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大阪府環境審議会第１回流入車対策部会 

大阪府自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会 

総量削減計画進行管理検討部会 

平成２８年６月１日 

 

 

【司会】  大変お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまから大阪府環

境審議会第１回流入車対策部会及び大阪府自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減

計画策定協議会総量削減計画進行管理検討部会を開催させていただきます。 

 委員の皆様には、大変お忙しい中ご出席をいただきまして、まことにありがとうござい

ます。 

 私、本日の司会を務めさせていただきます大阪府環境管理室交通環境課の中村と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 最初に、委員の皆様方をご紹介させていただきます。 

 大阪大学大学院教授、近藤委員でございます。 

【近藤部会長】  よろしくお願いします。 

【司会】  近藤委員におかれましては、環境審議会会長より、流入車対策部会長に指名

されておられます。また、総量削減計画進行管理検討部会の部会長もお務めいただいてお

ります。 

 関西大学教授、飴野委員でございます。 

【飴野委員】  よろしくお願いいたします。 

【司会】  大阪市立大学大学院教授、内田委員でございます。 

【内田委員】  内田です。よろしくお願いします。 

【司会】  内田委員におかれましては、進行管理部会の部会長代理をお務めいただいて

おります。 

 なにわの消費者団体連絡会事務局長、岡本委員でございます。 

【岡本委員】  岡本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【司会】  大阪弁護士会所属弁護士、小田委員でございます。 

【小田委員】  お願いいたします。 

【司会】  大阪商工会議所常務理事・事務局長、児玉委員でございます。 
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【児玉委員】  児玉でございます。よろしくお願いいたします。 

【司会】  日本化学エネルギー産業労働組合連合会大阪地方連絡会副議長、久馬委員で

ございます。 

【久馬委員】  久馬です。よろしくお願いします。 

【司会】  また、本日はご欠席ですが、同志社大学教授、黒坂委員でございます。 

 それでは、本部会の開会に当たり、大阪府環境政策監の大下よりご挨拶を申し上げます。 

【大下環境政策監】  失礼いたします。 

 近藤部会長はじめ皆様には、このたび、部会委員へのご就任をお願いしましたところ、

快くお受けいただきまして、ほんとうにありがとうございます。また本日は、公務ご多端

の折、ほんとうにご無理を押してご出席賜りまして、厚くお礼を申し上げます。 

 私ども大阪府では、関係団体、あるいは府民の皆様のご協力、ご参画をいただきながら、

流入車規制、あるいはエコドライブの推進等、さまざまな取組を進めてまいりました。お

かげをもちまして、二酸化窒素、あるいは浮遊粒子状物質の状況につきましては、全ての

常時監視局で環境基準を達成するということで、２７年度の目標はほぼ達成するという見

込みでございます。一方、国のほうでは、新たな対策に向けまして、中央環境審議会での

ご審議が続いております。その中で、大阪府としましても、次の自動車関係の対策に向け

まして、先ごろ３月に大阪府の環境審議会に諮問をさせていただきました。本部会では、

９月を目途に３回ほど部会を予定していただいておりまして、最終的には部会の報告書の

取りまとめをお願いするということでございます。大変タイトなスケジュールではござい

ますけども、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますけ

ども、冒頭のご挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【司会】  それでは、次に、お手元にお配りいたしました資料ですが、議事次第に一覧

を上げております。 

 資料１、２、３、そして参考資料１から７－２までございます。なお、参考資料６－１

の裏面が資料６－２となってございます。不足がないかご確認をください。 

 また、あわせまして、両部会の運営要領も配付をしております。 

 そろっておりますでしょうか。 

 なお、本部会は会議の公開に関する指針に基づき、公開とさせていただきますので、よ

ろしくお願いをいたします。 



－3－ 

 それでは、ただいまから議事にお入りいただきたいと存じます。 

 近藤部会長、よろしくお願いいたします。 

【近藤部会長】  この部会の部会長を仰せつかりました近藤です。 

 では、これから会議を進めていきたいと思っております。 

 本部会の審議が円滑に進みますよう運営してまいりたいと思いますので、ぜひ皆様方に

積極的なご協力をよろしくお願いいたします。 

 では、まずお手元の議事次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

 まず、議題１、流入車対策部会長代理の指名ですが、流入車対策部会運営要領の第２、

組織の２に、部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長

の指名する者がその職務を代理するとあり、私が部会長代理を指名するということになっ

ております。 

 私といたしましては、内田委員にお願いしたいと思いますが、内田委員、よろしいでし

ょうか。 

【内田委員】  お許しいただけるのであれば。 

【近藤部会長】  ありがとうございます。 

 では、内田委員に部会長代理をお引き受けいただきたいと思います。 

 それでは、次の議題２、自動車環境対策の新たな取組についてに関して、事務局のほう

から資料の説明をよろしくお願いいたします。 

【事務局】  事務局の交通環境課の前川でございます。よろしくお願いします。 

 まず初めに、流入車対策部会と進行管理検討部会を合同開催する趣旨について、資料１

で説明させていただきます。 

 大阪府自動車ＮＯＸ・ＰＭ総量削減計画については、平成２７年度目標と平成３２年度

目標を掲げておりまして、これまで対策を進めてきたことにより、平成２７年度目標につ

いては達成の見込みでございます。大阪府としましては、平成３２年度目標をより早期か

つ確実に達成することが重要と認識しておりまして、環境負荷の大きい大型車を中心とす

る自動車環境対策のより一層の推進に向け、新たな取組を検討する必要があると考えてお

ります。 

 また、計画に掲げる対策の１つである流入車規制につきましては、非適合の流入車の割

合が大幅に低下し、環境負荷が低減されてきたことから、効果的かつ効率的な流入車規制

の手法を検討する必要があると考えております。 
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 以上のことで、３月２５日の環境審議会に、「大阪府における流入車対策及び大型車を

中心とする自動車環境対策の新たな取組について」を諮問させていただきました。 

 流入車規制については流入車対策部会で、計画の新たな取組については進行管理検討部

会で調査・審議するものでありますが、これらにつきましては、一体的に調査・審議して

いただきたく、両部会を合同で開催することとしました。 

 検討のスケジュールですが、本日第１回目の部会で、第２回目の部会を７月２１日に開

催予定です。その際には、部会報告の素案について審議いただきたいと考えています。そ

して、８月にパブリックコメント、９月に第３回の部会を開催し、部会報告（案）につい

てご審議いただきたいと考えています。そして、１１月ごろ開催予定の環境審議会で部会

報告というスケジュールを考えております。 

 続きまして、資料２ですが、自動車ＮＯＸ・ＰＭ計画における大型車を中心とする自動

車環境対策の新たな取組について（案）ということで、参考資料で言いますと１から４で

説明させていただきます。 

 この資料につきましては、事前説明時にいただいたご意見等を踏まえて、一部資料を修

正しております。 

 まず初めに、左上の四角の部分ですが、実施主体である国や大阪府、対策地域の３７市

町、道路管理者が計画に掲げる７項目の自動車環境対策に取り組んでおります。例えば、

国による全国に適用される新車の排出ガス規制である自動車単体規制の推進や、ＮＯＸ・

ＰＭ法に基づく車種規制の実施、大阪府条例に基づく流入車規制の推進、またトラック等

の導入補助などのエコカーの導入促進、講習会の実施等によるエコドライブの推進、自動

車走行量を減少させるため、モーダルシフトの運行費補助等の交通需要の調整・低減、旅

行速度を上昇させるため、高速道路やバイパスの整備などの交通流対策、また交通環境学

習やメールマガジン等での情報発信といった普及啓発・環境教育という対策に取り組んで

おり、計画に掲げる取組はおおむね順調に進捗していると考えております。 

 この取組の詳細については参考資料１に記載しておりますが、説明は省略させていただ

きます。 

 これらの取組により、右側の四角の部分ですが、自動車を巡る状況の部分でＮＯ２やＳ

ＰＭの環境基準の達成状況、またＮＯＸやＰＭの排出量の状況から、平成２７年度目標は

達成の見込みでございます。 

 また、エコカーの普及状況としまして、参考資料２の３ページの上のグラフですが、大
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阪府のエコカー普及戦略では、平成２７年度に府内の保有台数の２０％、平成３２年度に

