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平成 18 年度第１回中野区環境審議会 議事録 

 
１．日 時：平成 18 年４月 28 日（金）15:00～17:00 

２．場 所：中野区役所４階 第３委員会室 
３．内 容 

《Ⅰ．委嘱式》 
（１） 委嘱状交付 
（２） 区長挨拶 
《Ⅱ．議 事》 
（１） 委員自己紹介、幹事・事務局等紹介 
（２） 会長および副会長の互選 
（３） 諮 問  
（４） 運営上の申し合わせについて 
（５） 諮問理由の補足説明 
（６） 審議会のスケジュール案について 
（７） 小委員会の設置について 
（８） 環境状況調査について 
 
４．出席者 

出席委員（17 名） 
貞弘 優子委員、大橋 美紀委員、羽賀 育子委員、北川 博美委員、大園 久

美子委員、加藤 まさみ委員、須藤 悦子委員、三好 亜矢子委員、折原 烈男委

員、五味 道雄委員、鳥羽 修平委員、巻田 清司委員、生沼 庸史委員、飯田 哲

也委員、大沼あゆみ委員 蟹江 憲史委員、水庭 千鶴子委員 
欠席者委員（3 名） 
石川 誠一 委員、内藤 保委員、田中 淳正委員 

 
［中野区職員（幹事）］ 
出席８名（代理 2 名含む） 
本橋区民生活部長、川崎区長室政策担当課長、豊川総務部営繕担当課長(途中退席)、
区民生活部産業振興担当参事代理（兼子係長）、納谷区民生活部環境と暮らし担当

課長、服部 区民生活部ごみ減量担当参事、野村都市整備部公園・道路担当課長、

教育委員会事務局指導室長代理（山本指導主事） 
欠席 １名 
尾﨑都市整備部都市計画担当参事 

 
５．配付資料 
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*平成 18 年度第１回中野区環境審議会 次第 
資料１ 第２期中野区環境審議会委員名簿 
資料２ 中野区環境審議会幹事及び事務局について 
資料３ 中野区環境基本条例 
資料４ 中野区環境審議会規則 
資料５ 審議会運営上の申し合わせについて（案） 
資料６ 中野区基本構想（抜粋） 
資料７ 「新しい中野をつくる 10 か年計画」の環境基本計画に関連する記述の抜粋 
資料８ 環境基本計画概要版 
資料９ 中野区環境基本計画等の体系について 
資料 10 近年の国及び東京都における環境行政の動向 
資料 11 平成 18 年度中野区環境審議会審議予定（案） 
資料 12 小委員会の設置について（案） 
資料 13 環境状況調査について 
 
（配布冊子等） 
*中野区環境基本計画 
*中野区民の環境行動指針 
*中野区環境行動計画 
*中野区都市計画マスタープラン概要（平成 12 年３月 29 日なかの区報臨時号コピー） 
*中野区みどりの基本計画（基本計画部分コピー） 
*第２次中野区一般廃棄物処理基本計画 
*中野区基本構想 
*「新しい基本構想ができました」（リーフレット） 
*新しい中野をつくる 10 か年計画 
*中野区の環境（平成 17 年度版） 
*第三次環境基本計画の骨子 
 
６．議事録 
 
○区民生活部長  
私は進行役を務めさせていただきます、区民生活部長の本橋でございます。どうぞ

よろしくお願いをいたします。 
 本日の予定といたしましては、お手元の次第にありますように、第 1 部として委員

の皆様の委嘱式を行います。引き続き第 2 部として、第 1 回審議会を進めさせていた

だく予定ですので、よろしくご協力お願いします。なお、会の様子を写真撮影させて

いただきたいと存じますので、どうぞご了承ください。 
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《Ⅰ．委嘱式》 

  
１ 委嘱状交付 

○区民生活部長  
それでは早速ですが、中野区環境審議会の委員委嘱式を始めさせていただきます。

区長が委員の席に伺いまして、委嘱状をお渡しいたしますので、私がお名前をお呼び

いたしますので、その場でお立ちいただき、委嘱状をお受け取りいただきたいと存じ

ます。 
 
 区長より各委員に委嘱状の交付 
 
○区民生活部長  
以上をもちまして、本日お越しいただきました委員の方への委嘱状の交付を終了さ

せていただきます。当区の審議会委員は総勢で 20 名となっております。ご欠席の方

も含めまして、配布の資料 1 の委員名簿をご確認願います。また任期は 2 年となって

おりますので、ご了解願います。 
 
２ 区長あいさつ 
○区民生活部長  
続きまして、委嘱に際しまして区長よりごあいさつを申し上げます。 

 
◯田中区長 
 区長の田中でございます。ただ今は環境審議会の委員に委嘱をさせていただきまし

て、お受けいただきました皆様、本当にありがとうございます。地球温暖化問題とい

うことが言われるようになり、中野などでも地球温暖化問題と関連が深いのではない

かと思われるような極端な局地的な豪雨のために、水害の被害が出るといったような

こともございまして、区民の関心というものが大変高まっているということが一つご

ざいます。また一方で、地球温暖化問題ということで、京都議定書が発効いたしまし

たことによって、私たちの国が世界的に約束していることを実際に実行していかなけ

ればならないという時代になってきたわけでございます。私たちが都会、都市の中で

今日の生活を謳歌している、この暮らし方そのものが問われている。問われているだ

けではなくて、本当に実践をしていかなければいけない、そんな時代になってきたと

いう認識を強く持っているところでございます。 
 中野区はこの 1 月に新しい中野をつくる 10 か年計画というものを策定いたしまし

た。それに先立ちます昨年の 3 月には、その基になります新しい中野区基本構想を策

定しております。その基本構想や 10 か年計画の中でも、地球温暖化対策ということ

については、大きな柱、基本的な戦略の一つとして位置付けをしているところでござ
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います。 
 実は先ほど、中野区のこの区役所本庁舎の ISO14001 の認証取得に向けての取り組

