
ご意見の要旨 本市の考え方

発生源という見方での排出量のデータをも提示し、その部
門別の排出量を提示し、それらの過去からの排出量推移の
経過を提示すること。

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、一定以
上の温室効果ガスを排出する事業者は、自らの温室効果ガ
スの排出量を算定し、国へ報告することが義務付けられて
おり、国は、事業者ごとの排出量情報等を公表していま
す。また、「大阪府気候変動対策の推進に関する条例」に
基づき、府内に設置している全ての事業所のエネルギー使
用量が、合計1,500kl/年以上などの特定事業者は、温室効
果ガス排出量等の削減実績をとりまとめた実績報告書を大
阪府に届出し、大阪府はその概要を公表しています。

省エネと再生可能エネルギー拡大の両面の対策が、雇用増
加とGNPなどの経済成長につながることを市民に提示するこ
と。また、自国エネルギーの自給率を大幅に増加でき、エ
ネルギー安全も確保できることを提示すること。

エネルギー施策を含む地球温暖化対策は、大阪の成長や、
レジリエンス強化等による市民の安全・安心な暮らしの実
現につながることから、大阪市地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）の改定案（以下「改定計画案」という。）
では、経済、社会、環境が抱える問題の同時解決を念頭に
おき、様々な取組みを進めることとしています。

「ゼロカーボンおおさか」には、持続可能性を謳うこと。
大阪市は、SDGs目標13「気候変動」では、防災と強靭な街
づくりを強調しているが、「南海トラフ巨大地震」に対応
する緑地の拡大、脆弱な水道管や橋などインフラの修復な
ど、「だれ一人とり残さない」すべての市民のくらしを最
優先の計画にするべきである。
「脱炭素なエネルギーで暮らす」や「気候変動への備えが
あるゆるぎないまち」などについて、自治体の責任を「す
べての主体」という表現で二次的なものにしないこと。

改定計画案では、2050年の「ゼロカーボン　おおさか」の
実現に向け、温室効果ガスの排出削減に加え、気候変動に
よる避けがたい影響や被害の防止・軽減を図るため、防災
や健康など本市施策の全般にわたり気候変動の適応策に取
り組み、持続可能なまちづくりをめざすこととしていま
す。
本市は、基礎的自治体として、市民の暮らしを守り、住民
福祉の更なる向上をめざしていく責務があると認識してお
り、そうした認識のもと地球温暖化対策推進法に定める
「地方公共団体の責務」に則して、市域内の温室効果ガス
の排出量の削減等の施策を推進してまいります。

脱炭素対策を進めることで、地域経済の発展につながる。
省エネ・再エネ施策において、断熱工事や機械の取付など
を地域業者が行えば、地域が潤い雇用拡大にもつながる。
大阪市として「脱炭素対策は地域経済の発展と一体で進め
る」との基本姿勢にたち、全ての施策において地域発展を
位置付けてほしい。

改定計画案では、経済、社会、環境が抱える問題の同時解
決を念頭におき、取組みを推進していくとともに、2050年
の「温室効果ガス排出量実質ゼロ」を達成した姿を、「ゼ
ロカーボン　おおさか」とし、大阪の成長につながる脱炭
素社会の実現をめざすこととしています。

大阪市が2021年度計画を30％から50％へ引き上げたことは
一歩前進であるが、「脱炭素化をリードするまち」大阪市
としてさらに60％へ引き上げるよう求める。

国は、「2030年度において、温室効果ガスを2013年度から
46％削減することを目指す。さらに、50％の高みに向け、
挑戦を続けていく。」こととしており、本市は、このよう
な国の温室効果ガス削減目標など国内外の動向を踏まえ、
2050年の脱炭素社会「ゼロカーボン　おおさか」からの
バックキャスティングの考え方により、2030年度の削減目
標として2013年度比50％削減をめざします。

