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中野区環境審議会答申のたたき台 1 

 2 

はじめに 3 

 4 

 中野区環境基本計画は、平成１３（２００１）年１０月に策定され、概5 

ね１０年間とされる計画期間期間の半ばが過ぎました。その間に地球温暖6 

化の問題や都市部のヒートアイランド現象＊の進行などの環境問題がク7 

ローズアップされて来ました。 8 

 また、区政の動きを見ると、平成１７（２００５）年９月に新たな基本9 

構想が制定され、さらに平成１８（２００６）年１月には基本構想を受け10 

て「新しい中野をつくる１０か年計画」が策定されました。この計画の中11 

では、「未来への扉をひらく４つの戦略」のひとつとして「地球温暖化防12 

止戦略」を掲げ、「環境に配慮する区民生活が根づくまち」を実現するた13 

めの取組みを優先的に進めていくとしています。 14 

 これらの区の環境行政を取り巻く変化に対応し、環境基本計画を見直す15 

ために目標や施策の体系を再構築する必要が生じてきた状況を踏まえ、中16 

野区環境審議会は平成１８（２００６）年４月２８日に中野区長から「計17 

画の改定に当たっての基本的考え方と、計画に盛り込むべき事項等につい18 

て」諮問を受けました。 19 

 これを受けて当審議会は審議を重ね、平成１９（２００７）年１月には、20 

「答申」に区民の意見を反映させるため、それまでの審議会における議論21 

を整理し、考え方をまとめた「中間のまとめ」を公表し、事務局である区22 

によって意見交換会や委員有志も参加したシンポジウムが開催され、また23 

区報等を通じて意見の募集が行われました。 24 

 そしてそれらの寄せられた意見を踏まえ、さらに検討を深めた結果、本25 

答申をまとめるに至ったものです。 26 

 27 

 28 

小委員会資料 4
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Ⅰ 基本計画改定にあたっての現状認識 1 

