
 1

大阪府環境審議会 第２回流入車対策部会 議事要旨 

 

日時：平成 19 年４月 12 日 10:00～12:00 

場所：大阪赤十字会館４階 401 会議室 

１ 議事 

（１）流入車対策のあり方について 

 ○資料１について、事務局より説明 

 ○質疑応答 

（津留崎委員）ナンバープレートを読み取るだけで対策地域外であると分か

りますか。 

（事務局） ナンバーを照合できる機関に依頼すると車検証のデータが入手で

き、所有者、使用者などの情報が得られ、このように区別してい

ます。 

（池田部会長）その車検証で適合車か非適合車かを判別することは可能と考

えますが、そこまではしてないのですか。 

（事務局）ご説明したデータではそこまでの情報は入っていません。 

（池田部会長）流入車が２％とか 15％という説明があったが、本日の資料で

はどれをさすのか。 

（事務局）２％というのは合計の台数です。一番最初の普通貨物だけに限定

してみれば 15％です。 

（新田委員）１ページの表は、45 ヶ所で１方向で 1,000 台サンプリングとい

うことで、機械的に９万台でフィックスしています。実交通量は

それぞれの交通地点で違い、サンプリング率が違いますので、こ

れが厳密な意味で実際の構成比を示すわけではありません。最近

のものが出ていないようですが、実交通量は道路交通センサスで

調べた方がよいです。流入車の①から④の構成比が実態の様子と

は違います。厳密には、その地点のそれぞれで 1,000 台で、朝の

混雑時 25％でとると 250 台となります。その中の構成比は実態を

反映していますが、合計すると全く違ってきます。 

（池田部会長）ナンバープレート調査は年に１回なのか。このデータは平成

17 年 10 月のものなので、少し時間が経っているように思いますが。 

（事務局）この調査は環境省がＮＯx･ＰＭ法の施行状況を確認するため、平

成 14 年頃から、毎年実施しています。昨年度分はまだ集計できて

いません。 

（池田部会長）それならこのデータを使わざるを得ないですね。 

（事務局）先ほどの２ページの「夜間調査のない地点」②の 20％は 30％の間
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違いです。訂正をお願いします。 

（池田部会長）次に流入車対策の検討と基本方向についてご検討いただきた

いと思います。前回の部会の時に流入車対策について説明を受け

ましたが、ご欠席の委員もいらっしゃったので、もう一度整理し

て本日説明するよう事務局に指示しました。事務局からの説明後、

議論を願います。 

 

○資料２について、事務局より説明 

 

○質疑応答 

（池田部会長）資料の説明が長くなりましたが、これから流入車対策の検討

を願います。今の資料に基づいて、流入車対策について、委員の

皆様から意見をいただきたい。先ほどの説明にもありました現在

の法律の改正案のベースと考えられるＤ案は、対策地域外の自動

車輸送事業者に対する指導となりますので、大阪府の条例でこれ

と同じことをやるというわけにはいかないのですか。 

（事務局）一般的に申し上げますが、法律と目的や手法が違うのであれば、

条例でやるということは可能です。法案の内容について我々も関

心があるがまだ成立していませんので、具体的なことが分かりま

せん。このためＤ案をベースに検討するとしても難しいのです。

また直接他府県の事業者を条例で対象にするのは難しい面があり、

大阪府内に入ってきて荷主のところに来る段階で、荷主と運送事

業者両方に何らかの対応を求めることを考える必要があります。

なお、改正法案では隣接県の事業者が直接大阪府に計画書を出す

という規定になっており、指導の実効性について不確定な面があ

ります。 

（池田部会長）対策地域外は大阪府にも若干ありますが、そこからの流入車

というのを主眼にするのではなく、他の府県から入るものを規制

するのですか。 

（事務局）先ほどの資料１の１ページでご説明したように、対策地域いわゆ

る①、③のハッチがかかっている部分、④のハッチのかかってい

る部分、ここは対策地域となっており、車種規制が行われている

ため、改善されていきます。白で書いている部分、例えば②は 2.2％

を占めています。③の白字の部分は9.5％、④の白字の部分は4.1％

なので、大阪府の白字の地域だけだと 2.2％にしかなりません。残

りの他府県の部分が 13.6％となり６倍以上あるため、流入車対策
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をやる上では他府県の車両も念頭において方策を考える必要があ

