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「中間のまとめ（素案）」に対する意見 

 

Ⅱ 中野区の環境に関する現状と課題 

(1) 環境にやさしいエネルギーの利用 

《その後提出された意見》 

○ タイトルを「環境に配慮したエネルギーの使い方」に。利用では選び方というイメ

ージが強いので「使い方」とすることでより省エネを表現できる。 

○ 地球温暖化に起因する問題として、例えば「巨大台風」「氷河の減少」「珊瑚の死滅」

などを具体的に示してほしい。 
○ヒートアイランド現象による問題として「都市気温の上昇」「都市型集中豪雨と洪

水」などを示してほしい。 
○環境に配慮のない生活、都市の人工的で過密状態、大規模開発がこうした問題の原

因であるという説明を十分にしてほしい。 

 

(2) 環境負荷の少ない交通体系 

《第 5回審議会における主な意見》 

○ 南北を貫く交通体系が不十分であるなど、公共交通の現状は不便であるということ

を盛り込んで欲しい。 

○ 管理者のいない駐車場で、ごみの散乱などの問題が多いので、その問題が盛り込め

ないか。 

○ 駐車場の問題は身近な生活環境に入れることが適当ではないか。 

 

《その後提出された意見》 

○ 道路整備の問題、交通事情の問題、公共交通の不足の問題、自動車利用者の問題が

ある。それぞれ、道路が狭い、渋滞する、歩きにくい、公共交通が利用しにくい、

放置自転車、そして自動車の使い方として、不必要な自動車での外出、アイドリン

グと一緒に駐車マナーの悪さを入れてほしい。賃貸や時間貸し駐車場は私有地なの

で規制しにくい面がある。しかし周辺の住宅にはとても迷惑だ。 

 

《素案Ⅱに対する意見》 

○ （２）で環境基準に適合している道路はわずかとあるが、だいたいでよいので具体

的な数値を入れるべきだ。 

○ （６）でアイドリングストップはほぼバス（都・民間を問わず）では実施出来てい

る。これを明示しどの分野で進んでいないかを示すほうがよい。 

 

(3) ごみの発生・排出抑制 

資料４ 
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《その後提出された意見》 

○ タイトルを「ごみの発生抑制・排出」にしてはどうか。生ゴミについては資源化（コ

ンポストなど）と例示してほしい。資源化の方法を示すことで興味が広がる。 

 

(4) 都市環境の快適性 

《その後提出された意見》 

○ 《みどり》のところで「公園面積がかなり低い」とあるが、「23 区中最低レベル」

とはっきりと書いてほしい。 

 

《素案Ⅱに対する意見》 

○ 《水環境》の（３）環境基準を満たしているとあるがこのままでよいのか、維持す

るのか、改善するのか示したほうがいい。 

○ 《景観形成》の（１）都市景観ガイドプランに地中電線は含まれているのか。地中

電線をどう考えるべきかもっと議論したほうがいい。ヨーロッパの街並みがきれい

なのは地中電線を積極的に取り入れているからだ。日本では景観に対する視点の乏

しさからほとんどあきらめられている。しかし、この前金沢市に行って驚いた。リ

トル京都を目指して地中配電を推進している。街並みが大変美しい。中野区と金沢

市の人口は同じくらいではないか。中野区はもっとリッチではないか。 

 

(5) 身近な生活環境 

《その後提出された意見》 

○ 「身近な生活環境」の「低層木造住宅が密集しています。」と別に「不在地主によ

る高建ぺい率、高容積率を目一杯使った土地の高度利用したマンション経営が増加

しています。」の文章を追加したらどうか。 

 

《素案Ⅱに対する意見》 

○ 近隣商業地域の用途地域に小規模共同住宅が林立し本来の用途目的である商店街

の発展、振興を阻害する状況が見られている。 

○ 《有害化学物質（固定発生源）問題》の（２）で、中野区は今どんな施策をおこな

っているのかその一端をどこかで述べるべきだ。アンケート調査でも化学物質に関

する関心が非常に高かった。 

 

(6) 環境を考え行動する人づくり 

 無し 

 

(7) 計画実効性を高める方策 

 

《第 5回審議会における主な意見》 

○ 計画の進捗状況を恒常的に外部からモニタリングするシステムや、全部局が環境優

先の施策を行うことをチェックするシステムがなかったと、はっきり記述すべきで
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はないか。 

