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１. 世界・国における状況と動向

世界の平均気温
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・IPCCは、「世界の平均気温は、1880年から約0.8～1.2℃上昇し、1986-2005年平均を
基準として2046-2065年の平均で1～2℃上昇する見込み」と報告

1986-2005年平均に対する
1950-2100年の世界の平均気温の変化

（出典）IPCC第5次評価報告書第１作業部会報告書（2013）



１. 世界・国における状況と動向

世界に広かる影響
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・ここ数十年、気候変動は、全ての大陸と海洋にわたり、自然及び人間システムに影響を与えて
いる （IPCC AR5 WGII SPM p.4, 16-17行目）

・気候変動の影響の証拠は、自然システムに最も強くかつ最も包括的に現れている
（IPCC AR5 WGII SPM p.4, 17行目）

図. AR4以降の研究に基づい

て、ここ数十年の気候変動が
原因として特定された影響の世
界分布

（出典）環境省「IPCC第5次評価報告書の概要 -統合報告
書」（図. IPCC AR5 WGII SPM Fig. SPM.2(A)）



１. 世界・国における状況と動向

世界における自然災害
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・IPCCは、「気候変動による熱帯低気圧への影響は、地域によって異なる。地球全体での台風
の発生頻度は大幅な変化がないが、最大風速や降水量が強まる可能性がある」と報告。
・国連は、「1990-2013にかけて、国際的に報告された災害による死者のほぼ90％が、低所得
国と中所得国で生じており、災害による家屋損壊の報告件数は、1990年以降、統計的に大
幅に増加」と報告。

台風の出現頻度の将来予測 （出典）環境省文部科学省農林水産省国土交通省気象庁 「気
候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018」（2018.2）

損失をもたらす自然事象数のトレンド

地球物理学的事象（地震、津波、火山活動）

気象学的事象（熱帯低気圧、温帯低気圧、対
流嵐や局地的豪雨）

水理学的事象（洪水や地滑り）

気候学事象（極端な気温、干ばつや森林火災）

（事象数）

（出典）UNEP,2019,the sixth Global Environment Outlook-summary for policymakers



１. 世界・国における状況と動向

温室効果ガスの排出状況
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世界の二酸化炭素排出量
（2016年）

世界の二酸化炭素排出量に占める主要国の排
出割合と各国の一人当たりの排出量の比較

（2016年）
（出典：EDMC/エネルギー・経済統計要覧2019年版/全国地球温暖化防止活動推進センター）

日本

〇二酸化炭素排出量の最も多い中国、2番目に多いアメリカは毎年50億トン以上を排出し、全世界の多く
を占めている。日本は中国やアメリカの4分の1以下だが、5番目に多い。

〇過去20年間における大気中の二酸化炭素濃度の増加の内4分の3以上は、石炭・石油など化石燃料の
燃焼によるもの。従って、工業化の進んだアメリカ、 ロシア、日本などの先進国は排出量が大きな割合を占
め、とりわけ重い責任を担っていると言える。また、先進国の一人当たりの排出量は途上国を大幅に上回っ
ている。



１. 世界・国における状況と動向

（出典：環境省資料）

「パリ協定」の発効（2016年11月）
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１. 世界・国における状況と動向

（出典：環境省資料）

IPCC「1.5℃特別報告書」の公表（2018年10月）
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１. 世界・国における状況と動向

（出典：環境省資料）

地球温暖化対策計画の策定（2016年５月）
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地球温暖化対策の推進に関する基本的方向性



１. 世界・国における状況と動向

（出典：環境省資料）

地球温暖化対策計画の策定（2016年５月）
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排出抑制・吸収の量に関する目標



１. 世界・国における状況と動向

「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」の閣議決定（2019年６月）
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（出典：環境省資料）



１. 世界・国における状況と動向

「長期低炭素ビジョン概要」（抜粋）（その１）
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（出典：2017年３月中央環境審議会地球環境部会資料）



１. 世界・国における状況と動向

「長期低炭素ビジョン概要」（抜粋）（その２）
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（出典：2017年３月中央環境審議会地球環境部会資料）