 2 

私たちは、大量生産・大量消費・大量廃棄という社会経済システムの3 

もとで、多量のエネルギーや資源を消費し、豊かな生活を送ってきまし4 

た。特に、中野のような大都市で生活や事業を営む者は、多くの利便性5 

を享受する一方で、みどりが少なくコンクリートやアスファルトで覆わ6 

れた環境の中で、多量のエネルギーや資源を消費し、大量の温室効果ガ7 

スや排熱、汚染物質や廃棄物等を排出し、環境に対して多くの負荷を与8 

えています。 9 

その結果生じた地球規模の温暖化、大都市特有の温暖化の問題である10 

ヒートアイランド現象、ごみ問題などは、全ての人々が発生に係わり、11 

同時に被害者になり得るという問題に直面しています。 12 

特に地球温暖化の問題は、平成１７（２００５）年２月に京都議定書13 

＊が発効し、そこに定められた６％のわが国の温室効果ガス＊削減の約束14 

を達成するため、国をあげた取組みが行われています。さらに本年２月15 

には「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 4 次評価報告書＊」が16 

公表され、人間の活動に伴う温室効果ガスの増加が温暖化の原因とほぼ17 

断定し、化石燃料の利用を重視し高い経済成長を実現する社会では２１18 

世紀末には平均気温が約４℃（２.４℃～６.４℃）上昇すると予測して19 

います。その一方で、環境の保全と経済の発展が地球規模で両立する社20 

会では、約１.８℃（１.１℃～２.９）の上昇にとどまると予測してい21 

ます。 22 

このまま何の対策も講じず、従来の大量生産・大量消費を基調とした23 

経済優先のを続けていった場合、温暖化の問題は長期的には社会経済シ24 

ステムそのものを揺るがしかねない事態になると考えられます。 25 

 26 

 27 

 28 
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Ⅱ 基本計画改定にあたっての基本的考え方 1 

 2 

将来にわたって社会経済活動を持続可能なものにしていくためには、3 

私たち一人ひとりの生活や事業活動そのものを環境に配慮したものに4 

転換していくことが必要であると考えます。環境問題、特に地球温暖化5 

が全世界共通の問題となっている現在、私たちは、次世代により良い環6 

境を引き継いでいくため、自主的・主体的な自治の精神に基づき、地域7 

で連帯・協働して環境に配慮した生活や事業活動を行い、地球規模で考8 

え足元から行動することによって、環境負荷の低減を一層進めていく必9 

要があります。 10 

  また、従来の大量生産・大量消費を基調とした経済優先のまちではな11 

く、環境と経済が調和し、環境を改善することが地域経済の活性化につ12 

ながり、地域経済の活性化がさらに環境改善につながるような、環境と13 

経済の好循環を生みだすようなまちを実現していく必要があります。単14 

に現在の環境を守るという従来の公害対策や緑化の推進といった個別15 

分野の取組みにとどまった「環境保全型」の政策ではなく、都市や人々16 

の生活のあり方までを視野に入れ、新たな環境価値を創造し、環境の質17 

を向上させるシステムが内在化された持続可能な活力あるまちを創る18 

「環境創造型」の施策を基本計画では展開していくことが必要です 19 

  新たな基本計画の対象範囲は、「中野区環境基本条例」に定める区の20 

責務＊を基本に、身近な環境問題から都市の環境問題、さらに地球規模21 

の環境問題まで幅広い視野を持って捉えるべきだと考えます。「基本構22 

想」の中野のまちの理念、将来の姿、「新しい中野をつくる１０か年計23 

画」を踏まえて、概ね２０～３０年先に実現すべき望ましい環境像を掲24 

げ、区民(区民団体を含む。以下同じ。)、事業者（事業者団体を含む。25 

以下同じ。）、区がそれぞれの役割のもと、主体的に、また連携・協働し26 

て取組む、概ね１０年後に実現すべき目標や取組みの方向を示す必要が27 

あります。さらに、区民・事業者が参加し、区と連携・協働して具体的28 
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に取組む施策を提示する必要があると考えます。 1 

  また、基本計画は、単に区の環境部門の計画としてのみ位置づけるの2 

ではなく、区政全体で環境を創造するまちづくりを進めるため、環境に3 

最大限配慮した区政運営を行っていく指針とすべきと考えます。 4 

新たな基本計画にはさらに、進捗状況を把握するための目標とわかり5 

やすい指標を導入することが必要で、区民、事業者とともに適切な点6 

検・評価・見直しを行うしくみも導入すべきです。 7 
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Ⅲ 計画に盛り込むべき内容 1 

 2 

１ 環境像 3 

  環境に関する区民・事業者・区の認識の共有を促し、計画の狙いを明4 

確にするため、環境面から目指すべき望ましい将来の姿を環境像（概ね5 

２０～３０年先）として示す必要があります。さらに、環境像として示6 

す将来の姿には、次のような基本的な考え方が反映される必要があると7 

考えます。 8 

 9 

◎  地球環境を守るため、一人ひとりが地球的視野に立って、考え行動10 

していること。 11 

◎  経済優先ではなく、環境と経済が調和し、真に豊かで持続可能な活12 

力ある社会が次世代に引き継がれていること。 13 

◎  日常の生活や事業活動で、一人ひとりの環境に配慮した取組みが根14 

付いていること。 15 

◎  安全で安心して暮らすことのできる生活環境が確保されているこ16 

と。 17 

 18 

２ 基本目標 19 

 環境像の実現をめざすために、概ね１０年後（計画の期間内）に到達す20 

べき目標を、環境問題の分野別に掲げることが必要だと考えます。 21 

 22 

(1) 環境負荷の少ないエネルギーの利用  23 

  省エネルギーの徹底した暮らしや事業活動が行われ、自然エネルギー24 

の利用が進み、環境負荷の少ないエネルギー利用が促進される施策やし25 

くみが整っています。 26 

(2) 環境負荷の少ない交通体系 27 

  便利で移動しやすく環境負荷の少ない公共交通の整備が進み、公共交28 
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通の利用者が増えています。さらに自転車が利用しやすく、歩くことが1 