５０％をエコカーにするという目標を掲げておりまして、平成２６年度では保有台数の２

４％がエコカーということで、平成２７年度目標を達成しております。 

 また、参考資料２の３ページの下のグラフは府内を走行する普通貨物車のうち、非適合

の流入車の割合を示したもので、平成２６年度では非適合車は０.８％まで低下しており

ます。 

 続きまして、資料２の社会状況の変化と課題ということでは、１つ目の自動車単体規制

の強化ということで、ディーゼル重量車の新しい規制が今年の１０月から開始されます。

これについては参考資料３の１ページの上の部分ですが、この新しい規制は、現行のポス

ト新長期規制から、ＮＯＸについては４３％削減というような規制でございます。 

 また資料２に戻っていただきまして、２つ目の大型車の多様なエコカーの開発、販売と

いうところでは、大型のＣＮＧ車が昨年１２月に販売開始されました。 

 また、３番目の環境に配慮した交通行動への行動変容が重要と考えておりまして、事業

者自ら取り組んでいただくためには、例えばエコドライブについては、環境面の効果に加

えて、燃費向上や交通事故低減効果もあるということを知っていただく必要があると考え

ております。例えば、参考資料３の２ページ目の下にエコドライブの効果を示しておりま

して、エコドライブの実施により燃費が８.７％向上、交通事故が５１％削減されるとい

うデータがございます。 

 また資料２に戻っていただきまして４番目ですが、運送事業者の約６割が人手不足と感

じておりまして、トラックドライバーの人材不足という課題がございます。 

 以上のこれまでの成果や社会状況の変化や課題などを踏まえまして、大阪府に求められ

る新たな取組としまして、平成３２年度目標を早期かつ確実に達成するため、７項目の自

動車環境対策を一層推進するとともに、事業者や府民の取組を支援するということで、資

料２の下の部分の「事業者へのサポートの充実」、「市町村との連携の強化」、「流入車規制

の見直し」に新たに取り組んでいきたいと考えております。 

 まず、１つ目の事業者へのサポートの充実ということで、事業者相談窓口、仮称ですが、

ＥＣＯ交通サポートセンター、エコ・トラフィック・サポート・センター、ＥＴＳＣを設

置し、環境配慮に加えて安全性や経済性の向上の視点も踏まえ、中小事業者の取組を支援

したいと考えています。具体的には、①ＥＣＯ交通の取組支援と②情報発信の強化の２つ

でございます。これについては、参考資料４の１ページの真ん中以降に掲載しております。 
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 まず、①ＥＣＯ交通の取組支援では、貨物車使用事業者を対象に、第１段階としまして、

エコドライブや輸送効率化等に取り組む意義やメリットなどについて理解を深め、事業者

の実践行動につなげていただくセミナーや貨物車を用いたエコドライブの実車講習会を行

いたいと考えています。さらに、第２段階としては、専門員が事業所を直接訪問し、自動

車の使用実態等を把握して、事業者に適したエコドライブ手法を提案するエコドライブ診

断事業や、輸送効率改善に向けて専門員が事業者に適した自動車の使用方法の提案を行う

輸送効率改善診断を行いたいと考えています。この２段構えで中小事業者の取組の底上げ

を図りたいと考えています。 

 これらの取組につきましては、一過性のものではなく、取組を継続していただくことが

重要と考えております。環境に配慮した取組を継続的に実施していただくため、環境配慮

認証制度の取得の支援をしていきたいと考えております。環境配慮認証制度としましては、

例えばＩＳＯ１４００１がありますが、中小事業者にとっては内容や費用面でハードルが

高いということもあり、運送事業者の認証制度としてグリーン経営認証というものがござ

います。この認証の取得を支援するワンポイントセミナーを行いたいと考えております。

また、事業者に取組を推進していただくためには何らかのメリットも重要だと考えており、

例えば、優れた取組を行っている事業者などをホームページでＰＲする等を行っていきた

いと考えています。 

 サポートセンターの２つ目の項目の②情報発信の強化についてですが、自動車環境対策

の取組は大阪府だけでなく、国や自動車関係団体、市町村など、さまざまな機関が取り組

んでおり、大阪府がそれらの機関の取組について、情報ネットワークシステムを構築し、

情報を一元化して発信していくことで事業者の取組を促進したいと考えております。 

 新たな取組の２つ目、右側のⅡの市町村との連携の強化ですが、計画の対象地域は府内

４３市町村のうち３７市町ですが、自動車による環境問題に対しては府内全体で取り組む

ことが効果的ですので、府内の全４３市町村で取り組んでいきたいと考えています。ただ

し、計画の対象地域外の６町村の意向が大事ですので、６町村には丁寧に説明し、理解を

得て進めていきたいと考えております。 

 また、市町村では、エコカーの導入補助やエコドライブ講習会の実施など、さまざまな

取組を実施しておりまして、取組事例を収集し、マニュアル化等を行い市町村に提供する

ことで、住民に身近な市町村の取組を促進したいと考えております。 

 新たな取組の３つ目の流入車規制の見直しについては議題３で説明させていただきます。 
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 説明は以上です。 

【近藤部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの議題、自動車環境対策の新たな取組について、何かご質問がござ

いましたら、委員の皆様方、よろしくお願いいたします。 

【岡本委員】  今、大阪府に求められる新たな取組でご説明いただいたのですけれども、

１つ質問させていただきます。 

 事業者へのサポートの充実というところで、ワンポイントセミナーもこれからしていき

たいということでした。零細な運送業者に対してということなんですけど、少し細かな話

なんですけど、そのワンポイントセミナーをされるに当たって、何回ぐらいされるのか、

また受けるに当たっての講習料みたいなものは考えられているのかなというのを１つお尋

ねしたいのと、国や自動車関係団体の情報の一元化ということでしたけれども、国となる

と非常に最初からは大き過ぎるので、せめて大阪府だけではなくとおっしゃったのであれ

ば、関西圏というところをまず最初にターゲットにされたらいかがかなと私自身、感想と

して思いました。 

 もう１つ、とかく言われるのがホームページ上でのＰＲと言われるんですけど、なかな

かホームページ上のどこを検索していいのかわからない。なかなかホームページというも

のを読むというところが一般の方には至難のわざかなと思うのです。もう少し広報として

違う方法もあるのではないかと思いますので、そこのところを考えられているのであれば

お聞かせいただきたいと思います。 

 以上です。 

【近藤部会長】  事務局。 

【事務局】  まず、セミナーの回数ですけれども、具体的にはこれから検討することに

なりますが、ある程度レベル分けをして、初級レベルであればとか、中級レベルとか、段

階を分けて開催したいと考えております。その際の講習料ですけれども、これは府の内部

のことにもなるんですが、現時点では無料でやりたいと思っていますけども、今後どうな

るか、まだわからないです。 

 情報につきましては、国についてはちょっとまだ早いのではないかということですが、

国につきましても、本省ではなくて地方行政機関、近畿運輸局さんや近畿経済産業局さん

なども構成団体に入っている自動車環境対策推進会議というものもございますので、そこ

で日ごろからつき合いがあるので、情報の収集については可能考えております。 
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 ホームページ上でのＰＲにつきましては、確かに、ホームページのどこを見ていいかわ