2030年目標を50％に引き上げたことは賛同するが、それ以
上の目標も可能であれば、目標を引き上げること。
また、この目標値について、発生源での排出量削減目標を
も、50％以上として明確にすべきである。

国は、「2030年度において、温室効果ガスを2013年度から
46％削減することを目指す。さらに、50％の高みに向け、
挑戦を続けていく。」こととしており、本市は、このよう
な国の温室効果ガス削減目標など国内外の動向を踏まえ、
2050年の脱炭素社会「ゼロカーボン　おおさか」からの
バックキャスティングの考え方により、2030年度の削減目
標として2013年度比50％削減をめざします。
改定計画案では、再生可能エネルギーの普及拡大やエネル
ギー消費の抑制などのほか、吸収源対策など域外貢献によ
るオフセットによる効果も加えることで削減目標の達成を
めざすこととしています。
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○改定計画の目標

大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕（改定計画）（案）に対する
パブリック・コメントに寄せられた意見の要旨と本市の考え方

　お寄せいただいたご意見の要旨については、項目ごとに整理し、それに対する本市の考え方をまとめました。なお、ご意見は趣旨を
踏まえ要約しております。

はじめに
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○2050年大阪市のめざす社会の姿

第１編　改定計画のめざすもの

該当頁

○大阪市の温室効果ガスの現状
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ご意見の要旨 本市の考え方該当頁

本計画の中でも提唱する「SDGs」も、目標年は2030年であ
り、その考え方を活かすなら「ゼロカーボンおおさか」の
目標年も2030年とするべきである。また、基準年を2013年
ではなく、IPCCの約束基準年では、1991年であるので、変
更または注意書きを入れること。

国は、「2030年度において、温室効果ガスを2013年度から
46％削減することを目指す。さらに、50％の高みに向け、
挑戦を続けていく。」こととしており、本市は、このよう
な国の温室効果ガス削減目標など国内外の動向を踏まえ、
2050年の脱炭素社会「ゼロカーボン　おおさか」からの
バックキャスティングの考え方により、2030年度の削減目
標として2013年度比50％削減をめざします。
また、基準年度については、国の「地方公共団体実行計画
（区域施策編）策定・実施マニュアル（本編）」に従い、
2013年度としています。

目標の基準年を2013年にするのは、世界の基準より遅れす
ぎている。EUは、2050年カーボンニュートラルへの具体的
計画「Fit for 55」で1990年の水準から55％下げるとして
おり、大阪市としても、ヨーロッパの基準に合わせるべき
である。

国の「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マ
ニュアル（本編）」に従い、基準年度を2013年度、目標年
度を2030年度としています。

再生可能エネルギーを「爆発的拡大」させないと、温室効
果ガス削減目標は達成できない。建造物の省エネだけでは
なく、これらの建造物の屋上や壁面も生かした太陽エネル
ギーの活用など、大阪市としての具体的施策が必要であ
る。
大阪市には、間伐材活用の小型バイオ、有機物を活かした
バイオマス、地下熱の活用など、再エネ資源が豊富にある
ので、活用するべきである。
樹木の植林も脱炭素に役立つ取組みであるが、市内中心部
で木々の伐採を進めており、その後に営利目的の建物が建
てられているが、このような施策はゼロカーボンの目的に
逆行するのではないか。

本市においては、小中学校等の市有施設へ太陽光発電設備
を導入するほか、ごみ処理施設の余熱利用など都市型バイ
オマス発電、帯水層蓄熱利用、新たなエネルギーである水
素の需要拡大などに取り組んでいます。
2030年度の温室効果ガスの排出削減目標の達成、さらに
2050年の「ゼロカーボン　おおさか」の実現に向け、本市
の地域特性を踏まえながら、再生可能エネルギーの普及拡
大、地中熱等の未利用エネルギーの活用、建築物の省エネ
化、緑化の推進などに取り組んでまいります。

発生源での排出量データにおいて、省エネルギーの改善か
らの目標と、エネルギー使用量の削減目標とを区別して、
部門別の低減の目標値を両面で決め、それぞれの実施計
画・施策を提示すること。