１. 世界・国における状況と動向

「長期低炭素ビジョン概要」（抜粋）（その3）
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（出典：2017年３月中央環境審議会地球環境部会資料）



１. 世界・国における状況と動向

（出典：2017年３月中央環境審議会地球環境部会資料）「長期低炭素ビジョン概要」（抜粋）（その３）
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１. 世界・国における状況と動向 15

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正す
る法律について（その１）

〔令和元年６月５日公布・令和２年４月施行予定〕



１. 世界・国における状況と動向 16

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正す
る法律について（その２）

2020年度に廃棄時回収率50％の達成へ
2030年度に廃棄時回収率70％の達成へ

（出典：環境省資料）



１. 世界・国における状況と動向

（出典：環境省資料）

気候変動適応法の施行（2018年６月13日公布・12月１日施行）

17



２. 大阪府における状況 18

◆基本的な考え方
○府としては、グローバルかつ長期的な視点に立ち、国の施策等との整合を図りながら、地域特性に応じて、
継続的、計画的に施策を推進するために、本計画を策定
○温室効果ガスの排出を抑制する「緩和策」に加えて、人の健康等への影響を軽減する「適応策」 につい
ても本計画に位置づけ推進

◆計画期間 2015年度～2020年度

◆計画目標 2020年度までに温室効果ガス排出量を2005年度比で７%削減
※電気の排出係数は関西電力株式会社の2012年度の値（0.514kg-CO２/kWh）を用いて進行管理

◆取組の推進（主な部門等）

現行の府地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【緩和】



２. 大阪府における状況 19

現行の府地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【適応】

○分野別の影響と適応の方向性

○ 大阪府域における適応の意義
・ 日本平均を上回る年平均気温の上昇、人口や産業の集積、国際拠点が多数あることから、住民の

生命、財産及び生活、自然環境等に対する気候変動の影響のリスクを他の地域より多く抱えて
いる可能性あり。

・ 気候変動の影響は、府域の気候条件、地理的条件等の地域特性によって、様々な分野に様々な
形態で現れ、将来、気候変動の影響によるリスクがより高まると考えられる。

〇 大阪が目指すべき社会の姿
あらゆる主体の参加・行動のもと、地域特性を踏まえた適応の取組みが浸透し、気候変動による府民
の生命、財産及び生活、経済、自然環境等への影響を回避あるいは最小化し、迅速に回復できる、
安全・安心で持続可能な「暮らしやすい」「働きやすい」「訪れたくなる」大阪

大阪府において、既に現れている、もしくは将来影響が現れると予測される気候変動の影響を７分
野別に整理（国の適応計画の分野と同じ）

○ 適応の推進

●適応の順応的な推進 ●科学的知見の充実・リスク評価の促進
●適応に関する普及啓発 ●適応の推進体制



２. 大阪府における状況

現行の府地球温暖化対策実行計画【進捗状況】
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※電力のCO2排出係数は関西電力株式会社
の2012年度の値（0.514kg-CO２/kWh）を
用いて進行管理。
なお、2005年度は当該年度の排出係数
（0.358kg-CO２/kWh）を使用。

＜府域における温室効果ガス排出量＞

2016年度の温室効果ガス排出量は5,642万トンであり、本計画の基準年度である2005年度比で
0.7％増加

大阪府域における温室効果ガス排出量の推移

＜進捗状況について（2018年11月 環境審議会温暖化対策部会報告）＞

・温室効果ガス排出量は本計画の基準年度や前年度と比べ増加しており、今後の傾向を注視する必
要がある。

・府の施策や事業をより分かりやすく効果的に発信して、家庭部門を中心に省エネ・省CO2の取組みに
つなげる必要がある。

・「適応」に関する取組みを今後も充実することが重要である。



２. 大阪府における状況

府域における気候変動による影響
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大阪府において、気温の上昇、大雨の頻度の増加、農作物の品質低下、熱中症のリスクの増加など、気候
変動による影響が顕在化している。