 

Ⅲ基本計画改定にあたっての基本的考え方 

《第 5回審議会における主な意見》 

○環境の改善に向けて前進していくといった意欲を示すような記述が欲しい。 

○もっと前向きな表現をということだが、1 番目の＊に、基本構想にもある、「地域で

連携し、環境に配慮し次世代へ受け渡していく」といった表現を入れてはどうか。 
○適切な点検・評価とともに改善を勧告するようなしくみが必要だという記述がある

と良い。 
○3 番目の＊は、「現行の計画の問題点を踏まえ、計画を全面的に見直す」と書かれて

いるが、文章の書き方として現行の計画を全面的に否定するようでよくないのでは

ないか。 
○新しい計画は、現行計画を発展的に全面的に見直すといったような表現に改めたほ

うが良い。 

 

《その後提出された意見》 

○「諮問事項」にあるのは「環境に配慮する区民生活が根づくまち」だが、区政が環

境配慮とはいえない「開発志向」では「区民」への模範にならない。答申には「区

政が率先して環境優先施策」を取るべきという一文を入れてほしい。 
 

《素案Ⅱに対する意見》 

○ １のアンダーラインの追加については前回の審議会での意見のように環境の改善

を進めることに導いていくことも重要なことと考えます。従って高い場所から意見

を言う態度やノルマと感じられる表現はかえってその趣旨から逆の効果になる恐

れもあるかもしれません。なんびとからも共感できる表現が、適切ではないかと考

えますので、以下の表現の提案をいたします。 
 「私たちはそのことを自覚し、自主的・主体的な自治の精神に基づき、次世代の

人々に、よりよい環境を引き継いでいくため、地域で連帯して環境に配慮した生活

や事業活動を行うことで、環境への改善に向け前進することができます。」 
 
○３の「基本計画改定にあたっての基本的な考え方」ではむしろ記述する必要は無   
いと考えます。過去の活動を否定することではいけないと思うし、新たな課題は

今後も常に起こることが予想されます。また、（新たな課題に的確に対応するため、

計画を全面的に見直すことが必要です）それらを受けて審議会を行っているわけ

でもあります。精神は理解できますが、基本的考え方の表記としては出さない方

が適切だと感じます。 
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Ⅳ 基本計画の枠組み 

《その後提出された意見》 
○ 計画の対象範囲に「環境負荷の少ない土地利用のあり方に関すること」を入れてほ

しい。 
 

Ⅵ 計画に盛り込むべき事項 

１ 環境像 

《第 5回審議会における主な意見》 

○本当の豊かさ、快適さを実現するといった、精神的な理念も盛り込んで欲しい。 

○一人ひとりが努力することが積み重なると地球を良くするというイメージが入ると

良い。 

○環境活動を実行すると楽しいとか、さわやかとか、仲間ができるといったイメージ

が盛り込めたらいい。 

○資源を節約する、有効に活用するというイメージにつながる「循環」という言葉を

使って欲しい。 

○「循環」や「持続可能」といった、どこにでも見かけるような言葉ばかりでは適当

でないように思う。 

○ローカルな一人ひとりの行動から、グローバルな行動につながっていくといったよ

うにうまく二つを関係付けられると良い。 

 

《その後提出された意見》 
○イメージキーワードの分類で、区民の観点を入れていただきたい。地域の観点の中

で、個人にかかわること以下の文言は区民の観点に移動したらどうか。 

・区民一人一人の環境をたいせつにする意識と行動 

・ライフスタイルの見直し 

○イメージキーワードに「生態系の一員であることを自覚した生活をする」を追加し

たらどうか。 

○環境像では区政が環境優先を目指しているという姿勢が見えないと、いくら区民に

呼びかけても多くの区民は関心を示さないとおもう。区民事業者がやるという前に

「区」はどうするのかという「強い意志」を示すべきだ。 

○環境像の例として、 

「わたしからはじめる、地球想いの丁寧な生活」 

「わたしの環境活動、中野区の環境施策、皆で守るかけがえのない地球」 

「めざせエコトピア、守ろうかけがえのない地球」 

「中野区環境大作戦、守ろうかけがえのない地球」 

「紡ごうひとりひとりの小さな工夫・つなごう地球を守るネットワーク」 

「ひとりの 100 パーセントの努力より、みんなの小さな工夫を集めよう」 

「一人一人が地球市民、つなごういのちと青い地球」 
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「環境立区なかの」 