からないということがありまして、昨年度末、３月末ですけども、大阪府のホームページ

で自動車環境対策の情報広場というページをつくりまして、その中でエコカーの補助金情

報や規制の話とか、そういう自動車環境対策に関する情報を集約しました。そのため少し

は見やすくなったのかなと思っております。ただ、ホームページを見られない方もいらっ

しゃいますので、大阪府ではメールマガジンを持っていまして、現在、１,９００人ぐら

いの登録者さんがいるんですけれども、そのメールマガジンも積極的に発信して情報の周

知をしていきたいと考えております。 

【近藤部会長】  ほか、何かございませんでしょうか。 

【飴野委員】  大阪府に求められる新たな取組の件なんですけれど、具体的にこういう

施策ということを申し上げられるわけではないんですが、これを聞いていて少し感じます

のは、事業者は荷主の荷物を運んでいるので、新たな取組のところで、荷主も巻き込むよ

うな視点というのを取り込めないんでしょうかと。運輸事業者だけでは物流のことという

のは対応できないと思うんですね。だから、そこを巻き込むようにしないとということを

すごく感じます。 

【事務局】  わかりました。荷物を頼むほうがどこの事業者さんを選ぶかというのは非

常に重要だと考えておりまして、荷主さんにグリーン経営認証をＰＲして、グリーン経営

認証を持っている事業者さんを使っていただくようお願いをしたり、そういう荷主への働

きかけもやっていきたいと考えております。 

【飴野委員】  あるいは、そういう認証を受けられていないところを排除という意味じ

ゃなくて、底上げはしていかなきゃいけないので、荷主も一緒になって、こういう環境に

対する取組をしているというところをサポートできるような仕組みというんですか、具体

的なことを今ちょっとすぐには申し上げられないんですけど。 

【事務局】  今の説明資料では荷主については全く触れておりませんので、そこについ

て、ちょっと盛り込んだ形で考えたいと思います。 

【飴野委員】  何かそういう長期的なスパンも。 

【事務局】  そうですね、なかなか難しいとは思うんですけれども、それを明記したい

と思います。 

 それと、先ほどの岡本委員の国からの情報収集というところにつきましては、近畿運輸

局や近畿地方整備局など、もう少し具体的に明記するよう考えていきたいと思います。 
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【児玉委員】  このメリットの付与のところで、先ほどもありましたけど、ホームペー

ジでＰＲするというのがありますけども、これはグリーン経営認証取得事業者を増やして

いくということを考えますと、こういうホームページでＰＲするというだけではなかなか

取らないんじゃないかと思います。先ほどありましたように、別に講習料を取ってもいい

と思うんですけども、それを取って、私、よく知らないんですけど、例えば、このエコカ

ーの補助金情報というあたりに結びつけて、もし府の補助金があるならば、それは認証を

取っているところは補助率が上がるだとか、何かそんな仕組みが考えられないのかなとい

うことを思います。もうちょっと具体的なインセンティブのほうが取ろうという意欲が湧

くのかなと思った次第です。 

【事務局】  ホームページでＰＲするというメリットだけでは弱いと考えております。

補助金について言いますと、大阪府は補助金はございません。メリットについて、例えば

グリーン経営認証を取っているところの自動車の保険料を安くするとか、そういうことが

できたらいいなと考えておりまして、保険会社さんに働きかけたりといったこともやって

いきたいと考えております。 

【飴野委員】  あと、例えば何万時間、ずっと継続して事故を起こしていない、そうい

う事業者を何か表彰していくというようなこととか、一般にもわかりやすいような基準と

かね。大手なんかでは、社内の中で事業所ごとに売り上げ関係だけじゃなくて、安全とか

に関してもそういう仕組みをつくっているところもあるんですけど、企業全体となると、

非常にどういう区分でやるかというのも難しいんですけど、そういったことも、安全とい

うのも含めて、環境と安全を、エコドライブというのはそういうこともできると思うんで

すけど、何かそんな要素もあってもいいのかなというふうに少し思いました。 

【事務局】  わかりました。 

【近藤部会長】  ほか、何かございますでしょうか。 

【内田委員】  同じ点についてなんですけれども、参考資料４のほうに詳細に取組支援

とかは書いていただいていますけれども、このあたりで、事業者相談窓口で、①ＥＣＯ交

通の取組支援。ここは、当面は自家用車を使われているようなところということでいいん

ですかね。 

【事務局】  白ナンバーと緑ナンバー、両方考えています。 

【内田委員】  そのあたりを、両方やるのはいいんですけれども、相手によって、でき

ること、やれることというのは変わってくると思うんですよね。だから、その辺を明確に



－10－ 

分けていただくということで。 

 飴野先生がおっしゃったような話で絡んでいくと、自家用の貨物車使用者、これは荷主

という概念が当てはまる場合とそうでない場合というのが出てくるかと思うんですけれど

も、広い解釈でいったら、とにかく客先があっての話なので、だからそこも巻き込んでち

ゃんとやっていきましょうというご指摘かなと思います。 

 １つ新規にここで申し上げたかったのは、下のほう、ステップアップ診断、これは非常

に期待される前向きなことが書かれているんですけども、専門員が事業所に直接訪問し、

いろいろ診断しますと。誰なの、お金はあるんですかというあたりがよく見えないんです

けれども、どうお考えでしょうか。 

【事務局】  これについては、当然お金がかかる話ですので、大阪府で予算要求をして

いきたいと考えております。誰がするかということなんですが、例えば輸送効率改善で言

うと、運送事業をわかっている者じゃないと診断ができないので、例えばですけども、運

送事業者さんの日通さんとか佐川急便さんがコンサルタント会社も持っておりますので、

その専門家のところに委託になるのか、どういうスキームになるのかわからないんですけ

れども、そこを活用していきたいと考えております。 

【内田委員】  そこが理想的なものをやっていくとき、結局、お金との相談という話に

なってくるかと思うんですけれども、もう１つ、ここの計画の内容としてはどれだけの予

算が通っていくというのは、確保してはいないですからイメージだけで結構なんですけれ

ども、ここに、もし可能であれば書き込めないものかなと思うのは、ボランティア的な組

織みたいなものを何かつくっていくというようなことは何とかできないものかなと。例え

ば、国の関係で言うと、旧建設省系にしても、旧運輸省系にしても、何とかサポーターと

か何とかリーダーとか言って、大学関係者とか何とか、一応組織化しているわけですよね。

だから、若手の大学の研究者とか教員にとってみても社会貢献の実績になるというメリッ

トがある。その一方で、お役所の方でもそうですけれども、リタイヤされた方々を活用し

ない手はないと思うんですけれども、そういったような人たち、実費ボランティアとかな

んかで活用していくということも結構使えるんじゃないかと思うんですけれども、ご検討

いただければと思います。 

【事務局】  わかりました。ありがとうございます。 

【近藤部会長】  ほか何か、違った観点からでも結構ですが。 

 こういった事業者さんへのメリットをどうするかという話がちょっと１つの大きな課題
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みたいな感じなんですけれども、例えばホームページだけじゃなくて、もう１つ公の場で

