。八尾市の課題として思っているのは、袋回収を採用しているため、

びんが割れてしまうことであるので、コンテナ回収の検討などが必要で

はないか。 

最後に、p.26「生物多様性保全に係る推進体制の整備」の市の取組

で、市における横断的な推進体制の検討ではなく、構築すると言い切っ

てはどうか。 
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会長 前回の委員のご指摘を受けて、大分今回変化が見られたが、さらに表

現について検討いただきたい。 

 

事務局 副会長の指摘で、非常災害について基本方針Ⅲに入っていないのでは

と指摘があったが、基本方針Ⅲは大気や水などの生活環境を対象とした

ものであり、防災は範疇としていない。まとめて気候変動のほうに記載

している。 

 

副会長 一般的に安心・安全といわれると防災が含まれるのではないか。 

また、昨今は異常気象が多いので、安全・安心では、防災に結びつく

人が多いと思うので、加えてもいいのではないか。 

 

事務局 表現方法を検討する。 

 

会長 どこかに書いてあれば良いというのではなく、色々なところに書いて

あって、総合的に分かりやすく書いていただいた方が良いと思う。施策

の細かい指摘などの追加のご意見があれば、後日出来るだけ早い段階で

各委員から事務局へメール等で連絡していただきたい。 

 

委員 p.16で、雨水の有効利用が再生可能エネルギーのところにあるのは違

和感がある。水なので資源循環のところではないか。「脱炭素型の生活・

事業活動の推進」に入っている理由はなにか。 

 

事務局 水道水は、蛇口から水が使えるまでの処理工程でかなりエネルギーを

使い、CO₂の排出につながっている。雨水利用については、水道水の削減

により CO₂の削減につながるという観点からここに記載させていただい

ている。 

 

委員 そういう理由であれば、雨水利用は、再生可能エネルギーや未利用エ

ネルギーのところではなく、脱炭素型ライフスタイルになるのか。 

 

事務局 どこに記載するか検討する。 

 

委員 p.30に「身近に親しめる緑の普及」があるが、p.17に加えてこちらに

もヒートアイランド対策の文言が入っているとよいのではないか。 
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事務局 総合的に解決出来るところは、なるべくそのように表記したい。記載

について検討する。 

 

委員 防災の表記についてであるが、p.18の市民の取組に「自然災害に備え

るため、家庭内での災害備蓄や、災害時の行動訓練の実施等」とある

が、これは危機管理課の部門ですねと以前確認した。訓練ではないとこ

ろから、里山のところに入れるなどを話したのではないか。 

 

委員 今の指摘に関連するが、以前の審議会で防災関係については別の部局

が別の計画を立てているとの説明があった。担当部局と連携しており、

例えば防災の取組をトータルに進めていくとこのように良くなると書け

ると良いのではないか。 

 

事務局 いただいた意見について内部で検討する。 

 

会長 以前からの議論であるので、対応いただきたい。 

 

委員 他の部局との連携に関連して、水道についても雨水利用は水資源の有

効利用につながると思うが、一方で、水道というインフラの利用減少に

よる減収にもなり、それによる水道事業の収益の悪化も想定される。水

道部局としてはインフラの整備などの課題もあるので、そちらとも連携

を密にして取り組んでいただきたい。 

 

会長 そうしましたら、個別の意見については、具体的に対案と併せてお願

いしたい。 

 

 

３ 報告事項 

令和２年度 第２回 温暖化対策部会について 

部会長から第２回温暖化対策部会の部会報告があった。 

＜意見等＞ 

会長 ただ今の温暖化対策部会の報告内容について、ご意見やご質問がありま

したらお願いしたい。 

 

委員 参考資料３の p.17のエネルギー消費量の低下を見ていると、非常に緩

やかに減少傾向にある。この先、2050年度にゼロになるのか。例えば、
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市役所の電力の購入先を全て自然エネルギー由来の電力に変えてしまうな

ど、そういうことをしないとゼロにはならない。根本的な変化をするから

ゼロになるということが必要であると思う。そこまでやるつもりで 2050

年にゼロと言っているのか。 

 

事務局 市としても電源構成や設備の LED化など視野に入れて進めている。関係

部局と調整のうえ進めていく。 

 

委員 

 

これまでの取組の結果、このような緩やかな減少となっていると思われ

るので、ゼロにするには電力の購入先を変えるなど根本的な変化が必要と

思う。そのような議論はあった上での計画なのか。 

 

事務局 現在、ゼロに向けて庁内協議を進めているところである。先日、温暖化

対策部会でもご議論いただいたが、2050年にゼロというのは技術革新な

ども考慮している。国も明確な方針を示していない。今後、国の示す方針

や補助金等も活用しながら、実現可能な形で取り組んでいく。庁内協議も

できるような方向で進める。 

 

委員 先日も言ったが、太陽光発電は未だ 1,000kW程度しか設置されていな

い。1,000kWあれば、その１割分くらいは１年間で発電する。投資額の１

割くらいはできる。1.1の 30乗、つまり 1.1kw×30年すると、17倍にな

り 17,000kwになる。これぐらいのエネルギーが 30年後には使えるように

なる。八尾市の事務事業系の電力は十分賄える量となるのではないか。効

果の低いものに注力するより、太陽光発電に注力してゼロを目指してはど

うか。 

 