産業、業務、家庭などの部門別の温室効果ガス排出量に加
えて、エネルギー消費量や太陽光発電導入量に関する目標
を掲げ、エネルギー消費の抑制や再生可能エネルギーの普
及拡大などに取り組むこととしています。

温室効果ガス発生源削減には、再生可能エネルギーの普及
拡大を最優先にし、そのための具体的な数値目標を作成
し、提示すること。特に補助事業を大幅拡大すること。な
お、大阪市での水素などの技術は2030年までは目標値には
入れないこと。

改定計画案では、温室効果ガスの排出削減のため、再生可
能エネルギーのより一層の普及拡大に取り組むこととして
います。また、本市域における再生可能エネルギーのポテ
ンシャルの大半は太陽光発電であり、部門ごとの指標の一
つとして「太陽光発電導入量」（2030年度20万kW）等を挙
げ、その達成に向けて、国の補助金の積極的な活用の促進
や金融機関と連携した取組みなどを行ってまいります。
なお、水素等の新たなエネルギーについては、2050年の
「ゼロカーボン　おおさか」の実現に不可欠なものとし
て、その活用・拡大に取り組みますが、削減効果の積み上
げには算入していません。

温室効果ガス発生源削減で、省エネルギーと再生可能エネ
ルギー拡大の両面の対策をする際に、大企業には、「業界
の自主規制」に任せる姿勢ではなく、罰則も含めて規制す
る施策で実施すること。中小企業に相応の助成策などの配
慮をすること。

2030年度の温室効果ガスの排出削減目標の達成や2050年の
「ゼロカーボン　おおさか」の実現のためには、事業者な
ど全ての主体が積極的に取り組んでいただく必要があると
考えています。本市としても、温室効果ガスの排出削減等
を推進するため、中小規模事業者に対し、情報の提供や相
談対応等の支援に努めてまいります。

様々な施策が並列的に紹介されているだけで、2030 年50％
削減目標達成のために重点をどこに置くのかなどが示され
ておらず実効性に欠ける。「産業」「業務」「家庭」「運
輸」など各分野ごとの現状分析を行った上で、それぞれの
分野の目標達成に向け、市としてどのような対策を進める
のか具体的ロードマップを示してほしい。

改定計画案に示す施策は、2030年度の温室効果ガス排出削
減の目標達成に必要な取組みであり、市民や事業者等にお
いて積極的な推進をお願いしたいと考えております。ま
た、「産業」「業務」「家庭」などの部門別の温室効果ガ
ス排出量等の状況についても、引き続き、把握、分析等に
努めてまいります。
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○2050年目標の達成に向けたイメージ・2030年度の達成目標
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ご意見の要旨 本市の考え方該当頁

大阪市はエネルギー消費の８割近くを「産業」「業務」
「家庭」が占め、事業所や家庭など建築物の省エネ施策が
重要であるので、建築物の省エネ施策を脱炭素政策の重点
に位置付けてほしい。
省エネ施策の検討にあたっては、負担が大きい初期投資へ
の対策や、投資回収に期間を要したり投資回収が困難な
ケースへの支援を優先してほしい。

温室効果ガスの排出削減のため、再生可能エネルギーの普
及拡大に加え、徹底した省エネ化の取組みも重要と考えて
います。建築物の省エネ化を改定計画案に位置付け（41
ページ）、省エネ性能の高い建築物の普及に向け、様々な
取組みを実施することとししています。
また、大阪府・大阪市が共同で設置した「おおさかスマー
トエネルギーセンター」において、事業者の省エネ化等の
取組みにかかる国の補助金を活用していただくよう、情報
の提供や助言等の支援に努めているほか、スケールメリッ
トを働かせ費用負担を軽減する共同購入事業などを行って
います。