きちっと表彰してあげるとか、そういったのを考えるのは難しいんでしょうか。表彰状を

ただ単に渡すだけになるんですが、そっちのほうが多分意義としては大きいのかなと思っ

たりもすることもあるんですけれども。 

【事務局】  どういった基準で表彰をするかとか、そのあたりもありますので、ちょっ

とそれについては検討させていただきます。 

【近藤部会長】  あと、ちょっと違う観点なんですけれども、エコカーを積極的に導入

しようということで、例えば電気自動車でしたら、電気を供給するスタンドであったり、

水素自動車でしたら水素を供給するスタンドであったり、そういったインフラが整わない

となかなか推進しないですよね。そういったのは、これは府でも何か推進されているとい

うのはあるんでしょうか。 

【事務局】  まず、充電インフラにつきましては、国の補助金を受けるために大阪府で

次世代自動車充電インフラ設置に係るビジョンを策定しておりまして、そこで認定された

ものについては、現在は６００カ所ぐらいあるんですけれども、国の補助金を受けられる

ようになっています。 

 水素ステーションにつきましては、大阪府内７カ所で整備されているんですけれども、

府有地を活用した整備や水素ステーション、ＦＣＶの普及に向けては、水素の理解促進、

社会受容性の向上ということが重要だと考えておりまして、市町村職員や府民を対象にし

た見学会、研修会を昨年度実施して理解促進に努めています。 

【事務局】  表彰の件につきまして、少し補足をさせていただきます。 

 実は大阪府では、大阪府と大阪市と堺市、３者の行政が連携をして、それから民間の事

業団体、それから、先ほどありました近畿運輸局をはじめ、近畿の国機関等で大阪自動車

環境対策推進会議という、直接大阪府ということではないんですけども、そういう任意団

体をつくっております。そちらで以前から、内田先生も実は選考委員になっていただいて、

おおさか交通エコチャレンジということで、各企業さんがみずから申請した形で出してい

ただいて、そういうエコチャレンジ企業として登録していただいた企業が１００社ぐらい

あったんですけども、その登録したいただいた１００社の企業から活動報告をしていただ

いて、それに基づいて審査をして表彰するという制度を３年間やってまいりました。ただ、

大阪府でもどこでもそうですけど、事業をＰＤＣＡで回すということで、３年間実施した

のですが、かなり登録された１００社の企業に限ってしまったという事業のスキームもあ



－12－ 

って、どちらかというと、特定の企業さんというか、常連さんからばかりになってしまう

ような形もありまして、表彰制度については、むしろ国のほうで先ほど言いました近畿運

輸局での近畿での表彰、さらには国の国土交通大臣の表彰につながるような表彰制度もご

ざいますし、エコドライブなんかですと、エコドライブを推進している団体の表彰制度な

んかもございまして、全国的に確立された表彰制度はございますので、むしろそちらへの

推薦、あるいは表彰を申し込まれるのを応援していこうという形で、実は昨年度、表彰制

度を見直した段階でございます。 

 今後、できるだけ大阪府の企業をより多く、そういった国とか、あるいは大きな団体の

表彰の対象になるように応援していこうということで取組を見直したところでございまし

て、その成果も踏まえて、今後、どういった形で企業の皆さん、そういう顕彰・表彰の形

でいいのかを含めて、少し実績も見ながら検討していきたいと考えているところでござい

ます。 

【近藤部会長】  そういう大規模になると、多分大手になるんですよね。多分そういう

のも積極的に取り組んでいる。そうすると、多分、今言われたような結果に大体陥ると思

うので、今回のだと、中小企業と銘打っているので、何かそこのところにうまく線引きが

できて、そういった方を対象にという形のスキームをつくれたらいいのかなというのは、

ちょっと今、お話を聞いて思ったところなんです。ぜひまた考えてください。 

【内田委員】  ちょっとよろしいですか。 

【近藤部会長】  どうぞ。 

【内田委員】  まさに近藤先生がおっしゃるとおりで、実際難しかったのは、どうして

も、ちゃんと賞を出しますよという話になってくると、エビデンスとかいう話が出てくる

わけですよね。それに耐えられるところというのはそれなりに大きいところになりがちで

あると。ですから、最初から小さいところしかその資格はないよというのも１つの手では

ありますけれども、それにしても、やっぱり比較して、どれかを選ぶとなってくると、や

っぱりいずれにしても手間がかかる話かと思います。ですから、ここで提案されているの

は、条件を満たしていたら、認証というほうがトータルの効率がいいのかなと。あとは、

折り合いをつけるとしたら、誰かが個人的に褒めてあげるという形でしょうか。 

【飴野委員】  そもそも、今、新たな取組で考えておられるようなことは、ほかの自治

体とかでも先行事例はあるんですか。 

【事務局】  こういう窓口を設置してやっているところというのはございません。 
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【飴野委員】  そしたら、大阪府からもぜひ予算を取ってきていただきたいんですけど、

国のほうにも、今度新たに、次の時代に向けてこういうことをやろうとしているよと、そ

ういうところからもお金を取ってくるというようなことも働きかけはいかがでしょうか。 

【事務局】  わかりました。ありがとうございます。 

【岡本委員】  零細の運送業者の方にまずはということでしたら、表彰とまではいかな

いんでしょうけれども、何年間か続けてこの講習を受けていただくということになれば、

当然何か表彰ではなく、その事業所に対して、例えば１年目は初心者マークじゃないです

けど銅色、何年間か続けるとゴールドみたいな、シールと言ったら軽過ぎるかもしれませ

んけど、そういうものを貸与するということは考えられないのかなと思うんです。 

 そうすると、外ではなくてうちの中でも、その事業者さんでも、うちは毎年講習受けて

いるよねということで、その事業者の方々はモチベーション的には少し上がってくるし、

３年続けているから、また４年目に頑張らなくちゃという気持ちにもなっていただけるの

ではないのかなと個人的に思うのですが、いかがでしょうか。 

【事務局】  わかりました。ちょっと、セミナーのレベルにもよると思いますけれども、

ある一定レベル以上のセミナー受講者には受講証を発行するなり、何らかのことを考えて

いきたいと思います。 

【近藤部会長】  大体、上がった意見は、今年度は取組のほうに意見が集中しているの

で、それ以外についても何かございませんでしょうか。 

【岡本委員】  もう１ついいですか。 

【近藤部会長】  はい。 

【岡本委員】  市町村との連携の強化ということで、今のところ、６市町村が入ってい

ないということなんですけども、せっかくこのようなことを進めるのであれば、入ってい

ない、特に町村、豊能町だとか南のほうのところもあろうかと思いますけれども、しっか

りと話し合ってというふうに言われていますけど、多分、今さらと思われるかと思うので、

そこのところは大阪府としてもぜひ、大阪府全体で一本化という意味で、強く指導と言っ

たらあれなんでしょうけれども、進めていっていただけると、この取組がすんなりと私は

いくように思います。例外をつくってしまうと、これは絶対進んでいかないのではないか

なと、よからぬ業者にしてみれば、そういう対象でない町のところに持っていってしまわ

れるのかなと思いますので、そのところはよろしくお願いしたいなと思います。 

【事務局】  わかりました。この部会開催に当たりまして、６町村を訪問しまして、担
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当者レベルなんですけれども、一緒にやっていこうという話をしたところ、半分ぐらいの

町村さんについては賛成という意見もあり、まだちょっと説明が必要だなというところも

ありますので、６町村への説明はこれからも引き続きやっていきたいと考えております。 

【近藤部会長】  ほか、いかがでしょうか。 

 大体これで出尽くしたということでよろしいでしょうか。そうしましたら、今のご意見

を要約ということでもないんですが、させていただくと、やはり何か、事業者さんにそう

いう取組をしたときに、どういったインセンティブを与えていくかというところについて、

もう少し事務局のほうで検討していただいて、そこら辺についての修正を少ししていただ

ければいいのかなという感じを受けているんですけれども、委員の皆さん、いかがでしょ

うか、そういった感じで。よろしいでしょうか。では、今後よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の次第に移らせていただきます。 

 ３つ目は、効果的かつ効率的な流入車規制の手法についてということで、また事務局の

ほうからご説明よろしくお願いいたします。 

【事務局】  交通環境課の多田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、資料３、効果的かつ効率的な流入車規制の手法についてという資料をごらん

ください。 

 まず、左上に現行の流入車規制ということで書かせていただいております。対策地域に

ついては、ＮＯＸ・ＰＭ法の対策地域である府内の３７市町、対象自動車につきましては、

貨物、乗合・特殊自動車となっておりまして、これら対象自動車で対策地域内を発着地と

する運行について、ＮＯＸ・ＰＭ法車種規制適合車以外での運行を禁止するとしておりま

す。発着を伴わない通過交通については対象外となっております。条例により課せられて

いる義務につきましては、別に参考資料６－１というのをお配りしておりまして、その資

料の下の四角の枠内に詳しく書かせていただいておりますので、本日、説明は割愛させて

いただきます。 

 ここに、大阪府の流入車規制の仕組みということで図を載せさせていただいております

が、大阪府の流入車規制の特徴としましては、自動車を使用する運送会社だけではなくて、

荷物の運送を委託します荷主ですとか、対象自動車が集まってくるような施設の管理者、

こういった幅広い主体が連携しまして、非適合車を排除する仕組みが構築されているとい

う点と、適合車の判別を容易にするために、適合車にはステッカーを表示しなさいといっ

た義務づけをしている点が大阪府の規制の特徴ではないかと思っております。 
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 続きまして、右上になります。流入車規制の実績ですけれども、こちらは、お配りして