ります。 

（津留崎委員）思いつきですが、資料２の２ページのＡからＦのうち、今回

例を出しているのがＥとＦということですが、ＢとＣについて国

でやるべきというのは確かに理解できますが、Ｄ案について法案

で出ているのは指定地域ということでかなり狭い地域ですが、こ

れを広げていくような取組を法案ができた段階では考えていける

のではないですか。それとＡ案で兵庫県ではこの形をとっており、

兵庫県と隣接している大阪府なので、連携をとればある程度負担

を少なくして、Ａの要素も加味できるのではないですか。Ａ、Ｄ

の関係をもう少し加味できないのかと思います。 

（池田部会長）Ａ案の兵庫県の条例で運行規制というのは具体的にはどうな

りますか。対象の地域外から来る車を把握して、それが規制をク

リアしていないと、そこで止めて帰りなさいという話になるので

すか。 

（事務局）前回の資料の 14、15 ページに首都圏、兵庫県の規制状況をまとめ

ていますが、兵庫県の場合はＮＯxとＰＭ、両方の対策ということ

で、車種規制の非適合車の中でも重量総重量８ｔ以上という重量

の大きな、排ガスの多い車を対象に 43 号対策ということもあり、

地域的に走行を禁止しています。手法としては道で見つけてすぐ

にということではなく、ナンバープレートを横断歩道のようなと

ころで読み取り、照合してから違反車両に対して１～２ヶ月後に

違反している旨の案内を送り、文書で対策を求めるというような

方法です。すぐにその場でというわけではありません。 

（池田部会長）直罰ではないのですか。違反したら直ちにペナルティが来る

わけでもなく、勧告のようなことをするのですか。 

（事務局）まず違反している旨の警告を行った上で措置命令を行っています。

この兵庫県の報道提供資料によると、２月 15 日に１件措置命令を

実施しましたが、それでも対応しなければ罰金というような何段

階かの措置になっています。 

（池田部会長）措置命令を受ける段階というのは、１回だけではなく繰り返

して警告を無視して入っているのですか。 

（事務局）そのとおりです。兵庫県で措置命令をした事例を見ますと、カメ

ラで９回チェックされています。また事業者へ２回立入検査して

います。そのようなことを積み重ねた上で、延べ 14 台の違反車両

がありました。それでもまだ県の指導に従わないということで措
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置命令に至ったと聞いています。津留崎委員からご指摘のあった

兵庫県との連携ということも１つの方法ではありますが、兵庫県

の場合、10 人専従スタッフを置いて、カメラでナンバープレート

を読み取るというような事務作業をして、非常に大きな負担をし

た上で実施されています。それで一定の効果はあるとは思います

が、この措置命令にみられるように完璧なものではありませんの

で、我々としては、荷主側の取組に期待したいと思った次第です。

Ｄ案では大阪の自動車排ガス測定局で環境基準を超過していると

ころ、超過しそうなところを重点対策地区に指定した上で、その

地区を通過する車を特定して、奈良県、和歌山県、京都府の車で

一定頻度以上通過する事業者に対して指導を行っていくという方

策ですので、対象者の特定に手間がかかるということ、またこの

手法でどの程度の事業者が捕捉できるのかというのが分かりませ

ん。府の一定規模以上の事業所に来る運送事業者を規制するとい

うことであればかなりの数を捕捉できると思われます。Ｄ案の延

長と考えられる改正法案の内容では対象が限定され、５月に改正

法が成立したとしても、施行は来年からと聞いています。それか

ら対象者を特定して計画書等を求めていくということで、手続き

にかなり時間がかかることが懸念されます。府が考えている総量

削減計画の目標を、より早期かつ確実に達成するということから

は、少し遅くなるのではと考えられます。 

（事務局）Ｄ案の補足ですが６町村に対しては何らかの対応をしたいと考え

ています。他の府県は無理ですが府域の白地地域の運送事業者に

は何らかの対応を求めたいと考えています。 

（池田部会長）対策地域というのは府の規定でいけますか。法律で決めてい

る話なのですか。能勢とかを府で指定地域にすることはできない

のですか。 

（事務局）法律で指定しており、府で決めることはできません。今回条例化

できれば、府域全域を対象とすることができます。６町村もイメ

ージの中に入っています。 

（津留崎委員）Ｅ案、Ｆ案をベースにすることはいいですが、Ａ案は兵庫県

でもやっており、県外についても指導、勧告することについて条

例で規定することについて、その程度であれば問題ないというこ

とで、その辺りについて兵庫県で続けていくのであれば、２つの

府県で行えば監視自体も軽減化ができるのではないかということ

が一つ。Ｄ案について言えば、お話を聞いた限りでは、重点対策
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地区がかなり限定されていると。その基準が決まっており、府で