みのキックオフ宣言、「今日から開始しますよ」という宣言を行って、新しい取り組

みをやることがスタートしたところであります。区としても、そうした本当に実効性

の伴う取り組みを実際に動かしていくということの第一歩を印したのが今日という

ことであります。その ISO14001 の認証取得のキックオフ宣言と、それから環境審議

会の新しい発足ということで、今年の中でも大変大きな取り組みになります地球温暖

化問題ということについて、今日はある意味では大変記念すべき日になったと考えて

おります。 
 中野区が明確に戦略として位置付けていくというこの環境問題ですけれども、区民

の皆様が、30 万の区民が合意の下に、本当に地域の一人ひとりが取り組んでいける

ような取り組みというものを作り出していくことが、何より欠かせないというふうに

思っております。理想は高く掲げると同時に、現実に取り組めるという方策を作って

いくことが、私たちにとって非常に大きく問われていることなのだろうと思っており

ます。そういう意味で、基本計画というものも、みんなが納得し、理解をし、そして

実際に行動出来る、そんな計画を作っていきたいと思っておりますので、どうかよろ

しくご審議をお願いしたいと思います。 
 
《Ⅱ．議事》 

１．委員自己紹介、幹事・事務局等紹介 
 
○区民生活部長  
それでは引き続きまして、平成 18 年度第 1 回の環境審議会を開催させていただき

ます。 
その前に環境基本計画や、環境審議会の根拠となっております条例についてご説明

させていただきます。お手元の資料 3、中野区環境基本条例をご覧いただきたいと思

います。条例は前文と五つの章で構成されております。1 枚めくっていただきまして

3 ページ。こちらに第 3 章、環境の保全の推進とありまして、そこの第 11 条、網掛

けをしているところですが、環境基本計画についての規定がございます。それから下

にあります第 4 章、こちらに環境審議会についての規定がありまして、ここでは 15
条で審議会の設置、それからその他審議事項について。また 16 条では委員の人数や

選出区分について規定しています。 
 資料の 4、環境審議会規則。これは審議会の組織運営に関する事項を定めたもので

あります。第 3 条では会長と副会長について。第 4 条では会議の運営について定めて

おります。それによりますと、審議会は会長が招集し、議事進行を行うことになって

おりますが、本日は審議会の委員が全員新たに委嘱されましたので、会長が互選され

るまでの間、私が議事進行を進めさせていただきたいと存じますが、よろしゅうござ

いますでしょうか。 
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 本日ご出席の委員の皆さん、現在 17 名。総数 20 名の半数、10 名を超しておりま

すので、審議会規則第 4 条第 2 項の規定に従いまして、有効に成立をしております。 
 
○区民生活部長  
それでは早速お手元の次第に沿いまして、議事を進めさせていただきたいと存じま

す。まず始めに、初めてお会いする方も多いと思いますので、委員の皆様に自己紹介

をしていただきたいと存じます。時間も限りがありますので、勝手ながらお名前とご

専門、あるいはまた所属団体と役職等、自己紹介していただきたいと存じます。よろ

しくお願いいたします。 
 
○飯田委員  
環境エネルギー政策研究所所長の飯田と申します。 

 
○大沼委員  
慶応大学経済学部環境経済学を担当しております大沼と申します。どうぞよろしく

お願いします。 
 
○蟹江委員  
東京工業大学の大学院の助教授をしております蟹江と申します。国際政治、地球温

暖化問題に関する国際政治を研究しています。よろしくお願いします。 
 
○水庭委員  
東京農業大学造園科学科の水庭と申します。専門は都市緑化技術の研究、開発をし

ておりますので、その部門で何か力を出せればと思っています。どうぞよろしくお願

いします。 
 
○貞弘委員  
中野区消費者団体連絡会から出ました貞弘と申しますよろしくお願いします。 

 
○大橋委員  
中野区環境リサイクルプラザ・消費者センターの運営会議から推薦されました大橋

美紀と申します。よろしくお願いいたします。 
 
○羽賀委員  
同じく、中野区環境リサイクルプラザ・消費者センター運営会議より推薦されまし

た羽賀と申します。よろしくお願いいたします。 
 
○北川委員  
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北川博美といいます。NPO 法人杉並環境カウンセラー協議会からまいりました。

私は杉並環境カウンセラーですけど、中野区鷺宮に住んでおります。 
 
○大園委員  
大園久美子と申します。中野区小学校 PTA 連合会の副会長をしております。大和

小学校の PTA 会長もやっております。よろしくお願いいたします。 
 
○加藤委員  
加藤まさみと申します。区民の公募で選ばれました委員です。環境とまちづくり活

動をしております。都市計画審議会の委員もさせていただいておりまして、都市の問

題というのは環境と都市計画と共に考えて、土地利用の在り方から、皆さんと一緒に

考えていけたらと思っています。よろしくお願いいたします。 
 
○須藤委員  
公募で選ばれました須藤悦子と申します。よろしくお願いいたします。私は、以前、

北区にいたころ、北区のエコ広場で 12 年ぐらい前から環境に関する活動をしてまい

りました。中野区に移って、中野区は人口も多く、環境がなかなか整っていないとい

うことで、すごく心配だなと思っている部分があります。ただ、こういった審議会で

いろいろな話が出来、区長がおっしゃったように、実際に何が出来るかということを

考えていかなければいけないと思いますので、一区民の立場から皆さんといろいろな

ことを話し合いたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 
 
○三好委員  
三好と申します。上高田に住んでいまして、中野環境市民の会という環境グループ

で活動しています。仕事は家庭通信社という地方紙の家庭欄にいろいろな記事を配信

する通信社の記者をしています。環境ばかり取り上げるなと、しょっちゅう編集長に

怒られながらやっております。よろしくお願いいたします。 
 
○折原委員  
中野区商店街連合会からまいりました折原と申します。よろしくお願いします。 

 
○五味委員  
東京商工会議所中野支部の五味でございます。私は設計事務所をやっておりまして、

ただ今私、東京都全域の建築事務所協会の名誉会長もしております。よろしくお願い

します。 
 
○鳥羽委員  
中野区の造園緑化業協会の推薦でまいりました鳥羽といいます。よろしくお願いい
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たします。 
 
○巻田委員  
東京都トラック協会中野支部よりまいりました巻田と申します。よろしくお願いし

ます。 
 
○生沼委員  
東京ガス中央支店、副支店長をしております生沼と申します。弊社は環境部、エネ

ルギー企画部、天然ガス自動車部といった専門家集団を抱えておりますので、そちら

の知恵をいかに引き出すかが私の仕事だと思っています。よろしくお願いいたします。 
 
○本橋  
ありがとうございました。引き続き恐縮ですが、審議会に資料提供などをさせてい

ただくために出席いたします幹事、及び事務局についてご紹介させていただきます。 
 
 幹事・事務局職員の紹介 
 
２．会長および副会長の互選 
 
○区民生活部長  
次の議題の会長及び副会長の互選をお願いしたいと存じます。審議会規則第 3 条第

1 項、及び第 2 項に規定に従いまして、会長及び副会長をそれぞれ 1 名、互選により

定めるとなっております。ただ、今日が初めてということで、互選と申しましてもな

かなか難しいかと思いますので、事務局の方で腹案を用意しておりますので、それを

ご提示させていただいてよろしゅうございますでしょうか。 
それでは会長には、環境経済学がご専門でいらっしゃいます環境問題に造詣の深い

慶応大学経済学部教授大沼先生。また副会長には、商店街連合会会長で環境問題にも

積極的に取り組んでいらっしゃる折原様にそれぞれお願いを申し上げたいと思いま

すが、いかがでございますでしょうか。 
 
（拍手） 
 
○区民生活部長  
それではご了解いただいたということで、会長には大沼先生に、副会長には折原様

にお引き受けいただきます。それではお二人からごあいさつをいただきたいと存じま

す。 
 
○大沼会長  
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ただ今会長を仰せ付かりました大沼でございます。大変な大役を仰せ付かりまして、