おります参考資料６－３により説明をさせていただきます。参考資料６－３の７ページを

ごらんください。 

 対策地域内に入ってきます非適合車の状況は、毎年環境省のほうで実施しておりますナ

ンバープレート調査にて把握しております。大阪府で実施しているナンバープレート調査

は、府内の対策地域内５０地点で走っている車を観測しましてナンバープレートを調べ、

それがどこの車であるのか、非適合車か適合車なのか、そういったものを調べて取りまと

めている調査になっております。 

 この表につきましては、平成２６年度の普通貨物車についてまとめている表ですけれど

も、右側のほうには参考としまして、都道府県別に実際に登録されている車両の数につい

てをまとめております。この右側の適合車の比率というところの下のほうの計の欄を見て

いただきますと、適合車の比率７２％ということで、全国的に見ますと、まだ２８％ほど

非適合車が残っているという状況になっております。 

 左側のほうが、実際に府の対策地域内で観測された車両がどこから来た車なのかという

ことを都道府県別にまとめております。こちらにつきましても、非適合率の計のところを

見ていただきますと０.８となっておりまして、観測された車のうち、０.８％が非適合で

あったという結果になっております。 

 この非適合率について、経年変化でまとめたグラフを用意しておりまして、そちらが５

ページ目になります。上の普通貨物車の結果ですが、条例で規制がスタートする前の平成

１９年には非適合率が１７％ありましたが、だんだんと減ってきておりまして、平成２６

年には０.８％まで減ってきております。下はバスの結果ですが、こちらも平成１９年に

は３.７％ほどございまして、それがだんだんと減ってきて、近年はちょっと上下してい

る部分もありますが、平成２６年で０.９％と、１％を切っている結果になっております。 

 続きまして、事業者の義務の履行状況ですが、１ページ目をごらんいただけますでしょ

うか。 

 こちらにはステッカーの交付状況を示しておりまして、平成２７年度末時点で約１３７

万枚のステッカーを交付しております。下のほうには、それがどこの車なのかということ

を、地域別でまとめさせていただいておりまして、全体で見ますと、下の左上の円グラフ

になりますが、府内の車が大体３６.７％といったような状況になっております。 

 続きまして、３ページ目をごらんください。 
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 こちらは措置の報告ということで、一定規模以上の運輸業者、荷主、旅行業者において

は、毎年、条例に基づく義務の実施状況を大阪府知事まで報告しないといけないというこ

とになっておりまして、その報告書の提出状況でございます。平成２７年度につきまして

は９５８事業所から提出されております。その報告の結果につきましては、真ん中より下

に詳しい結果を載せさせていただいておりますので説明は割愛をさせていただきますが、

報告を見る中では、ほぼ全ての事業者において条例に基づく義務のほうが適正に実施され

ているということが確認できております。 

 ３つ目としまして、大阪府のほうで実施しております車両検査の実績でございます。ま

ず、どのように車両検査を実施しているかということで、参考資料６－２、６－１の裏面

なりますが、そちらのほうで説明をさせていただきます。 

 まず、検査では、対象自動車が集まる駐車場やトラックターミナルに行きまして、現場

では左の黒く囲っているところですが、まずステッカーを貼っているか貼っていないかと

いうところを確認しております。その中で、ステッカーの表示のない車がありしましたら、

ナンバーを控えて写真の記録を残しております。記録した車両につきまして、大阪府のス

テッカー交付のデータベースがあるのですけれども、そちらでステッカーを交付している

か交付していないかというところを確認いたします。その後、証拠が十分な車両について、

運輸局のほうに車検証の情報を照会にかけます。その結果、もしその車両が非適合であれ

ば、左側のフローになりますが、初犯であれば、まず文書指導を行います。複数回違反の

場合につきましては、一番左のフローになりますが、使用命令をかけるとともに、ホーム

ページに氏名を公表、さらに改善の余地がないような場合については、警察に通報・告発

という流れになっております。車検証情報の照会の結果、適合となった車両につきまして

は右のフローで、表示義務違反についてその内容に応じて文書指導を行っております。 

 これらの車両検査をどういった場所でやっているかということですが、これにつきまし

ては、参考資料６－３の一番最後に示しております。右側の上の表、こちらが条例上対象

自動車が出入りする場所として周知を図る義務が課せられている施設になっております。

この中で、少し見にくいんですけれども、網かけをしている施設が大阪府のほうで検査を

実施している箇所となります。下の表につきましては、条例の義務はないけれども、大阪

府のほうで検査をしている場所になります。これら合計１６カ所で大阪府は車両検査を実

施しておりまして、その場所を図示したのが左側の図になっております。四角が車両検査

を実施している１６カ所、丸については、条例上、周知の義務が課せられている施設です
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が大阪府のほうで車両検査をしていない場所ということになります。車両検査の結果につ

きましては、２ページのほうに載せてございます。 

 一番上の表ですが、これまでに約４万２,０００台ほど車両検査をしております。その

中で、使用義務違反である非適合車につきましては８９４台、表示義務違反である非表示

車につきましては２,８００台ほどございました。この使用義務違反ですが、平成２０年

度には、検査した車両のうち、大体４％ほどございましたが、年々減少しておりまして、

昨年２７年度につきましては７,８００台ほど検査をしていますが、５３台と、全体の０.

７％が非適合車でございました。 

 続きまして、表示義務違反のほうですけれども、平成２０年度には９.５％ほどが表示

義務違反の車でしたが、徐々に減ってきてはいるものの、平成２４年度からはまた増加に

転じておりまして、昨年度につきましては１,０００台を超える車両、約１４％が表示義

務違反となっております。この理由ですけれども、やはり車両の入れ替えが進んでいく中、

新車へのステッカーの申請が追いついていないのではないかと推測をしております。 

 以上が実績でございます。 

 資料３に戻っていただきまして、流入車規制の実績の一番上になりますが、平成２１年

１月から、この７年間、事業者や関係団体、行政等の幅広い主体の取組によって、非適合

車の流入率というのは大幅に減少しておりまして、大きな成果が得られたと考えておりま

す。 

 続きまして、下の段の部分でございます。こちらにつきましては、今回ご審議いただき

ます効果的かつ効率的な流入車規制の手法を検討する上で整理をしました、流入車規制の

課題と対応としてまとめております。 

 府としましては、第３次総量削減計画に掲げております目標を早期かつ確実に達成する

ことが重要と考えておりますので、流入車規制につきましては、現在の０.８という数字

に満足することなく、最終、非適合車ゼロを目指して取組を進めていきたいと考えており

ます。そのためには、残された非適合車につきまして、これまでの調査や検査の結果から、

どこにあるのか、どんな車なのかというところの洗い出しを行いまして、その残された非

適合車にターゲットを絞った効果的かつ効率的な流入車の手法というものを今後取り入れ

ていかなくてはならないと考えております。 

 まず、非適合車の洗い出しということを念頭に置きまして、データの説明をさせていた

だきたいと思います。 
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 再度、参考資料６－３の７ページのほうにお戻りいただけますでしょうか。 