楽しいまちとなっています。また、安全で環境負荷の少ない自動車が利2 

用されています。 3 

(3) ごみの発生抑制と資源化の推進 4 

  ごみを発生させない暮らしや事業活動が定着し、資源化が進んで区民5 

一人１日当たりのごみ量が半減しています。 6 

(4) 都市環境の快適性の創造 7 

水やみどりが積極的に守り育てられ快適で安全な都市環境が整備さ8 

れています。 9 

(5) 身近な生活環境の改善 10 

  安全・清潔で健康的な生活環境が保たれています。 11 

(6) 環境を考え行動する人づくり 12 

  環境学習がさかんに行われ、環境を考え行動する人の輪が広がってい13 

ます。 14 

 15 

２ 重点的に取組むテーマと目標 16 

◎目標  17 

温室効果ガスの削減とヒートアイランド現象の緩和された もっと18 

も先進的取組みが行われている脱温暖化のまちをめざす。  19 

 20 

平成１７（２００５）年 2月に地球温暖化防止のための「京都議定書」21 

が発効し、日本は温室効果ガスの排出量を平成２０（２００８）年から２22 

４(２０１２)年の間に、平成２（１９９０）年度対比で６％削減すること23 

が義務づけられました。地球温暖化は気候の変動や海面上昇をもたらし、24 

その結果、私たちの子孫に大きな影響を及ぼすことが指摘されています。25 

地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量は先進国が多くを占めて26 

いますが、先進国である日本の大都市に位置する中野区が区民、事業者と27 

ともに率先して温室効果ガス削減に取組むことは当然の責務と考えます。 28 
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温室効果ガスの削減は、省エネルギーや自然エネルギーの利用ばかりで1 

なく、ごみの発生抑制や資源化、交通対策など、また、ヒートアイランド2 

現象については、建物の構造や水循環、都市の緑化など各分野での具体的3 

な取組みが求められます。 4 

このように、重要性、緊急性の観点と、さらにさまざまな環境課題に深5 

くかかわっている課題を、重点的に取組むテーマとして位置づけ、区民・6 

事業者・区がそれぞれ主体性を持ちながら協働しモデルとなるような先進7 

的なプロジェクトを実施していくことが大切であると考えます。 8 

 9 

３ 分野別の取組みの方向 10 

 基本目標を設定した６つの分野ごとに進めるべき取組みの方向を示し11 

ます。 12 

  13 

(1) 環境負荷の少ないエネルギーの利用 14 

 エネルギーの利用に関わる取組みは、環境政策として位置付け体系化15 

し、まちづくりの一環として区の組織横断的に取組みを推進する必要があ16 

ります。 17 

 省エネルギーなど日常の無駄なエネルギーを削減するためには、区民・18 

事業者による省エネルギー行動を促す手法の開発や工夫も必要になりま19 

す。また、建物の断熱化、廃熱や太陽熱利用設備の導入、高効率のエネル20 

ギー機器導入や設備の変更による効果も大きなものです。そのために設備21 

等の導入を促すための仕組みを整えることが必要です。 22 

 また、自然エネルギーの利用拡大のため、グリーン電力＊の普及や区民23 

等の出資によるファンドの活用などのしくみを区民・事業者・区が協働で24 

設けることも必要です。 25 

 26 

 (2) 環境負荷の少ない交通体系 27 

自動車利用の改善では、アイドリングストップをはじめとするエコドラ28 
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イブ＊の実践を区民や事業者に浸透させ、さらにカーシェアリング＊や共1 