皆様と協力して、実現可能性があって、中野区及び地球環境に資するような議論とい

うものを作り上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 
 
○折原副会長  
副会長を仰せ付かりました折原でございます。私は商店街ですので、いろいろ環境

の問題は身近で、いつも悩んでいるところですが、今日は存じ上げている先生もだい

ぶ大勢いらっしゃいますので、大変心強く思っております。皆さんに支えていただき

ながら、大沼先生の副ということでやらせていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします 
 
３．諮問 

 
○区民生活部長  
ありがとうございました。それでは続きまして、区長から、第 2 期中野区環境審議会

に諮問をさせていただきます。 
 
（区長、諮問書を読み上げ。） 
 
◯田中区長  
中野区環境基本条例第 11 条第 3 項、及び同条第 6 項の規定に基づき、下記の事項

について諮問します。平成 18 年 4 月 28 日、中野区長 田中大輔。 
 諮問事項は、「中野区環境基本計画の改定にあたっての基本的考え方と、同計画に

盛り込むべき事項等について」ということでございます。よろしくお願いいたします。 
 
○区民生活部長  
ありがとうございました。ここで区長は大変申し訳ございませんが、所用がござい

ますので、退席をさせていただきます。 
 
（区長は所用のため、退席。） 
（以降の議事については、大沼会長が進行） 
 
４．運営上の申し合わせ 

○大沼会長  
それではお手元の次第に従いまして、議事を進めてまいります。 
まず最初に、議事の 4 番目にあります審議会運営の申し合わせについて、委員の皆

さんにお諮りしたいと思います。事務局で案を用意されておるようですので、事務局

の方から説明をお願いします。 
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○環境と暮らし担当課長  
資料 5「審議会運営上の申し合わせについて（案）」を読み上げ。 

 
○大沼会長  
今説明がございました審議会の運営上の申し合わせについて、何か意見はございま

すでしょうか。 
 
◯須藤委員  
公募の委員が審議を会辞めた場合どうするのでしょうか。次点の委員繰り上がるの

か、もしくは空席のままになるのでしょうか。 
 
◯環境と暮らし担当課長  
公募委員の方が委員を辞退される場合は、新たに委員を選定することになると思い

ます。 
 
◯北川委員  
ここで新たに環境審議会の運営について申し合わせる理由がよく分からないので、

その背景を教えてほしい。 
 
◯環境と暮らし担当課長 
環境審議会は、前の基本計画を策定した平成 13 年以来設置をしておらず、会議の

運営については、特段取り決めがない状態であるため、改めて提案させてもっらてい

ます。 
 
◯加藤委員  
今日の審議会の開催についてホームページに載っていなかったので、公開である以

上は今後は前もって載せてください。 
 
◯環境と暮らし担当課長  
本日の審議で、公開することが決定すれば、次回以降は区報とホームページには掲

載します。本日の審議会については、まだ公開が決定していなかったため、掲載しま

せんでした。 
 
◯大沼会長  
 それではこの事務局の案の通りに運営上の申し合わせを決めたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 
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（委員了解） 
 
５．諮問理由の補足説明 
○大沼会長  
それでは次の 5 に移ります。今、お手元に中野区長から諮問事項、及び諮問理由と

いうものを配布いただきましたけれども、審議会全体としていまして、この事項につ

いて共通認識を持つ必要がございます。この認識を皆さんで共有してもらうためにも、

諮問理由について事務局から説明をしていただきたいと思います。 
 
○環境と暮らし担当課長  
 資料６（中野区基本構想（抜粋））、資料７（「新しい中野をつくる 10 か年計画」の

環境基本計画に関連する記述の抜粋）、資料８（環境基本計画概要版）、資料９（中

野区環境基本計画等の体系について）、資料 10（近年の国及び東京都における環境

行政の動向）の説明。 
 
ではまず資料の 6 からご説明をします。中野区基本構想から環境関連部分を抜粋し

たものでございます。章ごとに従ってご説明します。第 1 章、新たな時代に向けて。

これはこれまでの中野区の歴史と基本構想を制定した理由。これらを記述しておりま

す。特に、中でも四角の枠の中をご覧いただき、中野区として未来へ着実に引き継い

でいくことの出来る持続可能な地域社会を築くために、新たな基本構想を制定しまし

たということでございます。 
 次に第 2 章でございます。中野のまちの基本理念。住みよいまちを作っていくため

に、区民の皆さんが共有する考え方を示しています。特に環境に関しては、アンダー

ラインを引いています。他の部分も関連しますが、特にアンダーラインの部分。「私

たちは地球的視野に立って、平和な世界を築き、環境を守り再生させ、次世代の人々

へ受け渡していきます」、この分が主に関連が深くあると思っております。 
 第 3 章、中野のまちの将来像でございます。この将来像としまして、この基本構想

では「多彩なまちの魅力と支え合う区民の力」としてございます。この将来像の中で、

関連が深いものごとに四つの領域にまとめてございます。この四つの領域は、お手元

の基本構想のパンフレット、冊子が入っておりますので、そこで後ほどご確認いただ

けたらと思いますが、その一つに持続可能な活力あるまちづくり。これを一つの領域

としてくくっております。この中で環境面の取り組みの方向と将来像を描いておりま

す。 
 その方向に関連の深い点でございますが、上の四角の枠内のアンダーラインの部分。

「中野のまちに住み、働き、学び、そして活動する区民それぞれが、環境に配慮した

暮らしを営むことで、循環型社会を築いていきます」と、このように規定をしており

ます。この中で、持続可能な活力あるまちの将来像。特にこの中で、環境面ではⅠ-2、
Ⅰ-3、これはそれぞれ計画に記載してある番号でございますが、ここで将来像を描い
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ております。Ⅰ-2 では、一人ひとりが環境に配慮し、暮らしの文化をともに育てるま

