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大阪府環境審議会 第３回流入車対策部会 議事要旨 

 

 日時：平成 19 年４月 27 日 13:00～15:00 

 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、２について、事務局より説明。 

(津留崎委員) 特定運送事業者の認定はどのようにするのか。また、適合

車マークの認定をどのようにするのか。ステッカーは、適合車だ

けに貼るのか。それは、国に先立って実施するということか。 

(事務局） 特定運送事業者は、車検証で本拠地を置いている車が 30 台以

上ある事業所を対象と考えています。ステッカーは、基本的には

適合車の使用を勧めるという見地から適合車を対象と考えていま

す。ただ、非適合車であるが一定期間は適合車扱いとなる猶予期

間中の車への対応は、検討課題です。次に国との関係ですが、国

会で附帯決議がなされていますがいつごろ、どういう方法で実施

されるかは未定です。我々のすすめるスピードとあうかというこ

とが課題です。 

(津留崎委員) ステッカー制度は、義務化にするのか。 

(事務局） そのあたりを含め、ステッカー制度をどのように位置付けてい

くのかご検討いただきたい。 

(池田部会長) ステッカー制度は国も検討中ということだが、国は国の基

準、府は府の基準でステッカーを作るということになれば三つも

四つも貼らなければならなくなりステッカーだらけになるという

懸念がある。 

(事務局) 大阪府は、国の NOx･PM 法と同じ体系で実施したいと考えていま

す。適合車と猶予期間の車をどうするか等の問題はありますが、

基本的には一緒であると考えています。 

(津留崎委員) 対象事業者として様々な業界が関係すると思うが、今回の

検討に対してどのような意見があるか紹介してもらいたい。 

(事務局) 第２回までの流入車対策部会資料をお持ちして、８つの団体事

務局に説明を行っています。相手先は、大阪商工会議所、日本チ

ェーンストア協会関西支部、建設５団体の合同安全公害対策本部

の関西支部で、建設５団体とは、日本土木工業協会、電力建設業

教会、鉄道建設業協会道路建設業協会、建築業協会の５つです。

それ以外に、大阪建設業協会、大阪府産業廃棄物協会、日本旅行

業協会、大阪府トラック協会、大阪バス協会の計８団体に説明し

ています。このような場で説明するという前提でご意見を伺って

いませんので、個々の団体の名前はこの場では省略しますが、ご

意見をいくつか紹介します。荷主等に何らかの法的な規制手法が

講じられ、削減計画書の提出とか、義務化が要求されると事業者
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に事務負担が増大するというご意見。適合車の使用義務付けによ