省エネルギー政策では、設備投資が重要であり、省エネ性
能の高い建築物に、市として積極的な補助金の施策を取り
入れること。

大阪府・大阪市が共同で設置した「おおさかスマートエネ
ルギーセンター」において、事業者の省エネ化等の取組み
にかかる国の補助金を活用していただくよう、情報の提供
や助言等の支援に努めているほか、スケールメリットを働
かせ費用負担を軽減する共同購入事業などを行っていま
す。

目標達成のためには、市独自の施策を抜本拡充することが
必要である。新たに市長直轄の部局横断的な専門部署を設
置し、独自の施策を打ち出してほしい。また、市のホーム
ページは、脱炭素の情報がひとまとまりになっておらず、
大変分かりづらい。ホームページのトップ画面に「脱炭素
対策」のバナーを設け、そこを見れば脱炭素支援策や施策
の実行状況、計画の進行状況など脱炭素対策に関わる全て
の情報がわかるようにしてほしい。

本市では、市域における温室効果ガスの削減等への対処に
向けて、地球温暖化対策を総合的かつ強力に推進するため
に、市長をトップとする全庁横断的な体制として「大阪市
地球温暖化対策推進本部」を設置しています。本推進体制
の枠組みを活用し、引き続き、市域の温室効果ガスの排出
削減等に取り組んでまいります。
また、「脱炭素対策」にかかる市ホームページへの掲載に
ついては、ご意見を踏まえ、脱炭素支援策や計画の進行状
況など掲載方法を工夫してまいります。

環境部局だけでなく、都市・住宅・防災・産業振興・企画
部門など他部局と共同で連携して取り組むこと。

本市では、市域における温室効果ガスの削減等への対処に
向け、地球温暖化対策を総合的かつ強力に推進するため
に、市長をトップとする全庁横断的な体制として「大阪市
地球温暖化対策推進本部」を設置しています。本推進体制
の枠組みを活用し、引き続き、市域の温室効果ガスの排出
削減等に取り組んでまいります。

2050年カーボンニュートラルを実現するためにエネルギー
依存先を変えることが必要とされるが、再エネ促進に全振
りせず、水素の安全性を高め、うまく取り込んでいく努力
も同時に進めなければならない。日本の特性を活かし、ど
の技術が日本に向いていて、また不向きであるか、数値を
以て見極め、リスクをも熟考し、採択していくことが望ま
しい。

改定計画案では、本市の地域特性を踏まえながら、再生可
能エネルギー導入ポテンシャルの大半を占める太陽光発電
を中心に、再生可能エネルギーのより一層の普及拡大を図
るとともに、未利用エネルギーの徹底した活用、水素など
の新たなエネルギーの活用・拡大に取り組んでいくことと
しています。
　

電力等で、再エネプランを契約する事業者への補助金制度
があれば大幅に二酸化炭素排出量が削減できるのではない
か。

事業者や市民が再生可能エネルギーの利用を選択しやすく
なるよう、国の補助金の積極的な活用の促進のほか、再生
可能エネルギープランを有する小売電気事業者とのマッチ
ング促進などに取り組んでまいります。

帯水層蓄熱の活用について、地下水の利用による地盤への
影響はないのか。
地震発生時の設備破損などへの対処は考えているか。

帯水層蓄熱を活用した冷温水システムは、地下水を汲み上
げて熱だけを取り出した後、全量を地中に戻す持続可能な
技術で、実証事業で地下水の利用による地盤への影響が生
じていないことを確認しています。また、地震発生時の設
備破損などへの対処は、設置者において他の設備と同様に
扱われるものと考えています。

第２編　ゼロカーボン　おおさか　の実現に向けて

○脱炭素なエネルギーで暮らすまち
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○計画の進行管理

3



ご意見の要旨 本市の考え方該当頁

水素の一活用として、メタネーションについて、政策の中
に位置付けてほしい。

水素エネルギーは、温室効果ガスの削減などに貢献するこ
とから、改定計画案においても「水素などの新たなエネル
ギーの活用、拡大」（29ページ）を施策として位置付けて
います。二酸化炭素を排出しないで合成メタンを製造でき
るメタネーション技術は、ガスの脱炭素化に向けて重要で
す。
ご意見のあったメタネーションについては、水素関連実証
プロジェクトの取組みとして進めてまいります。