ち。そして地球環境への負荷を減らした生活を実現。ごみゼロ都市・中野の実現。ま

た、潤いと安らぎが感じられるまち。これらを規定しております。またⅠ-3 としまし

て、安全で快適な都市基盤が整備されたまちということで、景観に配慮した災害に強

いまち。また、みどり豊かで、快適なまち。これらを将来像として示してございます。 
 3 ページをご覧ください。その上で第 4 章としまして、この将来像を見据え、10
年後に実現するまちの姿を明らかにしております。持続可能な活力あるまちづくりの

10 年後の中で、環境面ではまずⅠ-2 でございますが、環境に配慮する区民生活が根

付くまち。これを 10 年後の姿としてとらえ、地球環境に配慮した取り組みが進んで

いること。自然エネルギーの利用が進んでいること。ごみの発生抑制の具体的な取り

組みが広がっていること。資源の再利用の取り組みが進んでいること。身近なところ

でみどりを増やす取り組みが進んでいること。またⅠ-3 では、環境への負荷を低減す

る都市基盤の整備が進んでいること。これらを明らかにしてございます。 
 なお第 5 章は、行財政運営の基本原則を明らかにして、この将来像を実現するため

にということで記述しているところでございます。これが中野区の基本構想でござい

ます。区の基本構想は、区の行政運営の基本中の基本でございます。これを基本とし

て、私どもは施策を展開しているところでございます。 
 次に資料 7 をご覧ください。先ほどご説明しました中野区基本構想を受けまして、

この 1 月に『新しい中野をつくる 10 か年計画』を策定しました。先ほどの基本構想

のところでご説明しました 10 年後のまちの姿を実現するための、これは中野区の基

本計画となるものでございます。特に 10 か年計画の中では、先ほど区長のごあいさ

つのところで触れました、地球温暖化防止戦略。区民生活に影響を与える大きな課題

の一つとして、10 年間で優先的に取り組みを進めるための戦略を、この地球温暖化

防止戦略、このように位置付けているところでございます。この他に、まだ三つの戦

略がございます。これはまた後ほど、資料でお読みいただけたらと思います。 
 ここでは三つの戦略展開を図ることとしております。展開 1、省エネルギーの推進

と自然エネルギーの活用。展開 2、ごみの発生抑制と資源化の推進。展開 3、みどり

を増やしみどりをつなぐ。これらの展開をそれぞれ簡単にご説明させていただきます。 
 展開 1 では、省エネルギーの推進と自然エネルギーの活用。ここでは省エネルギー

に取り組むまちづくりとしまして、目標とする姿、省エネルギー、省資源が定着し、

自然エネルギーの利用が活発となり、地球温暖化防止や、ヒートアイランド現象の緩

和に効果を上げていますとしまして、その成果指標を規定しております。ここでは区

内の電気・ガス使用量に換算した二酸化炭素の排出量、これを成果指標としていると

ころでございます。これに基づきまして、取り組みの方向といたしまして、この 1 ペ

ージの下段の☆印ですが、町会・自治会や学校など、地域ぐるみの取り組みによって

省エネルギーを推進します。太陽光や風力による発電、グリーン電力証書の普及を進

めることによって、自然エネルギーの活用を進めます。また、事業者への協力や連携

の働き掛けを進めることによって、環境マネジメントシステムの導入を推進します。



 12

これらの方向に基づいて、それぞれ取り組むべき事業について記述してございます。

それが実現へのステップ。ステップ 1 からステップ 4、この 10 年間でステップごと

に取り組みを定めているところでございます。 
 3 ページをご覧ください。展開 2、ごみの発生抑制と資源化の推進でございます。

これにつきましては、中段の目標とする姿は、ごみ半減が実現している、これを目標

としております。成果指標と目標値につきましては、ごみの排出量、あるいは資源化

率を挙げているところでございます。この方向といたしましては、ごみゼロに向けた

区民レベルの取り組みによって、ごみの減量を図ります。多様な資源回収の方法を進

めることによって、リサイクルを推進します。また、地域での小さな単位での多様な

取り組みや、地方都市との連携などによって、生ごみの資源化を進めていきます。ま

た同様に実現へのステップとして、ステップ 1 からステップ 4 ごとに、それぞれその

取り組みを定めているところでございます。 
 5 ページをご覧ください。次は展開 3、みどりを増やし、みどりをつなぐでござい

ます。これは、1 点目としまして、身近なみどりの拡充に向けて目標とする姿としま

して、区民の生活に身近なところでみどりが増え、人々に安らぎと潤いを与えていま

すとしています。この成果指標と目標値は緑被率、あるいは緑化計画面積としており

ます。またもう一点、下段の方ですが、みどりのネットワークのあるまちづくりを示

しています。目標とする姿は、区内全体にみどりのネットワークが広がる。自然と調

和し、環境への負荷を低減するみどりの都市基盤が実現していますとしております。

成果指標と目標としまして、緑地率と区民 1 人あたりの公園面積を示しております。

これらの取り組みの方向としまして、建築時などの指導や、区民活動の支援によって、

地域緑化を推進します。校庭の芝生化や施設の屋上緑化などによって、公共施設のみ

どりを増やす。公園や道路などの公共施設の緑化と、民間のみどりの誘導によって、

みどりのネットワークを作りますということでございます。これは 7 ページにこれら

の実現のステップを示しているところでございます。 
 以上が 10 か年計画の環境関連の抜粋です。何度も申し上げますように、中野区基

本構想、及びこの 10 か年計画は、それぞれ冊子をお配りしてございます。今はポイ

ントのみの説明にさせていただきましたので、また冊子で後ほどご確認をいただけれ

ばと思います。 
 次に資料 8 をご覧ください。現在の環境基本計画の概要についてご説明させていた

だきます。この計画は、平成 13 年 3 月に策定したところでございます。中ほど、計

画の目的をちょっとご覧いただきたいと思います。右側の点線の囲みでございますが、

私ども循環型社会を目指し、環境基本条例に定める基本理念に沿って、自然の循環を

重視する。あるいは人と他の生き物が共に住める。すべての資源を有効に活用する。

これらの理念にとって、左側でございますが、その実現に向けて環境の保全に関する

目標。あるいは、施策の方向と体系。あるいはその他環境の保全に関する重要な事項

を明らかにしているところでございます。 
 計画の範囲としまして、公害の防止から地球の温暖化防止まで、環境保全に関する
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全般的な事項としているところでございます。計画の期間は平成 13 年度を初年度と