はあまり事務裁量がないとお聞きしているが、ないのであれば条

例でカバーするなど、Ｅ案、Ｆ案をベースにやるとしても、Ｄ案

の要素を加味できないのだろうかということを申し上げています。

Ｅ案、Ｆ案がだめだと言っているわけではありません。 

（池田部会長）１ページの一番下の○「府域の事業者（荷主）の取組は有効

な手法」と書いており、法律に基づく事業者の措置ということで

４ヵ年でＮＯxが 32％、ＰＭが 45％削減と書いています。精査し

ていませんが、現在の法律でも対策のＥ案に該当する部分がある

ということになりますか。そうなるとそれを上乗せ、強化すると

いうことがＥ案になるのですか。 

（事務局）現在、ＮＯx･ＰＭ法で対象としているのは、自動車を 30 台以上保

有している事業者です。 

（池田部会長）Ｅ案の荷主とは違うのですか。 

（事務局）ＮＯx･ＰＭ法で 30 台以上という場合に、専ら物を運ばれる緑ナン

バーの運送事業者と、白ナンバーの自家用の車を 30 台以上持って

いるところを対象としています。自家用で 30 台持っている事業者

は、自らたくさんの荷物を運ぶので、改正法案の荷主と重複して

いるかもしれないと思います。それ以外に自ら車を持たず、運送

会社にお願いするところが最近増えてきています。このためＮＯ

x･ＰＭ法の30台以上の事業者から外れたところで大口の貨物輸送

を行っているところを対象にするのがＥ案です。 

（池田部会長）荷主＝運送事業者というところはＮＯx･ＰＭ法で対象として、

それ以外の自分で運ばない荷主がこのＥ案になるのですか。それ

ともＮＯx･ＰＭ法の対象となっているところも上乗せしてさらに

強化するということで荷主の中に含まれるところもあるのですか。 

（事務局）ＮＯx･ＰＭ法で対象となっている事業者のところへ、他府県から

非適合車で荷物が搬入されるということもあるため、含めて考え

ればと思っています。もし、重複があれば整理したいと考えてお

ります。 

（池田部会長）条例を作るとすれば、上乗せ、横出しになるのですか 

（事務局）ある意味ではそのとおりです。 

（新田委員）ＮＯx･ＰＭの排出量抑制という意味では、Ｅ、Ｆ案というのは、

大きな網をかけるという意味でおもしろいやり方であると思いま

す。ただ、これで全てが解決されるわけではなく、局地的にＮＯ

x･ＰＭの環境基準を達成していないようなところは局地的な対応



 6

をしていかなければいけません。そのためにはヨーロッパでやっ

ている「リストリクトゾーン(Restrict Zone）」のような指定区

域を決め、そこでナンバープレートを見て、基準車に適合してい

るかどうかを見ることが必要だと思います。そのようなことは次

のステップという整理をした上で、ＥとＦで考えますと、自動車

対策の基本方向案で出ている４つの○があるが、上の２つがＥで

下の２つがＦということになるのですか。その時、一定規模とい

うのを、Ｅは輸送のトン数で見ていますが、施設側についてはど

のように捉えるのですか。 

（池田部会長）本日の資料としては施設の資料はありませんが。 

（事務局）本日は時間の関係で説明ができるがどうか分かりませんでしたの

で、そこまでお示ししていません。施設ということでは、中環審

で示されているのは、中央卸売市場や、トラックターミナルとか

で、大規模な集客施設や、空港にも貨物が運び込まれるので対象

としての可能性としてはあると思っています。ただ、資料２の２

ページのＦ案の「デメリット・論点」の中で記載していますが、

施設管理者というのは自ら自動車を保有してＮＯx、ＰＭを排出す

るものではありませんので、どのような位置づけにするのかが難

しいです。また、施設管理者から見るとそこへ来る車はお客様に

なりますので、施設管理者が直接非適合車は禁止と言えないだろ

うと考え、今回ご提案させていただいたのが適合車使用の周知義

務です。 

（池田部会長）規制としては間接的にならざるを得ないでしょう。４ページ

の「荷主」のイメージのところで、②は自らの事業に関して購入

する物品を継続して府内に納品させる者ですので、大阪府内に本

拠を有する事業者になり、対象地域外から納入させているところ

を言っているのは分かりますが、①の自らの事業に関して自らの

貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者は元々対象地域に

入っているので、対象地域外の貨物輸送事業者に運送させる者と

いう意味ですか。 

（事務局）大阪府域で荷物を運ばせる場合、大阪の運送事業者を使うことに

なりますので、基本的に車種規制適合車なり、非適合車ではない

が、猶予期間のある車などで法的には問題ない車を使うことにな

ります。実際として他府県から来た車がトラックターミナルなど

で大阪の貨物を持っていくケースがあり、対策地域外の車による

輸送が結構あると聞いており、そのようなものを何とかしなけれ
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ばいけないと考えています。このため荷主や施設管理者に、あら