水素ステーションは、今後、需要があるのか。 水素は、カーボンニュートラル時代において中心的な役割
が期待されており、今後需要の拡大が見込まれています。
国の第６次エネルギー基本計画（令和３年10月）では、水
素ステーションについては、燃料電池自動車・燃料電池バ
ス及び燃料電池トラックの普及を見据え、2030年までに
1,000基程度の水素ステーションを人流・物流を考慮しなが
ら最適な配置となるよう整備するとされています。

フリマではなく、物々交換のようなイベントを実施してほ
しい。

資源の有効利用やごみの減量を図るため、毎月第3土曜日
に、各環境事業センターにて、市民の皆さんから提供いた
だいたマタニティウェア・ベビー服・子ども服・絵本を展
示し、必要とする市民の皆さんへ無料で提供しています。

環境団体と連携し、学習などの機会をもっと増やしてほし
い（特に大人に向けて）。

本市は、環境NGO/NPOや事業者、学識経験者と行政との協同
で地球温暖化など環境問題の解決に向けて取り組んでいる
市民団体「なにわエコ会議」に参画するとともに、同会議
と連携しながら、環境問題に関する講演会や体験型環境学
習などを実施しています。

親の意識を変えるのは難しいので、これからを生きる子供
たちに危機感を持ってもらい、親に伝わっていくようにす
る必要がある。
日々の生活にあらゆる環境汚染と危機が存在する事を子供
たちが学べる機会を与えてほしい。

本市では、小学校中・高学年、中学校を対象に、大阪の環
境の特色を踏まえた内容で構成する副読本「おおさか環境
科」及び視聴覚教材を作成し、市立の小・中学校等への配
付などを行うとともに、小学校向けの出前授業、環境を
テーマとしたポスターコンクールなどの取組みを実施して
います。

環境白書やなにわエコスタイルなど知る機会がほとんどな
い。興味がない市民をいかに巻き込み、自分事として捉え
考えてもらえるかもっと工夫が必要である。

毎年度発行している大阪市環境白書については、本市ホー
ムページに掲載するとともに、各図書館等で配架するほ
か、区役所等で配布しております。また、大阪市環境学習
情報サイト「なにわエコスタイル」を通じて、環境学習情
報の効果的な発信に努めています。
環境問題に対する理解と関心をより一層深めていただける
よう、情報発信の更なる工夫や積極的な啓発活動に取り組
んでまいります。

総合効率の高い機器として、「ガスコージェネレーショ
ン」「家庭用燃料電池（エネファーム）」を計画案通り、
掲載していただきたい。

温室効果ガスの排出削減のため、高効率機器の導入拡大な
どによりエネルギーの消費を抑制することは重要であり、
引き続き、取組みを進めてまいります。

建築物の省エネを進めるにあたり、専門家による省エネ診
断で現状を把握し、的確な改善策の提案を受けることが重
要である。改定案では「おおさかスマートエネルギーセン
ター」の「省エネコストカットまるごとサポート事業」が
紹介されているが、同事業は国からの補助金の範囲内での
施策に留まっており、あまりに不十分である。また、「無
料省エネ診断」「省エネ最適化診断」などのメニューもあ
るが、必要とする全ての事業所・家庭に届く施策になって
いない。省エネ診断を無料・安価で受けられるよう、財
源・規模を抜本拡充してほしい。

専門家による省エネ診断の実施、診断結果に基づく改善策
の取組みは、建築物の省エネによる温室効果ガスの削減の
みならず、事業者におけるコスト削減や経営基盤の強化に
も有効であると考えます。
市内の事業者に広く省エネ診断を活用いただけるよう、
「省エネコストカットまるごとサポート事業」をはじめ、
情報発信やセミナーの開催など様々な取組みにより、事業
活動を通じた脱炭素化を進める市内事業者を支援してまい
ります。