して、おおむね 10 年間、こういうことでこの計画期間の半ばを経過したのが現在で

あるとご理解いただければと思います。 
 では、2～3 ページをご覧ください。この計画では、環境の保全に関する目標を、

大きく三つ設定しております。まず左側の 1。豊かなみどりと水辺を創造する。省エ

ネルギー・省資源を進めます。身近な環境汚染の防止、地球環境保全を進めます。以

上三つでございます。例えば 1 番目の豊かなみどりと水辺を創造しますでは、施策の

方向では、みどりを守り育てます。また、水と親しめる空間を作ります。これらの施

策の方向としまして、一番右側では主な政策を示しております。同様に省エネルギ

ー・省資源の取り組みでは、エネルギーの有効利用、あるいは自然エネルギーの利用。

また身近な環境汚染の防止では、大気汚染を始めとした公害防止の取り組み、あるい

は有害化学物質の取り組みなどの方向を定め、主な施策を記述しています。 
 最後のページをご覧ください。取り組みの推進にあたってでございます。現行計画

ではこの取り組みにつきまして、1 点目は協働して環境保全活動を進めます。区、区

民、事業者の役割を示し、その仕組みづくりの方向を明らかにするところでございま

す。またこの計画の取り組みの点検評価をすることについても掲げているところでご

ざいます。また最後に、重点事項といたしまして、この現行の基本計画は、重点事業

といたしまして、環境を考え行動する人づくりを挙げ、取り組みを進めるということ

でございます。なお、この計画につきましては、後ほどまた審議会の先々の私どもが

考えております予定のところで説明するつもりでいますが、次回においてこの計画の

取り組み状況。具体的な取り組み状況について私どもから説明し、ご議論していただ

くことになっております。 
 それでは続きまして、今ご説明しました環境基本計画が、どのような位置付けにな

っているかということを資料 9 でご説明させていただきます。現在の中野区環境基本

計画等の体系でございます。いわゆるこの環境基本計画の位置付けでございます。先

ほど計画をご説明しました。また、基本構想についてもその前に説明しました。まず

中野区では、平成 17 年の 3 月にこの基本構想を策定しました。この基本構想を受け、

今年の 1 月に新しいなかのを作る 10 か年計画を作りました。この 10 か年計画を上位

計画として、中野区環境基本計画は位置付けられているものでございます。ただ現在

の環境基本計画は、中野区基本構想、またこの新しい中野をつくる 10 か年計画を受

けてございません。今後これらと整合を取る必要があろうかと考えているところでご

ざいます。 
 またこの環境基本計画は、法体系で申しますと環境基本法、また中野区環境基本条

例に基づき策定しているところでございます。ちなみにこの計画の下に、現在中野区

民の環境行動指針がございます。また、事業者・消費者としての中野区環境行動計画。

これはまさに中野区役所自体の問題ですが、この二つの指針と計画がございます。特

にこの事業者・消費者としての中野区環境行動計画につきましては、地球温暖化対策

推進法で策定が義務付けられています温暖化対策実行計画、この性格を併せ持つもの、



 14

このようになっているところでございます。では、この体系の説明は終わらせていた

だきます。 
 資料 10 でございます。近年の国、及び東京都における環境行政の動向でございま

す。中野区環境基本計画の改正に当たりましては、当然中野区の環境状況も重要です

が、国、あるいは東京都、社会全体の動きを考慮することが極めて大切でございます。

そういう意味で、現行計画が平成 12 から 13 年度に掛けて作られたものですから、平

成 12 年度以降の環境対策のポイント。特に国、及び都の動きを整理させていただき

ました。 
 まず相当の情報量がありますので、各項目に示してある囲み、ポイントですが、こ

れを中心に説明をさせていただき、中身など詳細については、またお読みをいただけ

ればと思います。まず国の環境行政の動向でございます。ポイントの欄をご覧くださ

い。京都議定書が昨年の 2 月に発効しました。日本国では 1990 年度比 6％削減を約

束したところです。これに向け、温室効果ガスの排出削減に向けた総合的な取り組み

がますます求められるようになってきております。また次のポイントは、廃棄物の再

生利用に向けた法制度整備・改正が集中的に進んでいます。また 3 点目ですが、大気

環境関係でも国の取り組みが進んでいる。4 点目ですが、環境学習、あるいは環境報

告書といった従来手薄だった部分での法整備が進んでいることでございます。また最

後になりますが、国ではこの 4 月、第三次の環境基本計画を改定したところです。こ

の中では、環境指標の設定など、統合的かつ評価の仕組みを持った戦略性のある計画

に転換してきていると言えるところでございます。 
 2 ページをご覧ください。これらのポイントを背景としまして、簡単にご説明しま

すと、法整備等でございますが、温暖化関係では皆さんご承知のように、京都議定書

の発効が 17 年 2 月にありまして、平成 17 年度に地球温暖化対策推進法が全面施行さ

れました。また京都議定書の目標達成計画を国が策定したところでございます。 
 また次の 3 ページをご覧ください。廃棄物・リサイクル関係では、自動車リサイク

ル法が平成 16 年度に出来ました。また昨年の 4 月には、3R イニシアティブが、日本

で国際閣僚会合が開かれたということもございます。また③の大気環境関係では、ヒ

ートアイランド対策大綱が平成 15 年度に策定されております。また自然環境関係で

は、平成 14 年度に自然再生推進法が制定され、また環境学習関係では、平成 15 年度

に環境保全活動・環境教育推進法。また平成 16 年度には、環境配慮促進法が整備さ

れました。また先ほどの説明と重複しますが、国では 4 月 7 日に第 3 次環境基本計画

の閣議決定を行ったところでございます。以上が国の動きでございます。 
 次に 5 ページ、都の環境行政の動向でございます。ポイントとしましては、東京都

では現在の状況を危機としてとらえ、特に温暖化防止と自動車等の大気汚染対策を柱

としたモデル的な施策、重点戦略などを打ち出してきております。また、新たな課題

の発生に対応して、環境確保条例をたびたび改正しているところでございます。また

温暖化対策では、先進的な取り組みを事業者、事業者の主体性の下に引き出すことを

目指して、自己評価、あるいはランク付けといった新たな指標を採り入れた施策を展
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開しているところでございます。次の 4 点目になりますが、大気汚染対策では、規制