り、対策地域外の運送業者の負担が増え、それが回りまわって府

域での負担が増えるのではないかというご意見。また、このよう

なご意見に対し、府域の運送事業者は経営環境が厳しい中で車種

代替を実施しているというご意見や、隣接県から府域への流入が

増えており、大気汚染防止の観点からも無視できないと説明した

ところ、逆にそういうことは周辺にもっとＰＲしたほうがいいと

いうご意見もありました。事業者によっては対策地域内の事業者

と対策地域外の事業者の間に不公平感があり環境改善のためにも

流入車対策は必要ではないかというご意見もありました。旅館や

ホテルには格付けがあるがバスに関しては無いので、格付けのよ

うなものを作ってもらえれば、パンフレットに載せるなどしてＰ

Ｒできる等のご意見もございました。先進的な取組みとしては、

建設５団体関西支部では、会員は近畿二府四県及び福井県の約 150

社ですが、事業者の工事現場に出向き、交通安全点検表というも

ので取り組み内容を点検して評価をされている。その項目中に、

首都圏では排ガス規制適合車の使用という項目が入っていますが、

今年度から関西支部でもそのような取り組みを自主的に始められ

たということです。続いて、先ほどの流入車規制の枠組みと関連

する話ですが、３団体から独占禁止法の優越的地位の濫用の問題

が生じるのではないかとご指摘がありました。原案では、荷主に

適合車利用を義務付ける制度ではなく、このような状況で例えば

荷主が運送事業者に車種規制適合車による配送を義務付けるとい

うことになると、荷主と運送事業者との関係にもよりますが優越

的地位の濫用につながるとのご意見もありました。府で流入車対

策を行う場合、この点に配慮し、例えば一律の義務化などの対応

を考える必要があるのではというご指摘でした。本日の資料２－

１は前回の基本方向にそった形で示していますので、一般のとこ

ろは努力義務、特定のところは義務化という対応となっています。

しかし、場合によると、この辺を確認の上、枠組みの修正が必要

となるかもしれないと考えております。このあたりは、委員の皆

様のご意見をいただければと思っております。 

(池田部会長) 今の説明、特に３団体から優越的地位の濫用に該当するお

それがあるという指摘ですがそういうものにあたるのでしょうか。 

(事務局） 単純な努力義務のままであれば問題になるということで、一律

に義務づけるということであれば条例に規定された事項ですので

問題にならないだろうということです。 

(津留崎委員) この分野にあまり詳しくないため個人的な見解だが、恣意

的な運用がなければそこはあまり問題にはならないと考えられる。

行政が本来実施するところを代わりに実施するということであり、

独禁法に反することにはならないと思う。 

(池田部会長) いわゆる法令遵守を促すということは優越的地位の濫用に
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ならないと考えるのが合理的である。何か地位を利用して独自の

利益を得るということであれば優越的な地位の濫用ということに

なるが、適切な車両を利用して荷物を運んでほしいということが

優越的地位の濫用にあたるのか。 

(津留崎委員) 義務付けは府内については、もともとそうしなければなら

ないので問題はない。府外についてはそれと同等にするというこ

とであるので、特段問題にならないと考えられる。これに事よせ

てどこかでトラブルがおこるということはありうるかもしれない

が、本来的には問題はないと思う。 

(吉川委員) 優越的地位の濫用というのが濫用ではないか。消費者として、

そのような行為が独占禁止法につながるという考え方には疑問を

感じる。それが利益につながることではいけないが、みんなで環

境を守ろうということであるから、独禁法にかかるというのは理

解しにくい。 

(事務局) いずれにしても荷主や特定荷主から適合車を使いたいとの要望

があった際に疑念がないようにクリアにするのが肝要ですから次

回までに整理します。 

(池田部会長) 条例は法律に適合しなければならないというルールがある。

その点が、指摘の内容だったと思うが、今回の条例が法律に違反

しないということについての見解を次回までにまとめておいても

らいたい。 

(前田委員) 特定荷主や業者の定義がそれぞれ資本金にしても建物にして

もほぼ同等であるということはよくわかった。そもそも、流入車

対策の目的である二酸化窒素および浮遊粒子状物質を早期かつ確

実に環境基準を達成するということから、そのことが見積もられ

るのだろう。しかし、本来は、どのぐらいの規模にしたら、どれ

ぐらい減少するかという、だから１億円ではなくて３億円にしな

くてはいけないというような論理がありうるのではないか。今の

説明ではそれぞれに整合がされていることがよくわかるが、この

ようにすればどの程度早期にどの程度確実に達成するかという見

積もりが必要ではないか。現在は案を作っている段階で、次にこ

ういうことが出てくるのかもしれないが、その点について説明願

いたい。 

(事務局) 効果を定量的に把握することは、前回、流入車対策により 22 年

度に対策地域内と対策地域外で同じ車種構成になった場合の減少

量を説明しました。通過交通量の把握や対策により何割まで達成

できるのかということは今後やらなければならない作業だと考え

ています。 

(前田委員) どこまで規制すれば早期かつ確実に達成するという目標を満

たすのかを検討いただきたい。 

(池田部会長) 前回、流入車による排ガス寄与割合がどれぐらいかという

資料はあったが、どの程度まで削減可能かということはまだとい
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うことか。 