大阪市として府に独自の建築にかかる省エネ基準を設ける
よう強く求めてほしい。また、市として建設・改修費用の
補助制度を創設し、断熱工事等の技術が習得できる研修制
度を作り、人材育成にも力を注いでほしい。

いただいたご意見は、大阪府や業務を所管する担当部局と
共有させていただきます。

41～42

○脱炭素マインドに満ち溢れ、脱炭素な行動が浸透したまち
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ご意見の要旨 本市の考え方該当頁

鉄道会社の中には再生可能エネルギーのみによって、電車
の運行、駅の運営を行っているところがある。鉄道会社の
環境への取組みも補助金等で促してほしい。

事業者における再生可能エネルギーの導入など温暖化対策
を促進するため、国の補助金等の情報の提供や助言などの
支援に努めてまいります。

「区域施策編」の50％削減を達成するためにも、「事務事
業編」は積極的に目標を示し、大阪市庁舎や公共事業など
が市域のモデルケースになっていくことが必要である。直
ちに「事務事業編」を改定し、2030年100％の目標を掲げ、
それを実現するための具体的取組みを示してほしい。

「大阪市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の改定
や国の「政府実行計画」を踏まえて、今後、「大阪市地球
温暖化対策実行計画（事務事業編）」の改定を予定してい
ます。

改定計画案の48ページの御堂筋周辺地区について、計画案
どおりに表記するとともに、具体的に実行できるようまち
づくり部局との連携をお願いしたい。

大阪の成長をけん引する地区・地域の特性を活かした脱炭
素型のまちづくりの取組みについては、関係部局や事業者
とも連携しながら進めてまいります。

レンタサイクルを普及させ、タクシーではなくレンタサイ
クルを利用する仕組みづくりを進めてほしい。

改定計画案では、鉄道・バスなどの公共交通機関の利用促
進のほか、自転車の活用促進により、自動車交通の抑制を
図り、移動の脱炭素化を進めていくこととしています。

公共交通機関を無償化する、もしくは大幅値下げすれば、
マイカー利用を減らせると思う。

改定計画案では、鉄道・バスなどの公共交通機関の利用促
進のほか、自転車の活用促進により、自動車交通の抑制を
図り、移動の脱炭素化を進めていくこととしています。

ごみ袋に入れれば何でも捨てられるという意識を変革する
ために、燃えるごみは大阪市指定のゴミ袋（有料）に入れ
る事を義務化すれば、ごみを減らす努力もせざるを得なく
なるのではないか。

家庭系ごみ収集の有料化等、経済的手法を用いた減量施策
の導入について、本市としましては、今後のごみ減量の進
捗状況を見極めながら、各種減量施策の効果検証ととも
に、検討することとしております。

各種企業が実施している取組みを大阪で普及していく事も
市民の意識に影響があると思う。
関西にはない取組みとして、詰め替え製品のごみ回収ボッ
クスの設置、ペットボトル回収でコインがたまる仕組みが
ある。また、フードシェアリングのアプリも大阪では普及
していない。

本市では、フードシェアリングサービスを行っている事業
者と連携協定を締結しているほか、事業者及び市民団体
と、本市の３者による「大阪市におけるレジ袋削減に関す
る協定（レジ袋削減協定）」を締結し、マイバッグキャン
ペーン等の取組みを実施しております。
今後とも各種企業との連携の取組みを進めてまいります。

フードシェアリングに関しては、多くの子ども食堂が食材
に困る中、飲食店から大量に廃棄される食品を何か繋ぐ方
法を検討してほしい。役所が仕組みを作ってくれれば、も
う少し子ども食堂への食材提供が進むのではないか。