の強化等を通じて、対策を進めております。また 5 点目では、廃棄物の問題は、清掃

事業が区に移管されました。その関係で、東京都では処理・資源化技術面での対応に

軸足を移したということでございます。また最後ですが、環境学習分野では、環境学

習に関する推進計画。これは 23 区全体の話ですが、区のレベルでこのような計画の

策定の独自の動きが見られるということがございます。 
 同様に主要課題における対応の流れ、取り組みでございますが、東京都では事業者

に対する地球温暖化対策計画書制度。あるいは建築物環境計画書制度の仕組みを推進

しているところでございます。また 7 ページをお開きください。廃棄物・リサイクル

関係では、スーパーエコタウン事業、あるいは八都県市容器包装ダイエット宣言に基

づく取り組みを進めるなどの展開がございます。また大気環境関係では、皆さんよく

ご存じの、東京都ではディーゼル車規制を行っている取り組みがございます。自然環

境関係では、平成 13 年度から緑化計画書制度。また環境学習関係では、平成 17 年か

ら 19 年度に掛けまして、持続可能な東京を目指す新戦略プログラム。これは再生可

能エネルギー戦略を背景とするプログラムですが、このようなものを取りまとめて展

開を図っているところが特徴でございます。 
 
○大沼会長  
中野区及び東京都、それから国の環境政策の概要について説明していただきました。

ご意見というよりも、質問はございますか。 
 
◯三好委員 
中野区の環境行動計画は計画期間が平成 13年度から平成 17年度までの 5年間とい

うことで、計画期間が経過し、改定作業行うのだと思うのですが。この行動計画の目

標の達成状況はどうなっているのでしょうか。 
  

◯環境と暮らし担当課長 
 環境行動計画は中野区の区役所自身の行動規範で、参考までに示しました。この審

議会では環境基本計画について、ご審議いただきたいと思います。 
 
◯三好委員  
環境基本計画と内部的な行動計画にはどのようなつながりがあるのでしょうか。 

 
◯環境と暮らし担当課長 
 現行の環境基本計画には、関連する計画として、一つは区民の環境行動指針があり

ます。もう一つは私ども中野区役所自身、事業者としての行動計画がございます。 
今この審議会に諮問申し上げましたのは、この中野区環境基本計画の改定について

でございます。あくまでも参考資料としていろいろなものをお配りしたので、ちょっ
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と分かりにくかったと思います。 
 
◯大沼会長 行動計画も環境基本計画から派生したものですから、念頭に置いて環境

基本計画を考えてほしいと思います。 
 
◯三好委員  
 中野区は区内最大の事業者だと思いますので、その事業計画の総括があって、それ

を念頭において環境基本計画の検討を行ったほうが好ましいのではないでしょうか。

絶対必要という意見はないかもしれませんが、あった方が好ましいのではないかと思

います。 
 
◯大沼会長  

資料については必要であれば事務局で用意してもらいます。ただ時間の制約もあ

り、審議会の目的である環境基本計画に焦点を当てて議論してほしいと思います。 
 
◯加藤委員  
「新しい中野をつくる 10 か年計画」ができて、既存の中野区環境基本計画の中で

特に大きな課題・問題点があったのでしょうか。 
 
◯環境と暮らし担当課長 
「新しい中野をつくる 10 か年計画」は中野区の基本計画で、環境基本計画など個

別計画と 10 か年計画との整合を取らなければなりません。その整合性をとるために

も、現行環境基本計画の分析を行う必要があると思います。次回、現行環境基本計画

の進捗状況等の報告の中で、議論をお願いしたいと思います。 
 
６．審議会のスケジュール案、及び小委員会の設置について 
 
○大沼会長  
それでは、ご理解いただいたということで、次に移りたいと思います。 
今後の審議のスケジュールについて決めていかなければなりません。その審議のス

ケジュールについて、事務局から説明をお願いします。 
 
○環境と暮らし担当課長 
 資料 11（審議会のスケジュール案）、資料 12（小委員会の設置について）の説明。 
 
資料の 11 をご覧いただきたいと思います。平成 18 年度中野区環境審議会審議予定

(案)でございます。これは事務局が現在想定している審議の流れでございます。これ

が絶対というものではございません。そういう前提で、このような流れになるのでは
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ないかということでご理解をいただきたいと思います。開催予定は全部で 6 回を考え

ております。第 1 回目は今日、4 月 28 日でございます。今日は委員の委嘱に始まり

まして、先ほどのような説明を行わせていただいております。 
 第 2 回目は 6 月の中旬から下旬を予定しております。ここでは環境現況調査の実施

状況。これは後ほどご紹介します。また先ほどご質問がありました関連する現行基本

計画の取り組み状況。このあたりを説明させていただきまして、現状分析、あるいは

論点整理などをおこなっていただきたいと思っています。 
 また 3 回目には、環境現況調査結果の報告。あるいは新たな環境像や基本目標。そ

の方針等の考え方についてご審議をいただきたいと思っています。ここで一定の見直

しの方向の検討整理が出来たらと思っております。 
第 4 回は引き続き環境現況調査の結果報告を受け、これは後ほどご説明しますが、

アンケートと温室効果ガスの両方がございますので、分けてご報告しますが、引き続

き環境現況調査の結果報告を受け、また計画の基本理念、環境像、そのあたりの議論

を引き続き行っていただくと共に、このあたりで中間のまとめの骨子の検討に入って

いただけたらと思います。 
5 回目は、ここまでの議論を踏まえ、中間のまとめ案の検討を行い、１月中旬には

中間まとめに対して区民意見を募集する予定です。その意見募集の結果を整理した上

で、最終答申の骨子の検討に入っていただきたいと思います。 
 18 年度はここまででございますが、また 19 年度の審議予定は、第 7 回として 4 月

下旬に最終答申素案の検討。5 月上旬には最終答申案の検討、取りまとめ。このよう

な流れを考えているところでございます。裏面にはフォームを作りまして、真ん中の

環境審議会は、先ほどの説明と同様でございます。右側に環境状況調査。これは後ほ

ど説明しますが、区民アンケート調査等を行って、3 回、4 回にご報告を申し上げる。

また、左の欄は区民意見の反映等ですが、中間まとめを公表しまして、区民意見を募

集する。またシンポジウム等。シンポジウムは、これから詳細をいろいろ詰めていき

たいと思いますが、シンポジウム等でも意見を募集したいと思っています。それで、

最終的に答申を受け、中野区環境基本計画の素案を私どもで作りまして、区民との意

見交換会。あるいはパブリックコメント。これらを経て、8 月には中野区環境基本計

画を決定していきたいと、このような流れを考えているところでございます。 
 
○大沼会長  
事務局から説明がありましたように、今年度は 6 回。今日を含めて 6 回です。来年

度が 2 回ということで、あと 7 回審議会を開催して、区長に答申を行うことになると

思います。こういったある意味ハードなスケジュールになっていると思いますが、こ

のスケジュールを出来るだけ効率的にこなしていく、それを補っていく方法として、

事務局からちょっと提案があるということですので、説明をお願いしたいと思います。 
 
７ 小委員会の設置について 
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○環境と暮らし担当課長 
資料 12 をご覧ください。中野区環境審議会小委員会の設置について(案)でございま