「環境最優先都市なかの」 

「一人から地域へ、広がれ地球市民の輪」 

 

《素案Ⅱに対する意見》 

○ 環境負荷削減の取り組みが各階層、各業種と広くおこなわれているような概念を入

れられるか。（基本目標でもよいが。） 

 

２ 基本目標 

《第 5回審議会における主な意見》 

(1)環境にやさしいエネルギーの利用 

○東京都のように、２０２０年までに再生可能エネルギーを２０％利用するといった

数値目標を掲げても良いのではないか。 
○再生可能エネルギー利用の現状を把握していないのならば、それを把握してもらい

たい。 
○何が自然エネルギーであるのかという定義が難しい。また、割合も設備の数量にす

るのか、発電量にするのか難しく、例えば太陽光発電の購入量はわかるが、中野区

エリアのみ購入量を把握した数字はない。 
○中野区の数字を把握することが困難なら、東京都の数字を準用することはどうか。 
○きちんとした数字でなくては意味がないのではないか。 
○「環境にやさしいエネルギー」というものが具体的にイメージできない。やさしい

という表現はあいまいだ。「環境に配慮した」といったほうが適切なのではないか。 
○二酸化炭素が削減されているエネルギーという表現はどうか。 
○持続可能なエネルギーはどうか。 
○持続可能なエネルギーもわかりずらい。 
 
《その後提出された意見》 
○（目標例・案１）区民ひとりひとりが省エネ意識を持ってエネルギーを大切にする 
まちをつくります。 

○基本目標にも環境像を用意するとよいのではないか？例えば自然エネルギー利用の

紹介に私たちの活動グループでは「エネルギー地産地消」という言い方をしている。

風力・太陽光発電などを利用して地域にあった方法で必要なだけ発電して消費する

ことをイメージできる。 

 

(2)環境負荷の少ない交通体系 

《第 5回審議会における主な意見》 

○排気ガスを少なくするということと、公共交通の利便性を向上させて、自家用車の

使用を抑制するというイメージが入るのではないか。 
○地域環境に配慮した交通の取組みという概念が入るとよい。 
○自転車もイメージしながら環境負荷の少ない交通体系というようなことを述べれば
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良いのではないか。 
○安全で移動しやすいという文言を入れると、自転車や利便性などの概念も入るので

はないか。 
 

《その後提出された意見》 
○（目標例・案１）交通による環境負荷の小さなまちをつくります。 
○（目標例・案２）公共交通機関の利用促進、低公害車の普及等により交通による環

境負荷の小さなまちをつくります。 
○交通体系の整備の環境像は「おでかけは、徒歩、自転車、バス、電車」。 
 

(3)ごみの発生・排出抑制 

《その後提出された意見》 
○ごみ減量の環境像は「ゴミゼロの気持ちよい生活」「「ひとりでもできるゴミ減量ボ

ランティア」「ゴミ減量・きれいなゴミ出し、まち美化はまちのちから」。 

 

(4) 都市環境の快適性 

《第 5回審議会における主な意見》 

○狭隘道路の改善も入れたらどうか。 
○狭隘道路を基本目標に入れるのは適当でないのではないか。交通体系や都市環境の

中で読み込むということでよいのではないか。 
○自然豊かという表現は、現在の中野の状況と乖離しているので、みどり豊かという

表現のほうが適当なのではないか。 
○自然というとみどりだけでなく水も含んだ意味となるのではないか。 

○遠い将来、中野に自然を復活させるという、夢として基本目標の中に自然という表

現があっても良いのではないか。 

○自然は快適な都市環境が全て含まれるのでよいのではないか。 

 

(5) 身近な生活環境 

《その後提出された意見》 
○環境像は、「歩いて楽しい・安全なまち」「公園が区民のリビングルーム」「中野・軽

快フットワーク・歩いて楽しいまち、便利な公共交通」。 

 
(6) 環境を考え行動する人づくり 

《第 5回審議会における主な意見》 

○騒音やごみを散乱させないモラルの良い人を育てるという意味からも、環境教育が

大切だと思うので是非入れて欲しい。 

○人と人との連携や協働のようなイメージも必要だと思う。 

 

《その後提出された意見》 
○（目標例・案１）次世代に繋ぐ環境を考え行動する人をつくります。 
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○「ご近所と良い関係をうむ環境配慮の土地利用！」。 