本市では、フードシェアリングサービスを行っている事業
者と連携協定を締結しております。今後とも各種企業との
連携の取組みを進めてまいります。

飲食業を営業している団体・会社、ホテル等が残飯・残っ
た食材を捨てる際に、食品残さ分解装置をレンタルして残
飯を肥料に変えるという仕組みがあるが、維持費の問題で
導入できない会社も多いので、補助制度を作ってほしい。

本市では、食品残さ装置に対する補助制度を創設する予定
はございません。

家庭用のコンポストについて、主婦向けの講習会等、定期
的に実施するのはどうか。コンポストを試してみたい人に
貸し出す仕組みなどがあれば良いと思う。

コンポスト機器による生ごみのたい肥化は、一般的にごみ
処理における環境負荷を減らし、循環型社会の形成につな
がるものですが、本市では、市域のほとんどが市街化さ
れ、マンション等の集合住宅が多いため、出来上がったた
い肥の利用先や残土の処理等に課題があり、現在購入に際
しての助成等は行っておりません。
いただいたご意見につきましては、今後の施策の検討にあ
たって参考とさせていただきます。
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〇脱炭素化のしくみを組み込んだ持続可能なまち
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ご意見の要旨 本市の考え方該当頁

フードドライブ設置場所を増やして認知度も上げてほし
い。

フードドライブにつきましては、市民の皆様に参加してい
ただける機会の拡大を進めてきたところであり、令和４年
７月末現在、19区、42施設で実施しています。また、市民
の皆様がフードドライブに参加しやすいように、本市ホー
ムページにおいて、わかりやすく案内しているところで
す。
今後も、市民の皆様にフードドライブ等を通じて、ごみの
減量に努めていただくことやSDGsを身近に感じていただけ
るよう、実施場所の拡大に取り組んでまいります。

マテリアルリサイクルをもっと進めるべきである。
資源回収しているのに、ごみとして燃やすのは本来のリサ
イクルとは違うように思う。分別方法の周知と徹底をお願
いしたい。

本市が収集した容器包装プラスチックは、民間の選別施設
で、手作業により容器包装プラスチック以外の異物を取り
除いたうえで、（公財）日本容器包装リサイクル協会が選
定した再商品化事業者まで搬送し、「製品化」による再商
品化のほか「高炉還元化」「コークス炉化学原料化」によ
る再商品化を行っています。
引き続き、さらなるごみの減量、リサイクルの推進に向
け、分別ルールの徹底を図るための普及啓発活動に努めて
まいります。

大阪市内の樹木が減っているように感じる。理由があって
切られていると思うが、それらに替わる木を植えてほし
い。建物周辺の緑化も同時にすべきである。

みどりは、CO2の吸収・固定や気候調整機能を有しており、
改定計画案では、緑地の保全や緑化の推進を吸収源対策の
取組みとして位置付けています。

アジア諸都市における脱炭素都市形成のご支援を継続的に
実施できるポイントとして、「JCM案件組成の支援」「各国
提携都市とのコネクションづくり」は非常に重要と考えて
いる。計画案通りに掲載していただきたい。

アジア諸都市等との都市間協力の推進は、温暖化など地球
環境問題の解決に加え、事業者の海外展開を促進すること
で大阪・関西経済の活性化にもつながるものと考えており
ます。

64ページの「エネルギーインフラの拡充によるレジリエン
スの強化」について、引続き計画案通り表記いただきた
い。具体的に何をするかがポイントで、まちづくりの初期
段階から事業者のかかわりが大事だと考える。

コージェネレーションシステムなど、自立・分散型電源等
による災害に強いエネルギーシステムの構築に向け、事業
者とも連携しながら進めてまいります。

定期的に停電イベントを行ってはどうか。 いただいたご意見については今後の参考とさせていただきます。

町をきれいにしてごみを捨ててはいけないイメージを作り
上げたい。そのためのごみ拾いイベントを開催してはどう
か。

いただいたご意見については今後の参考とさせていただきます。
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