「平成30年７月豪雨」による被害（能勢町）

大阪における年平均気温の推移
（1898年～2018年の各管区気象台データより作成）

ブドウの着色不良
（左が正常果）



２. 大阪府における状況

５月 ６月 ７月 ８月 ９月
合計

（死亡人数）

2019年 255 283 1,172 2,724 748 5,182 ( 14)

2018年 133 323 4,432 1,960 290 7,138  (12)

2017年 166 224 1,774 1,311 115 3,590  ( 1)

2016年 155 209 1,516 1,509 301 3,690  ( 3)

2015年 141 173 1,422 1,894 84 3,714  ( 9)

2014年 － 289 1,190 844 148 2,471  ( 2)

2013年 － 362 1,453 2,064 185 4,064  ( 5)

2012年 － 95 1,285 1,114 350 2,844  ( 2)

2011年 － 542 916 982 302 2,742  ( 1)

2010年 － 125 1,055 2,120 616 3,916  ( 6)

2009年 － － 346 461 137 944  ( 0)

2008年 － － 960 627 144 1,731  ( 1)

（出典）消防庁「熱中症による救急搬送の状況」
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大阪府の熱中症救急搬送人員数の状況



■策定の流れについて

23

大阪府

諮問 大阪府

環境審議会
報告

答申

2021年１月頃 答申等を踏まえ次期計画案を作成の上、パブリックコメントを実施

第１回 対策のあり方の論点整理

第２回 今後の基本方針、目標設定
や進行管理の考え方

第３回 今後の取組みの方向性

第４回 答申案とりまとめ

（第５回 予備）

温暖化対策部会2019年12月23日

2020年11月頃

2021年３月頃 次期計画を公表

３. 次期「大阪府地球温暖化対策実行計画」の策定について

■府としての方向性

SDGs先進都市をめざす大阪府としては、経済・社会の持続可能な発展を図りつつ、府民の生
命・財産を将来にわたって守るため、2050年に二酸化炭素排出量の実質ゼロをめざすべき将来
像に掲げ、2030年度までを計画期間とした地球温暖化対策について検討していく必要がある。

http://ja.wikipedia.org/wiki/大阪府


３. 次期「大阪府地球温暖化対策実行計画」の策定について

大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の位置づけ
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地球温暖化対策実行計画（区域施策編※1）
（地球温暖化対策の推進に関する法律第21条）

（気候変動適応法第12条※２）

地球温暖化対策計画
（平成28年5月閣議決定）

＜地球温暖化対策の推進に関する法律第8条＞

気候変動適応計画
（平成30年11月閣議決定）
＜気候変動適応法第7条＞

パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略
（令和元年６月閣議決定）

※１ 「区域施策編」は大阪府域の温室効果ガスの排出抑制等を推進するための

計画です。なお、府庁の事務及び事業の実施に伴い発生する温室効果ガスの

排出抑制のための計画（事務事業編）は、本計画の考え方を踏まえ策定予定

（令和２年度）です。

※２ 次期計画においても、現計画と同様に、「適応」に関する内容を記載し、気候

変動適応法に基づく適応計画に位置づけます。

〈 府 〉 〈 国 〉

エコカー普及戦略大阪府循環型社会推進
計画

大阪府環境総合計画
（令和2年度策定予定）

＜大阪府環境基本条例第８条＞

個別分野の計画・制度

おおさかエネルギー地産
地消推進プラン

Ｈ２Ｏｓａｋａビジョン

本実行計画に関連する個別分野の計画・制度

改

改

改

改

大阪府環境教育等行動
計画

改 ：実行計画と同時期に改定予定



４. 対策のあり方の検討にあたっての論点整理等 25

(1)対策推進にあたっての考え方

〇基本的な考え方

・2050年の将来像を実現する社会の姿について

(2)2030年に向けた対策の方向性

①府民一人ひとりの意識改革・取組促進のための方策

②事業者による脱炭素化の促進方策

③エネルギーのCO2排出係数の低減のための方策

④再生可能エネルギーの導入・活用方策

⑤輸送・移動の脱炭素化の促進方策

⑥気候変動適応方策

(3)目標設定及び進行管理の方向性

〇計画の削減目標の設定の考え方

〇対策指標の考え方

〇対策の推進体制

主な検討項目（案）

本日、御議論いた
だきたい項目
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（１）対策推進にあたっての考え方