(事務局) 第２回の資料では、流入車対策の効果ということで、22 年度に

対策したとすれば NOx で 540 トン、PM で 110 トン減少すると説明

しました。対策を早くすればするほど減少量が大きくなる見込み

です。このあたりも含め、定量的にどの程度捕捉できるかという

ことを作業していきたいと思います。 

(池田部会長) そういう数値があればより説得力が増すと思う。 

(事務局) ただ、環境基準をより早期、確実に達成するためにはどれだけ

環境濃度として減少すればよいのかというということについては

算定が難しいと思います。 

(前田委員) 例えば３億円であれば千何社ぐらいだからこれぐらい、１億

円だったら３千何社だからこれぐらいということで、このぐらい

の規模でまずやることがまあ十分ではないがよいのではないかと

いうような試算で良い。 

(事務局) 基本的には３万トンというのは貨物量の６、７割を捕捉できる

というところをベースにおいていますので効果ということでいい

ますとまず６、７割を抑えられるだろうというところからスター

トしています。 

(津留崎委員) 捕捉される６、７割というのが全部流入車ではなく、流入

車も流入車でないものも全て含まれているので、どれぐらい効果

があるかということもある。本来、適合車でない車はこういうシ

ステムをとらなくても規制される。流入車がどの程度かというこ

とを把握するのは難しいと思うが、それがわからなければ対策に

よる効果というのは非常に計算しにくいのではないか。 

(事務局) 現状と、すべて対策地域内並になった場合の数字で考えていき

たい。 

(池田部会長) それでは、環境基準のより早期かつ確実な達成が見込まれ

るというようなことで、流入車対策の枠組み、対象者の規模要件

案とか対象になるものの案とか基準というものについて質問はご

ざいませんか。こういう規模でよいのかとか何か抜け穴になって

いないかなど。 

(中村委員) 条例で義務付ける特定荷主とか特定事業者はある程度条例で

規制する必要はあると思うが実際に非適合車を利用しているのは

努力義務を課せられている一定規模以下のところが多いのではな

いか。いくら特定事業者を規制してもそれ以外が不十分な規制で

あれば本当にこれは効果があるのか。 

(事務局) 基本方向の案で全て義務づけるというのが難しく、どんな制度

でも一定規模以上を対象にして行うというケースが多いのが現状

です。先ほどのご意見と関係しますが全て義務化すれば将来的に

540 トンになり非常に良いですが、手続きの問題がございます。た

だ、できるだけ対象を広くすることが望ましいと思います。さき

ほどの優越的な地位の濫用の懸念もあり、もう少し幅広く対象に
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できる方法がないかということを次回までに検討したいと考えて

います。 

(池田部会長) 結局すそ切りみたいになっていますけれどもそれを説明す

る理屈がいるのではないか。例としては、資金力がないところに

は厳しいとか、事務が煩雑になるから対象を広げるのは難しいな

どきちんと説明しておかないと一定以下はなぜ野放しなのかとい

う苦情というか不満が出てくる。一定以下のものについては、努

力義務とはなっているけれどもその効果については、努力してい

る証は行政としては突き止めないのかという話になるのでこのあ

たりはもう少し方策があったほうが良いのではないか。 

(津留崎委員) 先ほど次回に検討することを述べられたと思うが、義務づ

けの中身をどうするかということと努力するといっても報告する

とか何かまったく担保なしということにはならないと思うので、

負担の程度の問題かなと思う。その辺りもいろいろとあれば検討

したい。努めるということを書くだけではたぶん何もならないと

思うし、義務づけもどこまでするのかということがあるので、そ

のあたりは少し検討する必要がある。 

(池田部会長) 今ご意見がありました点につきましても事務局としてはも

う少し、何か説明があれば次回以降にでも説明してもらいたい。

他に何かありませんか。対象者の規模案ですとか施設の案とうい

ものについて、２(２)に貨物運送事業者で府内の 30 台以上の自動

車を有する事業者ということだが､自動車が大阪府内の運輸局に

届けられている大阪ナンバーであるとかそういう意味か。また、

会社の例えば地方に事業所があってその事業所の登録によるナン

バー等があると思うが、そういうものを含んでいるのか。 

(事務局) 特定の運送事業者の①の部分ですが、こちらにつきましてはナ

ンバープレートをとるにあたり、使用の本拠を当然書かなければ

なりません。大阪府内にその登録した場所が 30 台あるという意味

です。現在の自動車 NOx･PM 法とか他の法体系も車に対しては同じ

ような把握をしておりますので、それと同じような考え方になり

ます。 

(池田部会長) 大阪府内には 20 台しか持っていないが全国的には 30 台以

上持っているところは対象からはずれるということか。 

(事務局) 特定運送事業者としてははずれますけども運送事業車としては

該当しますので強い義務はかかりませんが当然車種規制適合車の

使用に努めることという義務はかかりますのでそういう意味では

規制対象になっております。 

現行の NOx・PM 法で 30 台以上の事業者に対して措置を講じるよう

な法規制がございますけれども､これは対策地域内で 30 台以上持

っている事業者となります。この場合は、例えば対象地域内で 20

台持っており、府域の対象地域外で 15 台持っている事業者は、現

行ではかからないが今回の措置によってその事業者には義務がか
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かってくるということになります。 