ゆる貨物輸送の中で適合車を使用していただくような取組をやっ

ていただきたいと考えています。 

（池田部会長）そこに書いてある文言だと対象地域内の貨物運送事業者も含

まれるようなことになっています。基本的なスタンスとしては対

策地域内の事業者は適合車を使っており問題ありませんが、対象

地域外の適合車を使っていない事業者が野放しになっているとい

うのがありますと。これが府内に入ってくるということについて

規制しようという意味ですか。 

（事務局）そのとおりです。 

（池田部会長）Ｅ案、Ｆ案というのを中心に規制を大阪府独自でやろうとい

う考え方ですが、これについていろいろとご検討いただきたい。 

（事務局）津留崎委員のご指摘のＡ案、兵庫県のことについて、前回お示し

した資料「大阪府における流入車対策のあり方について」の 15 ペ

ージに記載しています。そこの一番上に対象車両を示しています

が、８ｔ以上のトラック及び特殊自動車、定員 30 人以上の大型バ

スということで規制しています。それと猶予期間としてＮＯx･Ｐ

Ｍ法の猶予期間プラス１年です。私どもが検討したいのは、総量

削減ということで、自動車ＮＯx･ＰＭ法に基づく非適合車を対象

にしており、そのような意味で対象自動車についても猶予期間に

ついても少し違います。そうなると大阪府でＡ方式をとりますと、

事業者を混乱させると考えています。費用のこともありますが、

周知期間の課題もあります。兵庫県では、答申を受けて施行まで

２年、東京都も平成 12 年に公布されて、15 年に施行しています。

運行規制ということでトラックそのものに措置を求めることにな

りますと、全国的に周知する期間が必要です。私どものＥ案とＦ

案は府内の事業者を対象に措置をお願いしたいと考えていますの

で、周知の対象範囲は、まず府内になります。兵庫県の方式と、

私どもの考えとどのように整合性が取れるのか不安であり、これ

らのことから逆に事業者に混乱をきたす可能性があると考えてい

ます。 

（池田部会長）兵庫県について立入検査がありますが、兵庫県内の対象地域

外の事業者には立入権限があると思いますが、県を越え大阪府の

事業者への立入権限はありますか。 

（事務局）兵庫県の条例で大阪府や岡山県の事業者に立入できるかというこ

とですが、先日兵庫県の担当にお聞きしたところ、県の法規担当
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部局の見解として可能とのことでした。しかし、実施例はないと

聞いています。先日の措置命令をしたのは尼崎の業者でした。 

（池田部会長）建前はいけるが運用でアンバランスが生じると不公平な運用

になる可能性があります。 

（事務局）先日の措置命令については報道提供の資料では尼崎市の事業者の

方の福井の営業所にある車が頻繁に走っており、兵庫県内で適合

していない車両であるため指導されたとのことです。 

（津留崎委員）当面の問題としては対象としないということですが、兵庫県

を越えての指導も考えられます。また兵庫県もどうなるのか分か

らないので、それを含めてＡ案については将来の検討としたらど

うかということです。 

（新田委員）通過交通の非適合のウェイトを調べておかないと、この場合漏

れてしまいますが、そこはどのようにするのですか。 

（事務局）非適合の車について府域の対象地域発着ということで考えると、

委員ご指摘のように、通過交通は対象外になってしまいます。荷

主対策をやったつもりが通過交通量が多ければかなり抜けてしま

うことになります。通過交通量は、平成 17 年道路交通センサスは

まだ発表されていないため、その前が平成 11 年で古いですが、大

よその通過交通量を把握しておきたいと考えています。少し時間

がかかりますが、部会で説明したいと考えていますので、指導を

お願いします。 

（池田部会長）阪神高速などは通過交通量が結構ありそうな気がします。 

（吉川委員）最近は環境に優しい素材を使っているなどのイメージがあれば、

環境に優しい事業者としてイメージアップにつながると考えてい

る事業者が多いのではないかと思います。イメージアップのため

に環境に優しいものを利用するというのは、基本的には考え方が

必ずしも良いとは言えないのですが、荷主さんが環境に優しい車

で配送しているということをＰＲできるような、あるいはそのこ

とを社会全体で評価するような手だてが必要だと思います。 

（事務局）適合車かどうか容易に認識できる、事業者も行政も消費者、府民

も認識できる方法が必要です。例えば天然ガス自動車の先例があ

り、認識できる方法があれば消費者なり府民へのイメージ向上に

つながると思います。他にもどのような方法があるのか検討して

いきます。 

（佐伯委員）３ページの基本方向の①について、一定規模以上の荷主に対し

て措置義務になった場合、現在でも苦しい中でやっているところ
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が適合車に代えられないというような時、行政からの補助等につ