 この７ページの表の左側のナンバープレート調査の非適合車につきまして、下のほうに

事業用車両、いわゆる緑ナンバー、自家用車両、こちらは白ナンバーですけれども、分け

て数字を上げさせていただいております。事業用車両につきましては非適合率は０.３％

と非常に低い値ですけれども、自家用車両については２.１％と高くなっております。事

業用車両につきましては、トラック協会やバス協会など、関係団体にご協力をいただきま

して、全国の事業者へも周知徹底というのを図ってまいりました。また、運送事業者おか

れましても、効率のよい車両への更新が進んだ結果と考えております。 

 一方、自家用車両となりますと、対象は一般事業者となりまして、工場とか事業所、あ

と市場や工事現場などへの運行というものが想定されます。一般事業者への通知につきま

しては、関係します団体も多岐にわたっておりまして、団体を通じた周知徹底というのも

ちょっと難しいような状況でございます。これまで、府の車両検査というものは、主に事

業用の車両をターゲットとしておりまして、先ほど説明したとおり、府内１６カ所で実施

をしておりました。 

 資料の２ページの下の表ですが、こちらは大阪府の検査で、検査場所別の結果というも

のを示しております。下のトラックの欄を見ますと、ほぼ１００％事業用が集まる物流拠

点では、非適合率というのは０％になっております。しかし、自家用車両が集まるような

工事現場や卸売市場、その他として工場、展示場では、非適合車が確認されております。

やはり、こういった残された非適合車を見つけ指導するためにも、検査場所について検討

していかなければならないと考えております。 

 次に、資料の６ページをごらんください。 

 こちらの下の表ですが、これは、平成２６年度の普通貨物車のナンバープレート調査の

結果、地域別に確認されました非適合車の台数をまとめたものになります。調査では、大

阪の対策地域内で３３２台の非適合車が確認されております。下に大阪市内、市外とか、

地域別に書かせていただいておりますが、それぞれの地域で非適合車というものが確認さ

れており、非適合車につきましては、府内に満遍なく流入して活動しているといったよう

な状況が把握できております。 

 再度資料３のほうに戻りまして、一番下の１番のところですけれども、やはり府内一円

に広く所在します一般事業者への周知徹底のためには、３７市町と連携し、そういった事

業者への条例の周知徹底を図るとともに、府の立入検査につきましては、一般事業者の車
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両が発着する可能性のある工場、事業所など多様な施設、現場で実施していくことが必要

としております。 

 続きまして、２ですが、再度、資料６－３の７ページの表に戻っていただきまして、こ

のナンバープレート調査の真ん中あたり、大阪府の（外）とありますのが、大阪府内の対

策地域外の６町村の結果となります。これを見ますと、観測台数は４１５台ということで、

流入してきている割合は１％弱ですけれども、その隣の非適合率を見ますと７.２％とい

う高い値になっております。実はこの７.２％というものは、一番上に北海道の９.１％に

続く非常に高い値となっております。同じ府内にもかかわらずこのような高い値であるこ

と、このような状況につきましては、改善していかないといけないと考えております。 

 また、この調査で観測された台数というのは、一番下の計のところで、約４万３,００

０台ですけれども、そのうち、大阪府（内）とあるところが対策地域内ですが、約７３.

４２％となっております。ここの観測台数をずっと見ていきますと、大阪府の近隣５府県、

滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県につきましては５００台以上確認されており

まして、この５府県の結果について、特出しをして一番下にまとめさせていただいており

ます。この５府県で、合計８,２００台ほど観測されておりまして、割合としては１８.

９％。そのうち３.２％が非適合車という結果になっております。 

 以上から、府内の対策地域外の６町村、近隣５府県の事業者への対策が重要と考えてお

ります。資料３に戻っていただきまして、２つ目の対応としまして、対策地域外の６町村

や近隣５府県と連携し、対策地域外の事業者に対する条例の広報周知を図ることが必要と

しております。 

 ３つ目ですが、ステッカーの申請や貼付、ステッカーの確認及び知事への措置の報告に

ついては事業者の負担が少なくないと。これにつきましては、参考資料の５、こちらは平

成１９年に流入車規制を導入するに当たって、環境審議会のほうで審議をいただいた際の

答申になっておりますが、この参考資料５の２２ページ、ちょうど附箋貼らせていただい

ておりますが、そちらのページをごらんください。 

 こちらにつきましては、留意事項としてまとめられているページでございます。この１

つ目として、「事業者の負担について」というものが上げられております。ここでの負担

といいますのは、ここの下から２行目に、この知事への報告はとありますが、毎年報告い

ただいております措置の報告になります。この報告につきましては、流入車対策を確実に

実施するために、必要な限度で妥当なものとすることといったような留意が述べられてお
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ります。 

 また、非適合車率が減少しておりまして、新車の入れ替えが進んでいるという現状もご

ざいます。再度、資料３のほうに戻っていただきまして、３つ目として、そのような状況

にありますので、措置の報告と併せまして、ステッカー制度につきましても、その目的で

すとか効果、事業者の負担などを整理しまして、その必要性というものを再度検証してい

くことが必要ということとしております。 

 最後、４つ目ですけれども、やはり、今後も幅広い主体が連携をしまして進めていくこ

とが重要と考えております。さらに、この課題の１と２のほうで上げさせていただいた課

題への対応のためにも連携を強化しまして、関係自治体や関係団体に対しまして、定期

的・継続的に情報提供に努めるなど、きめ細かな広報周知を図ることが必要としておりま

す。 

 最後ですけれども、府としましては、非適合車ゼロを目指して取り組んでいくという姿

勢をあらわすために、一番下の四角ですが、非適合車ゼロ宣言のようなものを打ち出し、

取り組んで参りたいと考えております。 

 以上で説明は終わらせていただきます。 

【近藤部会長】  ありがとうございました。 

 そうしましたら、ただいまのご説明に対して、質問あるいはご意見、よろしくお願いい

たします。 

【内田委員】  まず１つ、ちょっと確認させていただいてよろしいですか。 

 最後にちょっと触れられた参考資料５を見ていて、直接言及されたところではないんで

すけれども、通過交通についてというところ、２２ページに、３、通過交通についてとい

うのがあって、通過交通を対象にするのは好ましいけども、いろいろ事情があってという

ことで、発地か着地、どっちかが規制エリアにかかるものを対象にするということで、今

も運用されているわけですよね。そうなってきたときに、参考資料６－３とかで上げられ

ている環境省によるナンバープレート調査というのは、これはあくまでも通過地点であっ

て、発でも着でもないという可能性もあるわけですよね。そのあたり、よろしいんですか

ねという確認なんですけども、若干のずれはあるということでよろしいですか。 

【事務局】  そうでございます。ご指摘のありましたとおり、環境省のナンバープレー

ト調査といいますのは、走行している車を調査ということになりますので、発着のない通

過交通も含まれております。ただ、現実問題として、発着のある車両かどうかという調査
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がないもので、こちらのほうを使わせていただいておるといったような状況になっており

ます。 

【内田委員】  事情としてやむを得ないというのはよくわかるんですけれども、ただそ

のあたり、どこかに注記でもしておいていただいたほうが要らぬ誤解を招かないのかなと。

特に気になっているのが、参考資料６－３の６ページの上のところに道路種別ごとの数値

が上がっていて、当然のことではあるんですが、高速自動車国道対策地域外非適合２.

１％、都市高速道路対策地域外とか、道路種別ごとに見ていったときに、対策地域内で非

適合というのは、ほとんど数値は立っていなくて、その一方で、いわゆる足が長い、通過

交通系である高速自動車国道とか対策地域外、当然非適合は多いですよね。２.１％とか

いうことになっています。ですから、やっぱり環境省によるナンバープレート調査しか実

際には使えないというのはよくわかるんですけれども、それがどんな場所でやられている

のかというあたりをもう少し慎重に見られたほうが説得力が増すかと思いますけど。 

【近藤部会長】  いかがでしょうか。 

【事務局】  おっしゃるとおりですね。この部分、そういうデータがないので、これを

利用しております。先生がおっしゃっていましたように、高速自動車道路がやっぱり２.