す。この中野区環境審議会の運営にあたりましては、審議を円滑に進めるために小委

員会を設置したいと考えております。小委員会の役割でございますが、小委員会は審

議の進捗状況に応じまして、検討課題や論点の整理、資料の調製、答申案文の起草な

ど、審議会会長が必要と認めた事項を調製させていただきたいと思っています。小委

員会の委員は、この審議会の中から会長が指名し、5 名を考えております。小委員会

の運営は、会長が小委員会を招集しまして、会議の進行を行います。また会長が欠席

の場合は、あらかじめ会長が指名した小委員会委員が代行する。その他としまして、

小委員会の会議は審議会に準じて行う、このようなことをご提案させていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 
 
○大沼会長  
今、事務局から説明をいただきましたが、7 回の審議会があるわけですが、これを

出来るだけ効率よく進めていきたいという目的のために、こういった小委員会で、論

点を整理したり、それから資料を策定するといった目的で、出来るだけ審議を円滑に、

かつ効率的に進めていきたいということにしたいと思いますが、何かご質問、あるい

はご意見ございますか。 
 
◯貞弘委員  
スケジュールが非常にハードですが、なぜ環境基本計画決定のお尻が決まっている

のですか。 
 
◯環境と暮らし担当課長 
基本構想が制定され、また 10 か年計画が策定されました。この考え方をきちんと

環境基本計画に反映させていきたい。現行環境基本計画は、10 年間の計画の半ばを

過ぎ、さまざまな環境状況の変化がございます。地球温暖化防止の取り組みの具体化

とか、急いで取り組みの方向を明確にする必要があると思っています。その意味で、

私どもは 8 月にも計画を策定したい。1 年半先になりますが、審議会の審議はこの期

間で合計 8 回。確かにハードとは思いますが、私どもとしては精力的にこの計画の改

定に取り組みたいと思っています。 
 
○区民生活部長  
計画に基づいて具体的な事業を遂行するには、予算措置が必要になってきます。次

の年度の予算確保のためには、スケジュール的には 9 月ぐらいには計画がまとまって

いないと、なかなか予算配分が難しいところがあります。そんなことも含めて、スケ

ジュールを立てております。 
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◯加藤委員  

小委員会で取り扱う内容というのは、温暖効果ガスに対する対策というのが主なも

のなのでしょうか。 
 
◯大沼会長  
温室効果ガスの削減は、極めて重要なファクターになると思いますが、ごみ問題や

緑化の問題など、様々な環境の改善と合わせて複合的な議論をしていくものだと理解

しています。 
 
◯羽賀委員  
小委員会の委員は 5 名程度とあるが、5 名は少ないのではないでしょうか。 

 
◯大沼会長  
小委員会は、出来るだけ機能的に運営されなければいけないので、私は 4 名から 6

名ぐらがいいのではないかと思います。小委員会は議事の内容を決定するのではなく、

論点を整理したり、資料を策定したりする委員会で、いわゆる補助的な委員会である

と考えていただければいいのではないでしょうか。 
 
◯大橋委員  

小委員会は公開で、小委員会の委員以外は傍聴できるのでしょうか。 
 
◯環境と暮らし担当課長 
小委員会の運営は、審議会に準じて行いたいとおもいます。 

 
◯大橋委員  
可能だということですね。 

 
◯環境と暮らし担当課長 
 はい。 
 
◯須藤委員  
小委員会で話し合われたことを審議会にどのように反映するのでしょうか。 

 
◯環境と暮らし担当課長 
 小委員会は審議会で議論されたことをまとめ、次回の審議をやりやすくするもので、

小委員会で方向を決めることはない。審議会の議論の論点整理、審議会に必要な資料

を事前調整、答申文案の作成などが考えられます。 
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◯須藤委員  
小委員会で話し合われたことは審議会で発表されるのですか。 