いて考えていただければと思いますが。 

（事務局）府下の事業者については、車種規制ということで新しい車への代

替ということで大変な努力をいただいています。私どもでもまた

運送事業者団体でも融資制度を運用しています。今回求めるのは

荷主であり、運送業者に依頼する場合にどのように選択していた

だくのか。その選択をお願いしたいというのが今回の措置です。

府域の 37 市町村の運送事業者さんについては、８割まで車は替わ

っていますが、府域の事業者で白地地域６町村のところは規制地

域外なので転換されていないところもあります。そのような方に

ついては引き続き融資制度等を行っていきたいと考えています。 

（池田部会長）具体的な規制内容について、今後たたき台を出していただく

ことになると思いますが、仮に５ページの出荷・入荷に関わる事

業者の数を見ると、5,000 以上あります。これを実際に所管すると

か届出をするとかになりますと、交通環境課が所管するという話

になりますか。かなりたくさんの事務が増えるのが心配です。提

出させるのはいいですが、人手不足で十分な内容を読み取れない

とか、少し心配がありますが、その点はどうなりますか。人数が

増えるわけでもないのですか。 

（事務局）今年度交通環境課で１名増員でこの自動車の問題を検討していま

す。実際全ての事業者を対象にするというのは無理であり、仮に

1,000ｔ以上としても対象が 5,000 事業所なので、効果を見ながら

対象事業所を考えていくことになります。その上で業務が増える

のであれば部会や審議会から答申いただいたことでもあり、府と

して考えていく必要があると思います。先ほど佐伯委員からのご

指摘に関連して補足させていただきますが、他府県の運送事業者

の場合、資料１の４ページの真ん中のあたり、計画時の混入率と

いうことで、普通貨物車ではどのくらいの割合になるのかといい

ますと、非適合の短期以前が０％、短期だと 3.3％、適合していま

す長期だと 39.7％、あと新短期、新長期と示されているが、これ

は対策地域内の車が多いのでこのようなデータになりますが、他

府県の状況を見ますと非適合の割合がこれより多いと思います。

例えば一定台数の車を持って運送事業を行っていれば、古い非適

合車ばかりではなく、買替えなどで新しい適合車もお持ちである

と思います。このように考えると大阪に来られる場合は適合車を

優先的に配車するとか、そのような対応をお願いできると考えて
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います。 

（池田部会長）工業会の方からは何かありませんか。 

（中村委員）Ｅ案、Ｆ案は指導なのですか。罰則等はあるのですか。 

（事務局）その辺は検討している段階です。厳しいところにいけば罰則もあ

るかもしれません。また公表どまりにするとか、規制のやり方な

ど具体の中身を出さないと検討できないと思います。厳しいレベ

ルでは罰則も視野に入れて考えています。 

（池田部会長）いくつかご検討いただきましたが、流入車規制検討方針、あ

るいは基本方向については、この委員会としても一応よいという

ことで、先ほどの津留崎委員ご指摘のＡ案を検討に入れたらどう

かということは事務局で検討してほしいですが、基本的にはここ

に出てきている基本方向の線で次回具体的にどのような方策をと

るのか、規制の内容について提示して、我々委員会の方で検討し

たいと思いますが、委員の皆様よろしいでしょうか。 

（委員一同、異議なし） 

（池田部会長）ありがとうございます。本日いろいろとご意見をいただき、

そのご意見を踏まえて基本方向を変更していただくところもある

かもしれないが、概ねこの方向で議論を進めることとし、具体的

な内容については次回事務局より提示してください。それでは予

定の時間になりましたので検討はこれまでとして、事務局の方か

ら、日程等について連絡ください。 

（２）その他 

（事務局）次回の第３回の部会については４月下旬、第４週に開催したいと

考えています。後日連絡させていただきますのでお願いします。 

（池田部会長）その他、委員の方から何かご発言はありますか。このような

資料がほしいとかありましたら。 

（新田委員）規制の長期とか短期とかの内容の分かる資料があれば提示くだ

さい。 

（池田部会長）次回は４月の下旬、具体的な方策について検討するというこ

とで、本日はこれで閉会とします。ありがとうございました。 

（以 上） 