 

重点目標 

《第 5回審議会における主な意見》 

○具体性のある重点目標が必要だと思う。 

○エネルギーの節約やみどりを増やすといった、地球温暖化防止やヒートアイランド

対策を行っているイメージがあると良い。 

○「豊かな（楽しい）低炭素社会」というキーワードはどうか。 

○地球にやさしいは抽象だ。 

 

《その後提出された意見》 
○重点目標については内容が希薄なので、もう少し話し合いを重ねたほうがよいと思

う。 

 

３重点的に取組むテーマとその取り組みの方向 
《その後提出された意見》 

○「地球温暖化とヒートアイランド現象の抑制のため」という大目標はよいが、どこ

か遠くの問題という印象を受ける。中野の身近な問題であり、一人ひとりが取り組

むべき課題であるという問題意識を表現してほしい。 

 

４ 分野別の取組みの方向 

《第 5回審議会における主な意見》 

(1) 環境にやさしいエネルギーの利用 

○ 自然エネルギーの使用状況や利用率は把握していないので、東京都のように 2020

年までに自然エネルギーを２０％導入するなどの数値目標は立てるのは難しい。 

○ 区内の自然エネルギーをすべて把握するのは難しい。 

 

《その後提出された意見》 

○中野区でどのような自然エネルギーの利用が図れるか示して欲しい。 
 

《素案Ⅱに対する意見》 

○自然エネルギーについては、ＣＯ２削減に向けた取り組みの一つとして積極的に導

入していくべきだと考えるが、目標設定にあたっては、他のＣＯ２削減方策と比べ

た費用対効果なども踏まえ、実現性を十分に検討する必要がある。 

 

(2) 環境負荷の少ない交通体系 

《その後提出された意見》 

○交通は別立てにすべきだと思う。 
 

(3) ごみの発生・排出抑制 
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《その後提出された意見》 
○これまで消費者団体を中心に区民が努力してきた取り組みを損なわないよう配慮し

てほしい。 
 
 
(4) 都市環境の快適性 

《第 5回審議会における主な意見》 

○3 番目の＊にみどりの大切な機能の一つである、「防災」という言葉を入れて欲しい。 
 
《素案Ⅱに対する意見》 

○地中電線について述べることはできるか。 
 
(5) 身近な生活環境 

《第 5回審議会における主な意見》 

○現状と課題に駐車場の管理を徹底するという文章を盛り込めないか。 

 

(6) 環境を考え行動する人づくり 

《第 5回審議会における主な意見》 

○環境マネジメントシステムのしくみを事業者にもっと取り入れて欲しいと記述して

欲しい。 

 

《その後提出された意見》 

○環境行動の日や消費生活展で活用させていただいた「環境リサイクルプラザ」の名

前が「固有名詞であるが故に外された」のは納得しつつも、寂しい気がする。5つ目

の＊の文章の冒頭に「環境リサイクルプラザ」の追記をしていただきたいと思う。 

○ 土地利用を入れてほしい。土地の高度利用（建ぺい率+容積率を目一杯使う建築行

為）は周辺住民に迷惑を及ぼす。相隣関係を悪化させるような土地利用は慎むよう

な配慮のある「人づくり」が大切だ。 

 

《素案Ⅱに対する意見》 

○ 環境教育に関する学校と家庭と地域の連携を進めるべきです。特に小中学校おける

環境教育に関するプログラムを強化すべきです。（小中学生向けの副読本に環境問

題関連記事を盛り込み、総合的な学習の時間を使ってきちんと環境教育をすること

が将来的な環境対策に繋がると思います。） 

○ 環境問題に関する学習、情報発信、啓発の取組みを積極的に展開すべきです。また

そのための拠点を整備すべきです。 

○ 環境活動のリーダーを養成するためのプログラムやシステムの整備を図るべきで

す。（例として、財団法人省エネルギーセンターの主催する３日間の研修を受講す

ると、「省エネルギー普及指導員」の資格が得られます。東京商工会議所主催の「環

境社会検定試験（eco 検定）」という資格もあります。こういう既存の制度をうまく
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活用することで中野区の負担が軽減できます。また、すでに資格取得済みの人を調