基本的な考え方（事務局案）

次期環境総合計画部会報告（骨子案・環境審報告資料）

４. 対策のあり方の検討にあたっての論点整理等

〇気候変動対策だけに着目した施策ではなく、環境・社会・経済の統合的向上に資する施策を展開。

〇気候危機であるとの認識にたち、2050年の将来像である「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」を実
現する社会の姿を明らかにし、すべての府民が一体となって気候変動対策に取り組む必要があるとの意
識を醸成するとともに、2030年までの具体的な行動をおこす対策を着実に進めることが重要。

〇将来像の実現に向けて、省エネルギーの徹底と再生可能エネルギーの最大限の導入はもとより、長期的
かつ世界的な視野をもち、大阪のもつ経済規模を活かしてESG金融やエシカル消費の推進支援等により
持続可能な生産と消費をめざすとともに、ライフスタイル・ビジネススタイルの大きな変革が必要である。また、
この変革に大阪・関西の強みを活かすことが重要。

〇2015年に「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が国連総会
で採択された。アジェンダでは、「環境保護」・「社会的包摂※」・「経
済成長」の３つの要素を調和させることが重要とされている。
※ 貧困と飢餓に終止符を打ち、すべての人間が、尊厳と平等の下に、そして
健康な環境の下に、その持てる潜在能力を発揮することができる社会のこと。 アジェンダの中核を成す

持続可能な開発目標（SDGs）

※下線部は、次期環境総合計画（諮問中）にお
ける施策の基本的な方向性を踏まえて記載

〇グルーバル化が進む中、豊かで快適な生活と健全で恵み豊かな環境の恵沢を誰もが享受できるようにす
るためには、府域だけでなく、世界全体の健全な環境と安定した社会が必要不可欠であることを踏まえ、
これまで以上に、地域はもとより世界的な視野を持ちつつ、社会的・経済的課題の同時解決に資する環
境施策の推進が必要。



〔主な論点〕

〇将来像「2050年二酸化炭素排出量の実質ゼロ」を実現するためには、どのような社会をめざ
すべきか。
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４. 対策のあり方の検討にあたっての論点整理

＜検討いただく上でのキーワード（事務局案）＞

■Ⅰ.都市・地域
〇災害時等にも役立つ、まち中の様々な場所に適した再生可能エネルギーや蓄電池が実装
建築物の屋根・壁面・窓や道路での太陽光発電、ビル内や水道施設での小水力発電、ごみを利用
したバイオマスエネルギー、地中熱利用 等

〇ネットゼロエネルギービル（ZEB）の普及によりストック平均で建物からのネットエネルギーゼロ
〇ZEVによる多様なモビリティサービスや新たな社会的価値の実現
〔MaaS、オンデマンド交通、グリーンスローモビリティ、V2H、V2G 等〕
〇人口減少社会においても持続可能な都市を維持し、地域エネルギーマネジメントシステムによりエネル
ギー効率を高めるコンパクトシティ

■Ⅱ.住まい・くらし
〇快適で健康増進にも資するネットゼロエネルギー住宅（ZEH）・ライフサイクルカーボンマイナス住宅
（LCCM）

〇通勤交通に伴うCO２排出を抑制すると同時に、仕事と育児・介護との両立しやすいテレワークの導
入拡大

■Ⅲ.産業・ビジネス
〇エネルギーの脱炭素化（太陽光発電、CO2フリー水素発電、CO2回収付き火力発電 等）
〇生産活動から排出されるCO2のカーボンリサイクル（化学品や燃料の製造）
〇大阪企業が脱炭素社会を支えるモノづくりやサービスに貢献