副会長 部会でも意見が出たと思われるが、先ほどの委員の意見について、再生

可能エネルギー100％の電力を購入する自治体が大阪府下にもある。ま

た、建築物の省エネ効率の向上を進めていかないとゼロは達成できない。

市の職員の省エネの取組は必要であるが、それだけではネット・ゼロの達

成は無理である。LED化だけではなく、今後は八尾市に関係する建物は

ZEBしか建てない、むしろそこから CO₂を減らしていく建物しか作らない

という必要がある。 

国もいつも革新的な技術と言うが、それはあまり当てにならないのでは

ないか。 
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事務局 再生可能エネルギーを使用している電力会社との契約を含めた取組につ

いて、関係部局と協議のうえ検討したい。そのような電力会社にインセン

ティブを与えたり、市民がそのような電力会社を選ぶような再生可能エネ

ルギーの普及促進に努めていくなども考えられる。 

市役所庁舎の電力契約となると、災害時には防災拠点になることなどを

勘案して安定供給ができる大手電力会社が採用されている。また、LED化

は遅れているが、庁舎が 30年経過していることもあり、全体的に入れ替

えるには、イニシャルコストが大きく、コロナの影響による財政難により

導入が進んでいない状況であるが、庁舎管理の部局と協議を進めていきた

い。 

 

副会長 他部署との連携には、SDGsをうまく活用するとよい。それで成功して

いる自治体もある。 

 

委員 環境行政の思いを計画に落とし込むべき。再生可能エネルギーに変えて

いくにはどれだけの予算、どのような取組や努力が必要で、どうしたら計

画が達成できるか示す必要があるのでは。行政の思いの部分を計画に反映

して、実現していくまでの検討事項や調整課題まで計画に落とし込むべき

である。 

 

事務局 環境総合計画は、環境行政総論についてのマスタープランであり、８年

間の長期的な計画となっている。計画を推進する方向性については、ご意

見を踏まえ、検討したい。 

 

会長 菅政権になって 2050年には温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すとい

うことになり、アメリカ大統領も代わることになる。この問題は国際的に

も日本全体でも課題になっているが、実際どのような手順でやっていくの

か誰も見通しが持てないところである。目標は国に先駆けて 2050年に実

質ゼロを目指し、2030年に 26％削減ということで、具体的な手立てにつ

いては引き続き知恵を出し合っていくということかと思う。 

 

委員 技術革新は、電力やエネルギーなどに限られるものではなく、ICTの技

術革新なども進んでいる。オンライン活用などよりエネルギーの大幅削減

も可能で、技術革新はもっと広い分野のものである。そのような情報収集

にも努めていただきたい。それらを柔軟に取り入れて環境負荷の削減に取

り組んでいただきたい。 
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事務局 貴重なご意見ありがとうございます。コロナ禍の影響で、一部ではリモー

ト会議の実施に取り組んでいるが、全庁的に実施するには未だシステムの

整備等の準備が必要であり、現在、政策企画部に提案も行い、準備を進め

ている状況である。システム等の準備が整い次第、会議の手法にも活かし

ていきたい。 

 

委員 非常に難しい話になっていると思う。ネット・ゼロは、無理だと思う。

国内の再生可能エネルギーの発電量がごく一部に限られている中で、特定

の自治体だけが再生可能エネルギーだけを調達して、目標達成するという

議論は違うのでは。それは行政の仕事なのか。再生可能エネルギーに取り

組んでいる産業の育成や再生可能エネルギーの普及支援などが、行政がや

るべきなのではないか。 

 

副会長 グリーン調達の一部として考えられないか。再生可能エネルギーを奪い

合っている状況では行政がやるべきではないが、今は、再生可能エネルギ

ーの電力は値段が若干高く、率先購入によって更に再生可能エネルギーの

投資しようという市場が広がっていく意味もあるので問題ないのでは。グ

リーン調達で応援することもあり得るのではないか。 

 

委員 行政が投資に関わるのかということで、それは税金であり、そこをどう

捉えるのかということである。技術的にブレークスルーが必要であり、そ

れを待つしかない。国もそこに投資している、ということも考えると税金

を扱っている自治体として、どう投資するのかということを考える機会な

のかなと思う。 

 

副会長 ありがとうございます。引き続き考えたい。 

 

会長 この問題は難しいが、時間に限りがあるのでそろそろ議論を閉じたい。

温暖化対策部会は引き続き議論を継続される。 

次回 12月 25日の第 4回審議会には、環境総合計画を確定したいと思

う。ご意見があればできるだけ早く事務局にいただきたい。 
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４ その他 

・次回の環境審議会は 12月 25日（金）を予定している。詳細は後日案内する。 

・温暖化対策部会は 11月 24日（火）17:30からを予定している。 

＜意見等＞ 

特になし 

 

５ 閉会 