 
◯環境と暮らし担当課長 
 当然報告されます。 
 
○大沼会長  
審議会を受けて、その論点を整理するということがもちろんありますので、錯綜し

た意見が当然出てくるわけですが、何がどの方向で、何がこちらの方向かといったよ

うなものをきちんと整理出来ればと思っております。 
 
○三好委員  
審議会では次の会議に向けての論点整理ができないので、小委員会を設置するとい

うことか。答申案を作成するために必要ということならば、答申案文作成委員会を作

ればよいのではないか。小委員会の設置の必要性が見えないのですが。 
 
◯大沼会長  
こういったものをあらかじめまとめておいたほうが、次回の審議会の議論が円滑か

つスムーズに進展するだろといったように、議論をまとめたりするのが小委員会の目

的です。 
 
◯三好委員  
私はレジュメを見たとき、小委員会はワーキングチームの様に、例えば大きな話の

流れの中で、大きな論点が三つぐらいあって、それぞれの三つについて一つの委員会

を作る作業チームのイメージがあった。しかし、今の説明ですと、審議会をどこかの

方向に誘導していくイメージを持ったのですが。 
 
◯大沼会長  

そうではなく、ワーキンググループを設置して、議論していくのが理想的な方向だ

と思いますが、委員は忙しい中で参加してもらっているため、ワーキンググループで

検討していくのは難しいのではないかと思います。そのため、小委員会は議論を整理

するための審議会の補完的な位置付けとさせていただき、それで審議会の議論を錯綜

したものにならないような方向に持っていきたいと考えています。 
 他にご質問やご意見がなければ、小委員会を設置するという方向で了承していただ

きたいと思いますがよろしいでしょうか。 
 
（委員了解） 



 21

 
◯大沼会長  
小委員会の委員は私が指名して、審議会の同意を得た方になっていただきたいと思

います。次回の審議会でどなたにお願いするかを諮りたいと思います。 
 
７．環境状況調査について 
 
○大沼会長 
 それでは議題としては最後になると思いますが、環境状況調査について事務局から

説明をお願いします。 
 
○環境と暮らし担当課長  

資料 13（環境状況調査）について説明。 
 
審議会でご議論いただく上で、基礎データの一つとして。また今後区がさまざまな

他の計画を策定するわけですが、その資料とするために、環境現況調査を実施いたし

ます。その概要でございます。 
 まず温室効果ガスの排出量の把握と将来推計でございます。地球温暖化防止対策を

進めるため、温室効果ガス排出量の将来予測をするものであります。推計対象は二酸

化炭素、メタン、一酸化二窒素ですが、将来推計は二酸化炭素に限ったものにしたい

と思っております。直近過去の二酸化炭素の排出量の算定方法は、各エネルギーの転

換部門。各部門ごとに、この表に記載のような算定方法で行っていくということでご

ざいます。また将来推計は、その下段にありますように、各部門ごとに指標を定め、

推計をしていくということでございます。 
 次に区民アンケートと事業者アンケートでございます。アンケートの目的は、区民

の環境に対する意識や行動。あるいはエネルギーの消費状況について把握をしたいと

思っております。その概要は、住民基本台帳から 1,000 名を抽出して、郵送で行いた

いと思っております。質問項目は全体で 60 問程度考えています。環境像、あるいは

環境行動の現状の把握。あるいは温室効果ガス削減のシナリオの検討のための質問。

あるいは今後の施策の検討のための質問。重点施策の検討のための質問等でございま

す。 
 次に事業者アンケートでございます。事業者アンケートの目的も、区内事業者の環

境に対する意識や行動を把握するために行うものでございます。この事業者のサンプ

リングは、1,000 事業所を考えております。サンプリング方法は、中野区内は事業所

が約 1 万 4,000 ございます。多くが 1 人から 4 人の従業員ですので、この 1 人から 4
人の事業所。また 5 人以上の事業所、これを分けまして、それぞれサンプリングを行

いたいと思っています。またこれは郵送で区民同様に行う予定でございます。また質

問項目案につきましても、特に事業所向けに作るわけですが、基本的には区民アンケ
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ートと内容は項目的には同様のものでございます。 
 その調査の中で、その他関係資料といたしまして、公害のデータ、ごみ、あるいは

みどり、エネルギー関係。その他さまざまなデータの収集整理を行っていきたいと思

っています。またこの環境現況調査のスケジュールというのは、表の通りでございま

す。先ほどのご説明で申し上げましたように、第 3 回目、あるいは第 4 回目のこの審

議会で報告をさせていただきたいと思っております。 
 
○大沼会長  
この環境現況調査について何かご意見・ご質問ございますか。 
 

◯飯田委員  
このスケジュールでは、アンケートの質問票の確認ができないように思いますが。

質問票は、因子分析ができ、国など他の調査とある程度共通の相互比較できるものに

してほしい。スケジュールと内容に関して、あまり焦ってやらなくてもいいのではな

いかと思います。 
 
◯環境と暮らし担当課長 
 スケジュールについては再度確認したいと思います。質問票は設計したあと、各委

員に配布するので、ぜひ意見をいただきたい。因子分析についても十分に留意して設

計を行っていきたいと思います。 
 
◯大沼会長  
事務局からアンケートの質問票が後日郵送されてきますので、ご意見や質問など、

事務局にお寄せいただきたいと思います。 
 
◯水庭委員  

環境状況調査のスケジュールを見ると、その他の資料が私たちの目に触れる機会が

なさそうなになっているが、環境状況を把握して、その状況に対してアクションを起

こすという審議会だと思っていたので、もう少し早めに色々な環境状況を把握したほ

うがいいのではないか。 
 
◯環境と暮らし担当課長 
 本日配布している「中野区の環境」という冊子。これは公害関係が主になっていま

す。その他の関係資料については、結果が整理でき次第、この審議会に報告します。 
 
８ その他 

◯加藤委員  
最後にお願いですが、この先取り上げていただきたい内容として、環境アセスのよ
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うなものを中野区としてしっかり持つかどうかということも、計画の中に入れていた

だけたらと思います。この先、警察大学の跡地を始めとして、中野駅周辺では大規模

開発が予定されています。そういった大規模開発に対する環境アセスという視点を、

中野区が持つということをお願いしたいと思います。 
 

◯環境と暮らし担当課長 
委員の指摘された事項は、10 か年計画の中に大規模開発における環境配慮に関す

る誘導や、義務化の仕組みを検討するといった内容で方向は示されています。審議会

の中でもご議論いただければと思います。 
 
○大沼会長  
そういった枠組みを議論していただきたいということが、この審議会の趣旨だと思

いますので、具体的事例を念頭に置かれてご発言いただくことは、大変結構だと思い

ます。次回以降の審議でぜひご意見をいただければと思います。 
 次回以降、今日配布された資料を基に議論していくことになりますので、皆さん、

大変お忙しいと思いますけれども、いただいた資料にぜひ目を通して、次回以後の議

論というのを出来るだけ実り多いものにしていきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 
 また今後の審議の進め方について、例えば専門的なことをどのように入れていくか。

また一方で、区民の皆さんや、あるいは事業者の皆さんの意見をどのように反映させ

ていくか。こういったことに関しても、委員の皆さんのご意見を頂戴していきたいと

思いますので、事務局と相談して出来るだけ包括的な形での議論ができるようにした

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 
  
◯飯田委員  
環境基本計画は基本理念のところから見直すとのことですが、10 か年計画の枠を

多少踏み越えるようなところまで議論を広げていいのでしょうか。 
 
◯区民生活部長 
 基本的に基本構想や 10 か年計画は上位計画になり、その枠を超えることは考えて

いません。ただ、10 か年計画自体、細かいことを規定しているのではなく、基本的

な方向を示しているだけなので、具体化は環境基本計画の中で行うのだと思います。 
 
◯大沼会長  
今後、議論の中で、10 か年計画との関係について疑問が出た場合、その都度事務

局から説明をいただき、出来るだけ齟齬のないようなものにしていきたいと思います。 
 
９．次回の日程について 
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○大沼会長 
 次回の日程の調整をお願いします。 
 
◯環境と暮らし担当課長 
 次回審議会は６月 26 日午後２時から４時でいかがでしょうか。 
 
（委員了解） 
 
◯大沼会長  
それでは、６月 26 日午後２時から４時でお願いします。会場は後日事務局から連

絡が行くと思います。 
最後に何かございますか。 

 
◯折原副会長  
いろいろ審議を重ねると、2 時間では終わらないこともあると思いますが、多少の

延長は仕方ありませんが、この審議会はなるべく 2 時間で審議が終わるように、委員

の皆さんのご協力をいただきたいと思います。 
 
◯大沼会長  
私の方も出来るだけスムーズに議事が出来るよう努力しますので、皆様のご協力を

よろしくお願いします。 
 それでは以上で第 1 回の環境審議会を終了します。ありがとうございました。 
 
＜閉会＞ 