１％と高いと。ただ、この地点は大体５地点ぐらいで、全調査が５０地点しておりますの

で、１０分の１程度ということで、それ以外のところも確かなんですけど、やっぱり一般

国道でも０.８％ということで、それなりの数値はあるので、その分やっぱり来ているの

かなと考えております。 

【内田委員】  そのあたりで、これからの、どこに重点を置いてやっていくかといった

話のときに、同じ参考資料６－３の７ページのところで見ると、やはり近隣の奈良とか和

歌山とか、もちろん大阪府下のまだ網がかかっていない６町村も問題ではあるんですけれ

ども、奈良、和歌山は非適合率がやっぱり高くて、この辺まで走ってきているというのが

あるわけですよね。だから、周辺のところに協力を求めるというものの求め方の強さに関

して考えていくときに、先ほど来申し上げているような、そもそも通過はやむを得ないか

ら辛抱するというスタンスを維持するのか、これを機会としてもうちょっと強くとか、あ

るいは国に働きかけて、やっぱり全国でやっていかないと最終的な目標には到達しないよ

というふうなことまで踏み込むのかというあたりに関連してくるかなと思います。 

【近藤部会長】  いかがでしょうか。多分、非常に重要な事柄のような気もいたします

けれども。 
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【内田委員】  データのことについては、ほんとうにやむを得ない話なので、我々のス

タンス。 

【近藤部会長】  全体に広げていくというのは。 

【事務局】  まず、この条例が、流入車規制というのは大阪府の条例で、大阪府の中し

か適用できない。そうなってくると、通過交通をどう見るか。国であれば、周辺の府県に

広げる。実際、前回の答申の参考資料５の１２ページ、対策地域周辺まで広げたらどうか

ということもしたんですが、広げようとするとやっぱり国の力を借りざるを得ないと。そ

こまでは大変だろうと。条例だけで通過交通を規制していくのかとなると、実は、ここで

は説明させていただかなかったんですが、環境基準の状況が大分よくなっているというの

はありまして、その中で、あるいは先ほど附箋のあった留意事項の３番で、実は通過交通

についても、前回のときにご指摘をいただいております。ただ、この一番最後の２行で、

「このため、通過交通に対する規制の必要性に関しては、今の条例の効果を踏まえて、将

来的な検討課題とすること」ということで、そういう意見もいただいております。今のと

ころでいきますと、二酸化窒素に関しては平成２２年度から監視測定局全局で環境基準を

達成しています。ＳＰＭに関しても、近年は強い黄砂の影響があった平成２３年度を除き、

おおむね全ての監視局で環境基準を達成しています。そして、年平均は二酸化窒素、ＳＰ

Ｍとも緩やかな改善傾向で推移していることから、通過交通については、かなり規制する

というのは困難かなというのは思っております。 

【事務局】  少し補足させていただきます。 

 まずは、やはり周辺の奈良、和歌山、滋賀県に対して、きちっと私どもの流入車規制の

趣旨、今の規定上は発着になりますけども、まずそれの周知徹底を改めて図らせていただ

きたい。おっしゃっていただいた通過交通につきましては、状況も見て、また次のステッ

プになってくるかとは考えてございます。 

 それからもう１点、車種規制の関係でございますけども、これにつきましては、先日、

検討部会でも申し上げました、国のほうで３２年度の目標達成に向けたということで、今、

８都府県集まった会議をやっております。例えば、神奈川県とか愛知県なんかもそうなん

ですけど、やはり大阪府と同じように、周りに、例えば愛知県ですと岐阜県に非適合車が

いるとか、神奈川も周りの同じ県の中の対策地域外のところに非適合車がいるとかいう状

況は確かにございまして、その８都府県で、先ほど言いましたように７割はできているの

で、車種規制を全国でもうそろそろやってもいい時期ではないですかみたいな意見はあり
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ました。ただ、先ほど担当者が申し上げましたように、全国的に環境基準はよくなってい

ますということと、それから車種規制のほうはどんどん進んでいます。先ほど、冒頭申し

上げましたように、２８年度から２８年度規制ということで、もう１つ規制のレベルが高

くなるということで、放っておいても、これからどんどん車を買いかえるたびに単体規制

といいますか、単体の基準としてよくなっていきますよねと。その中で、今、全国に車種

規制というくくりをして、あえて買いかえを促進させるというところまでは、今の環境の

状況ではやる必要はないだろうというのが環境省のお話でございまして、３２年度に向け

て新たな対策もやっていこうということ、若干の整合性でどうかという部分はあるんです

けども、車種規制を全国に取り入れるまでもなく、車の単体規制を進めることと、それか

らこういった各都府県の取組も含めて環境基準を進めていくということでいいんじゃない

かと。その点につきましては、中央環境審議会のほうでも議論はされておりますけれども、

やはりちょっと、いきなり車種規制のエリアを広げるということについては、なかなか難

しいなというのが、今、環境省のほうの考え方でございます。 

【飴野委員】  内田先生のおっしゃったこと、すごく私も大事なことだと思うんですね。

今、ご説明があった中でわかるんですけど、方向性はそれでよくて、そういうところまで

来ることができたのは、大阪府をはじめとして、こういう取組をしてきて全体が上がって

きた。だから、いろんな車種規制以外のことでも連携できるようになってきた。だから、

そういう言葉の使い方になってしまうのかもしれないんですけど、それは府のことは府の

ことしかできないからみたいな形の方向性にするんじゃなくて、これは国のことしかでき

ないではなくてということかなというふうにちょっと聞いていて思ったんですけれども。

全体としてそういう流れに持っていけたらいいなというふうなこと。 

【事務局】  先ほど出ました８都府県会議、継続でまだ今年もありますので、本部会の

最終報告にまとめるときに、そういった車種規制の地域の話を盛り込めるかどうか、その

辺も含めて、ちょっと国のほうとも調整しながら、最終報告のまとめの記述については検

討させていただきたいと考えてございます。 

【近藤部会長】  多分、この自動車ＮＯＸ・ＰＭ法というのは、中心都市圏が環境基準

を守られていないと。それをどうするんだというところから多分来たんだと思うんですよ

ね。そして、今、一部を除けば非常にきれいになってきたと。となると、かなりこれはう

まくいっているわけですよね。そうすると、次のステップでもう少し広げるというのが普

通の考え方かなと。というか、大阪府とか東京とかと全く同じようにということじゃない
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んですけども、各都道府県もそれなりのことをやるべきだろうなという方向に持っていく

べきだろうなというのは、感じはいたしますね。何か場所によって違うという、二重規制

というのは、ひどいときはあってもいいと思うんですけれども、きれいになってきたら、

やっぱり１つにしたほうが何となくいいような感じはいたしますね。 

 大阪府がそれのイニシアチブをとっていただくということまでは言いませんけれども、

ぜひ機会があればそういうのを訴えていただければと思いますけれども。 

 ほか、何かございませんでしょうか。大阪府の取組ということで、もう少し身近な話で

結構なんですが。 

【児玉委員】  この課題と対応のところの３ですけど、「ステッカー制度及び知事への

措置報告の必要性を再検証する」というのは、これは踏み込み過ぎかもわかりませんけど、

かなり効果があったんで廃止するという理解でよろしいんでしょうか。 

【事務局】  その点につきましては、先ほど来ご説明いたしましたように、完璧に府内

につきましてはもう非適合車ゼロということで、完璧に府内の事業者の皆さんのご協力で

なってきております。ただ、申し上げましたように、非適合車が外部から入ってくること

を峻別するという意味でステッカーもやっておりましたし、それから、この知事への報告

義務とリンクしてくるんですけども、先ほど荷主のお話もありましたが、荷主の皆さんに

しましたら、入ってくる車を駐車場で見ていただいて、ステッカーを貼っているかどうか

という記録もしていただいて、それを、具体的には数字の報告はしていただかないんです

けども、例えば守衛さんが入り口でちゃんと見ていますとか、契約書で記載していますと

か、そういうことを報告していただくような形をしておりまして、非常に７年間、府内の

事業者の皆さんには大きな負担もいただいて、ご努力いただいてここまで来たという状況

になっております。 

 実際この間、環境基準もよくなっている中で、何とか負担を軽減できないかといった荷

主さんの声もありますし、実際、運送事業者、とりわけ緑ナンバーを中心に、先ほど言い

ましたように非常に適合率が高くなっておるんですけれども、緑ナンバーの皆さんですと、

大量に車両も入れかえたり、登録場所も変えたりということで、その都度、ステッカーに

ついての変更手続とかも、かなりのご負担もいただいておりまして、もう当初のステージ

はクリアしたのかなと。ですから、分散している白ナンバーを探し出してやるという部分

については、近隣自治体との連携、あるいは団体との連携という部分でやっていくんです

けども、府内の事業者の皆さんについては、一定ご負担いただく時期は過ぎたのかなとい
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うことで、できれば負担軽減ということで、ステッカーとこの報告を、その方向で委員の