2050年の将来像を実現する社会の姿について

27



〔主な論点〕

〇意識改革にむけて、どのようにアプローチしていけばよいか。

〇家庭で使用する電気やガス使用量の削減や住宅・設備等の省エネ・省CO2化
等に加え、持続可能性に配慮した消費を拡大させる対策が必要ではないか。

28４. 対策のあり方の検討にあたっての論点整理

＜検討いただく上でのキーワード（事務局案）＞

・ネットゼロエネルギー住宅（ZEH）やライフサイクルカーボンマイナス住宅（LCCM住宅）の普及

・省エネリフォームの促進

・高効率機器・設備の導入促進

・カーボンフットプリント

・３Rの推進、プラスチック対策、食品ロス対策

・シェアリングの促進

・府庁の率先行動

・エシカル消費によるビジネススタイルの転換を促進する好循環の創出 等

〔主な論点〕

〇将来像「2050年二酸化炭素排出量の実質ゼロ」を実現する社会をめざし、
2030年に向けてどのような方向性をもって対策を進めていくことが重要か。

(2)2030年に向けた対策の方向性

①府民一人ひとりの意識改革・取組促進のための方策



〔主な論点〕

〇高効率機器・設備の導入等による省エネルギーの徹底に加え、気候変動は企
業経営にとって明確なリスクと機会になりうることを意識した事業展開の推進が必
要ではないか。

29４. 対策のあり方の検討にあたっての論点整理

＜検討いただく上でのキーワード（事務局案）＞

・企業経営における脱炭素化の促進

（ESG投資・TCFDによる情報開示・インターナルカーボンプライシングによる温暖化対策コスト
の内部化・RE100・サプライチェーン全体の取組み、JCM等）

・ネットゼロエネルギービル（ZEB）の普及、省エネリフォームの促進

・製品・製法の設計段階での省エネ対策、省エネ機器・設備の導入など省エネルギーの徹底

・フロン対策の推進

・脱炭素に向けた技術イノベーションの加速 等

（大阪・関西企業の技術を活かした脱炭素貢献製品·サービスのイノベーションの誘発
（CO2 フリー水素、蓄電池、ZEH・LCCM住宅、ZEB、ZEV、カーボンリサイクル 等））

②事業者における脱炭素化の促進方策



〔主な論点〕

〇電気・ガス小売の全面自由化以降、CO2排出係数の異なる電力メニューの販
売が増加しており、 CO2排出係数の低いエネルギーの販売と利用が促進される
ような対策が必要ではないか。

30４. 対策のあり方の検討にあたっての論点整理

＜検討いただく上でのキーワード（事務局案）＞

・需要家が小売エネルギー事業者を選択しやすい情報提供

・CO2排出係数の低いエネルギーの低コスト化

③エネルギーのCO2排出係数の低減のための方策

〔主な論点〕

〇固定価格買取（FIT)制度における調達価格の低下に伴い導入量が鈍化傾向
であることを踏まえた対策が必要ではないか。

＜検討いただく上でのキーワード（事務局案）＞

・再生可能エネルギー導入の低コスト化

・新たな再生可能エネルギー技術・設備の普及

・都市開発等の機会を捉えたエネルギー面的利用の促進 等

④再生可能エネルギー等の導入促進方策



〔主な論点〕

〇ZEVを支える充電器・水素ステーションなどのインフラの整備促進や、ZEVがもた
らす新たな社会的価値の活用、多様なモビリティサービスが拡大していくような対
策が必要ではないか。

31４. 対策のあり方の検討にあたっての論点整理

＜検討いただく上でのキーワード（事務局案）＞

・充電器・水素ステーションの充実

・乗用車のZEV化促進

・ZEVのエネルギーインフラとしての活用（災害時の活用、V2H 等）

・新たなモビリティサービス、移動ソリューション（MaaS、オンデマンド交通 等）の拡大

⑤輸送・移動の脱炭素化の促進方策

〔主な論点〕

〇現行の７分野ごとの方向性で気候変動適応対策を推進していく方向でよいか。

〇暑さ対策について重点的に取り組むべきではないか。

（参考）現行の７分野

（１）農業、森林・林業、水産業 （２）水環境 （３）自然生態系（４）自然災害・沿岸域
（５）健康 （６）産業・経済活動 （７）府民生活・都市生活

⑥気候変動適応方策