(池田部会長) しかし、特定運送事業者としての義務がかかるのは、大阪

府内に限るということか。大阪府内には 20 台であるが地方には 15

台という事業所は対象からはずれるということか。 

(事務局) 基本的に府内にということになっています。 

(前田委員) 例えば環境アセスメントで関空の埋め立てに対しては、でき

るだけ公害を出さないような機器を扱うという極めてあいまいな

表現である。その場合に車種規制の自動車を使用するという文言

を使うという可能性があるのか。それともそういうことはほとん

ど考えていないのか。 

(事務局) 環境アセスメントを実施するときには事業者が環境対策を実施

します。そのときに事業者として実行可能な範囲内で最善の対策

をとりなさいというのが審査の基準となっていますので法令遵守

は当然になります。NOx・PM 法の対象地域で持っている事業者に関

しては車種規制適合車になりますし、それを上回って最善の対策

の追求ということになりますと法の対象範囲外でも適合車を利用

するというのが事業者の環境保全対策措置になってくると思いま

す。 

(池田部会長) 施設の案のところで公有水面埋立地というのは、埋め立て

をしているのか、それとも埋め立てた後に廃棄物処理場になって

いてそこに出入りしているような車を念頭においているのか。 

(事務局) 基本的には埋め立て中のところを念頭においています。土砂と

か廃棄物等で埋め立てをするにあたり、直接埋め立て地に運ぶ場

合もありますし、積み出し基地に運んでくる場合もあります。そ

のときにダンプトラックで運ぶためそれを対象にすればどうかと

いうことです。 

(池田部会長) そうするとフェニックスのような廃棄物処理場はどこに該

当するのか。 

(事務局) この公有水面埋立地の対象見込みの中でフェニックスの大阪沖

処分場と泉大津処分場を考えています。 

(池田部会長) 先ほど事業者に関連の団体の意見がどのようなものかとい

う話があったが、マスコミはどうなっているか。 

(事務局) ５大紙では部会の議論はとりあげられていません。物流関係の

業界紙では前回も取材に来られて、１、２回目の部会については

かなり大きな取り扱いで記事が書かれています。そのような現状

ですので、関係業界にもっと知っていただきたいということもあ

り、関係団体を訪問しました。これからも機会があれば他の団体

にも説明したいと考えています。 

(池田部会長) 利害関係者はかなり多いと思う。８団体からお聞きしたの

はそれなりの意見聴取だとは思うがもっと広く意見を府民のみな

さんから得る必要があるのではないか。パブリックコメントとい

うのは、条例が出来たときにするというような話があったが、も
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っと早期にするという方法もある。マスコミを通して流入車規制

というものがあるということを府民に知らせるという機会にもな

る。パブリックコメントの機能をいろいろと考えるとそのあたり

の必要性があるのではないか。 

(津留崎委員) 部会長がおっしゃったように、短期間にするものであるか

ら一般的に様々な形での問い合わせとかホームページに出すとき

も含めて何か考えたほうがよい。そういう反応がどうかというこ

とも知った上で議論をしたほうがよい。 

(事務局) ホームページには、環境審議会の活動状況は掲載しております。

何件検索されたかはわかりませんが議事録等は掲載されています。

スケジュール的にはかなり厳しいですがご指摘のパブリックコメ

ントを実施する方向で検討したい。ご指摘いただいているところ

を整理してパブリックコメントにかけられる内容を次回にご議論

いただけるようにしたいと思います。 

(池田部会長) タイトなスケジュールは承知しているがパブリックコメン

トは不可能ではないという認識でよいか。 

(事務局) パブコメの 1ヶ月間というスケジュールを盛り込み広く意見を

聴ける場をつくっていきたいと思います。 

(池田部会長) ある一定の案を提示して多くの意見を聴くと、われわれが

見落としていた点や予想外の意見とが出てきて大いに参考になる

ことがある。規制を実施するような施策の場合は、できるだけ多

くの人に意見を求めるのがよい。委員の方も異論がないようです

のでそういう形で進めてもらいたい。事務局は次回にパブリック

コメントの案を提示し、我々も検討する。１ヶ月は余裕をみない

といけないわけだが、そのような手続きをふんだほうが、より公

正な手続きがとれるということでお願いしたい。本日具体的なと

ころの詰めまでいっていないところがあるから、その点とステッ

カー制度なども詰めていただき、パブリックコメント案を提示し

てもらい、それを確認する方向でいきたい。それでは検討はこれ

までにしたいと思います。その他について事務局からお願いしま

す。 

 

（２）その他 

（事務局） 次回、第４回の部会については５月第２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） それでは、以上で全ての議題は終わりましたので第３回

の流入車対策部会をこれで閉じさせていただきたいと思います。

ありがとうございました。 

 

（以 上） 