皆さんもご意見をいただけるようでしたら、そういった形での報告という形で見直して廃

止という方向で取りまとめていけたらというふうに事務局としては考えてございます。 

【近藤部会長】  よろしいでしょうかね。 

 ほか、何かございませんでしょうか。 

 私からですが、周りとの連携というのは、その０.８％をゼロに近づけるという意味で

は非常に重要だと思うんですよね。まずは府内の６町村からスタートしていってという、

ステップ、順番というのは何か考えられているんでしょうか。そこら辺の取組の順番とい

いますか。 

【事務局】  もちろん６町村は必ずやっていくんですけども、大きな目標としては、冒

頭申し上げましたＮＯＸ・ＰＭ第３次計画の３２年目標の達成ということでもございます

し、残された４年いくばくかの期間になってきますので、できれば並行で、もちろん６町

村にはきちっと話もしますけども、近隣の奈良、和歌山、近畿の５府県、近畿の連絡会議

なんかもございますので、並行で同じように進めていきたいとは思ってございます。 

【近藤部会長】  それを担保するような、何か調査というのは難しいんじゃないでしょ

うか。どうなんですかね、そこら辺はよくなっていっているというのが見てとれるような

ものというのは何か、立入検査ぐらいしかないわけですか。 

【事務局】  周辺には、立入検査は条例の範囲が及びませんので、例えば、非適合車の

数のアンケートといいますか、調査といいますか、そういった形がそれぞれの自治体のご

協力でどこまでできるかというのも、今後、そこは調整になってくると思うんですけども、

まずは、これは事務局としても反省なんですけれども、これまで十分周辺自治体への広報

周知が、条例の範囲外ということもございましたので、十分できていなかったところもあ

りますので、まずは広報周知徹底を図らせていただいて、それで、それぞれの自治体の協

力を得て、どこまでできるか、取組についてはまた検討もしていきたいというふうに思っ

ております。 

【近藤部会長】  いかがでしょうか。 

 自治体というよりは、多分、そこにいる事業者さんへどうアプローチかけるかというほ

うが、多分、事業者さんは対象外じゃないですかと、こういうことを言われる可能性があ

りますよね。だから、そこに対してどういうふうに取り組んでくださいよということを頼

んでいけるかというところが、結構うまくいくかいかないかというところの重要な観点か



－26－ 

なと。だから、市町村が頑張ってもなかなかいかないような感じもしないではないんです

けれど、そこら辺も何かお考えありますでしょうか。 

【事務局】  まず、国のナンバープレート調査がありますので、それで周辺のところか

らどんな車が来ているのか、いろんな情報をとっていこうかなと。それで、どこの業者が

というのはもちろん、それ以外にも業許可の関係とか、いろんなところで情報があると思

うので、そういう業者さんにまず当たりをつけて、そこに行って、条例の趣旨を説明して、

通過だけであれば規制されないが、発着は禁止されているという説明をしていこうかなと。 

 多分、事業所数としてはそれほどないのかなと。ただ、どこにどういうトラックがとま

っているとかいうのは、やっぱり地元の町村さんが一番よく知っていると思うので、そこ

ら辺と連携しながらそういう情報を集めて、個別に立ち入りというか説得というか、そう

いうことをしていきたいと考えております。 

【近藤部会長】  ほか、何かございませんでしょうか。 

【内田委員】  同じような話なんですけども、課題と対応の１のところに書いてある立

入検査を実施するというあたりを、やはりこの辺、趣旨としては、一罰百戒的な方向にい

くということですよね。ステッカーとか、みんな報告してくださいという、大部分の人に

とってはもう必要ないことはやめて、相変わらずまずいことをやっている人については適

切に罰を与えましょうという考え方だと思うんですけれども、その全体の趣旨はわかるん

ですけれども、その一罰を見つける可能性とか、かなり厳しい戒めを与えられるものなの

かなというあたりが、ちょっとこれだけだと読み取りにくいので、もう少し強さとかが推

察できるような何か。ただ、実際のところ、どうなんですかね。それだけ、条例に基づく

権限というのは、実は何もできないんじゃないかなという気もするんですけど、いかがで

すか。 

 だから、書けもしないことを今言っても仕方がないですし、実は意外と権限は持ってい

るんだけれども、現状としてはそれを実際に振るう環境にないんだということなのか、い

かがでしょうか。 

【事務局】  実際、我々、そういうもので不適正を見つけた場合、１つは、参考資料６

－３の２ページで検査実績を説明したんですが、その下に、実は命令・指導件数というの

がございます。この中で、一番下なんですが、使用命令・公表ということで、何回かの違

反を見つけて改善の余地がないところについては命令を出してホームページで公表したり

しております。結構、そういう業者さんの名前をインターネットで検索すると私どものホ
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ームページが引っかかったりするということで、効果もあるのかなと考えております。な

かなか、名前をさらしてもどうも思わないところは別なんでしょうけど、やっぱりそれな

りに地域密着で事業をしているところについては、評判とかそういうのもおそれていると

思うので、このようなことをしていますということを言いながら説得していければと考え

ております。 

 実は、ここにはちょっと書いていなかったんですが、使用命令を打った後、同じような

行為をすれば、直罰がかかって、検挙されたところもあります。そういう形で、我々とし

たら、いろんな機会を捉えて、先生のおっしゃるような一罰百戒も頑張ろうかなと思って

おります。 

【内田委員】  もしそういったような具体的な権限が定まっているのであれば、今だっ

たら余裕持って指導とか警告とか、段階を踏んで当然それでやられていくと思いますけれ

ども、それを端折ってここまでいくんだよとかいうような感じが出てくると、もう少し、

実際これでいけますよねという感じが伝わってくるかなと思いますので、ご検討いただけ

ればと思います。 

【近藤部会長】  ほか、何かございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 そしたら、対策については、やはり周辺とどう連携していくかというところが一番、大

阪の最終目標の非適合車ゼロ宣言を達成しようと思うと、そこら辺が非常に重要になって

くると思いますので、ぜひ実効ある方法を考えていただければと思っています。 

 ということで、このご審議についてはよろしいでしょうか。では、ありがとうございま

した。 

 では、議題の４、その他になるんですけれども、事務局のほうから何かございますでし

ょうか。 

【事務局】  本日はどうもありがとうございました。 

 冒頭、資料１でご説明をさせていただきましたけども、次回、７月２１日に第２回を開

催させていただきたいと思います。冒頭ご説明しましたように、部会報告の素案をまとめ

るということで、ご議論いただきたいということで、そのたたき台を私どものほうで作成

させていただきます。本日ご提示させていただきました資料２、資料３並びに参考資料に

記載させていただきました各論につきまして、本日いただきました先生方のご意見あるい

はご指摘を踏まえまして、少し、関係自治体あるいは関係行政機関とも調整させていただ

きまして取りまとめをさせていただきます。部会当日、少し今度は冊子のような形になる
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と思いますので、恐れ入ります、また事前にお送りさせていただくかご説明させていただ

くか、ちょっとお時間もとらせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いし

ます。 

 事務局のほう、以上でございます。 

【近藤部会長】  ありがとうございます。 

 そうしましたら、委員の皆様方から何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、本日の議事はこれで全て終了ということにさせていただきたいと思い

ます。委員の皆様方には長時間にわたり貴重なご意見をいただきまして、まことにありが

とうございました。 

 それでは、マイクを事務局にお渡しいたします。 

【司会】  近藤部会長、どうもありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして本日の部会を終了させていただきます。長時間ありがとう

ございました。 

―― 了 ―― 