査・確認し、「地域の環境リーダー」として協力を要請することも考えられます。） 

○ 環境保全活動を支える地域の人材・グループを発掘し、そのネットワーク化を進め

るとともに活動を支援するしくみを作るべきです。 

○ 区民や区内事業所の自主的な環境活動に対する支援・誘導の取組みを強化すべきで

す。（中野区で自主的な環境活動について情報を収集し、成果を挙げている活動に

ついて積極的に広報を使い区民に PR することで励みになるとともに活動を拡大す

ることが期待できます。） 

 

５ 計画の実効性を高める方策 

《第 5回審議会における主な意見》 

○計画の目標には単なるキャッチフレーズではなく、数値目標が必要だ。 
○環境部門だけでなく、他の部局にも環境優先の理念がないと計画の実効性が担保さ

れない。 
○数値目標を置くのは必要だと思うが、景観などのように数値では効果が測れないも

のもあるので注意して欲しい。 
○計画の実効性を高めるために、例えば景観を守るためのしくみの根拠となる景観法

を活用する、生産緑地守るために市民農園整備促進法を活用して市民農園として使

う、といったように、根拠として有効な法律などを積極的に活用するといった姿勢

を見せることが大切だ。 

○環境配慮のしくみを導入するとは、戦略的アセスメントなどを導入することだと思

うが、どのように導入するのかなどもう少し具体的な方策を記述すべきだ。 

○計画を点検・評価するしくみを構築すべきというところは、恒常的に区民や事業者

の入った、委員会のようなものを設置して評価するしくみをつくるといったように、

具体的にわかりやすい記述にしたほうが良い。 
○点検・評価のために区民参加のしくみをつくるとはっきり書いたほうが良い。 
○計画の実効性を高める方策が機能しないと、計画だけで終わってしまうのでこの項

目はとても大切だ。大項目（ローマ数字のⅦ）にすべきだ。 

 

《その後提出された意見》 

○4 つ目の＊にあるように「数値目標や数量的な管理指標」は是非とも具体的に設定す

べきだと思う。実際の効果検証は定量的な把握が必要だ。 
○「中野のような人口密度の過密な都会は、既に環境負荷が高いことを自覚し、区内

で起こる大規模開発計画には計画の段階から、戦略的環境アセスメントの導入によ

る、厳しい監視体制が必要です。」を加えてほしい。 

○実行性を高めるためには「計画」「条例」を作りっぱなし、言いっぱなしにしないで、

達成するような根拠を示すことが大切だと思う。 
①例えば、景観法はこれまでのまちづくり条例の実効性を一歩進めて法的根拠を与

えるものだ。「景観ガイドライン」を実効性のある条例に進化させて、景観法の根拠

を生かして、まちづくりに生かして欲しい。 
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②景観重要樹木の指定を利用して中野区に残る 10 本（位）の巨木とその周辺の環境

を守るようにする。警察大学正門付近の樹木群は今後の開発にさらされる恐れがあ

るので、一日も早く景観重要樹木にすると良いと思う。 
③また、「生産緑地」の減少は打つ手がないと言われてきたが、農家が困らない形で

農地を市民農園（クラインガルテン）として利用できる市民農園法を活用すると、

実効性が高められると考える。 
○点検・評価の仕組みは、広く様々な立場の区民の意見を聞くとともに、区は透明性

のある説明責任と行政手続をとる必要がある。 
○戦略的環境アセス中野モデルが必要だ。 
○答申には審議会の意見としてまとめるだけではなく、実効性の担保できる仕組みを

示し、区が施策に盛り込めるようにすると良い。 
 

《素案Ⅱに対する意見》 

○ ４の区はＩＳＯ１４００１・・はわかったが、事業者にＩＳＯ１４００１のみを言

うのは酷である。ＩＳＯ１４００１、エコアクション 21 等の環境マネジメントシ

ステムの取組み・・とすべきではないか。 

○ 改定基本計画の成果や課題を定期的・継続的に点検・評価し区民に公開するしくみ

を構築すべきです。 

★その他の事項に関する意見 

《その後提出された意見》 

○「ある資料」が審議会の検討、小委員会の検討を経て次回に「ある資料改定版」が

出てきている。大きく変更のあった部分については、資料説明の際「こういう検討

経緯がありここが変わりました。」という説明をしていただくようお願いしたい。 
事前にお送りいただいた資料は前回分と比較して見ているが、時々「この変更はな

ぜ」という部分が出てきている。 

 