同集配システム＊の構築など自動車利用の効率化を進めることが必要と2 

なります。また、利用する自動車そのものを低公害車に替えていくなど、3 

低公害車の普及を進める必要があります。 4 

 交通政策としては、交通渋滞の解消のために交差点やバス停の改良、違5 

法駐車対策などを進めるとともに、自動車優先から歩行者や自転車を優先6 

した交通体系へ転換し、さらに、例えば新たなディマンドバス＊の運行な7 

どを働きかけるなど、公共交通の利便性を向上させて自動車利用から公共8 

交通利用へ人々をシフトさせる必要があります。 9 

 10 

(3) ごみの発生抑制と資源化の推進 11 

区民、事業者がごみを発生させない暮らし方や事業活動を進め、その上12 

で区民や事業者による自主的な資源化の取組みが必要となります。そのた13 

めには、情報の提供や３Ｒ＊推進のための具体的な支援策を講じる必要が14 

あります。 15 

また、区の資源物の回収についても区民が参加しやすく効率的な資源循16 

環システムにしていくとともに、生ごみの減量化・堆肥化にも取り組む必17 

要があります。さらに、ごみの減量や資源化に努めている区民とそうでな18 

い区民がいる中、ごみ処理・リサイクル費用の負担の公平化を図る必要が19 

あります。 20 

 21 

(4) 都市環境の快適性の創造 22 

既存の樹木・樹林、生産緑地などの保全を進め、公園、街路樹、河川緑23 

地など、防災やヒートアイランドの緩和などみどりの多様な機能を考慮し、24 

質の高いみどりの空間の整備を積極的に進めるとともに、区民や事業者の25 

屋上緑化や壁面緑化などを推進していくことも必要です。 26 

また、動植物とのふれあい空間を確保していくため、学校ビオトープな27 

どの親水空間の整備や、貴重な水資源の涵養と有効活用のため雨水浸透、28 
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雨水利用を進めていくことも必要です。 1 

都市の快適性を高めるためには、景観法などの法令を活用し、良好な景2 

観を保全するしくみづくりを進め、歴史・文化的遺産の保全と活用を進め3 

ていくことが必要となります。 4 

 5 

(5) 身近な生活環境の改善 6 

道路整備に当たっては、交通対策だけでなく、環境面にも配慮して整備7 

を行う必要があります。日常生活や事業活動においては、生活廃水による8 

環境負荷を抑え、ごみ出しマナー、ポイ捨てや歩行喫煙の防止、騒音や悪9 

臭などの近隣配慮のルールを広めるなどの取組みを進める必要がありま10 

す。 11 

有害化学物質への対策として、区による情報の収集と提供、使用者によ12 

るリスクマネジメント＊の定着を図る必要があります。 13 

また、光化学スモッグ等への対応として、東京都と連携し揮発性有機化14 

合物（ＶＯＣ）対策を講じる必要があります。さらに、局地的集中豪雨に15 

備えた治水・防災対策にも力を入れる必要があります。 16 

 17 

(6) 環境を考え行動する人づくり 18 

環境を考え行動をする人を育成するには、環境情報に誰でもが接するこ19 

とができるように、地域や職場等、様々な場面で啓発や学習を行うことが20 

必要です。そのためには、環境活動のリーダーの育成を行い、そのリーダ21 

ーが地域や職場で活動していくことで、中野区全体の活動レベルを高めて22 

いくことが望まれます。さらに、リーダーを核として環境保全活動を支え23 

る地域の人材・グループを育成し、ネットワーク化を進め、その活動を支24 

援するしくみを作る必要があります。 25 

また、学校においては、既に様々な形で環境学習が行われていますが、26 

プログラムを一層充実し、学校と家庭と地域の連携を進めることも必要と27 

なります。 28 



 10

区はＩＳＯ１４００１＊に基づき、率先して環境に配慮した区政の運営1 

を行うことが期待されますが、さらに事業者の大半を占める中小企業にも2 

導入がしやすい環境マネジメントシステム＊の導入を積極的に働きかけ3 

る必要があります。 4 
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Ⅳ 計画の実効性を高める方策 1 

 2 

基本計画を着実に推進していくためには、国や都との役割分担を踏まえ3 

て区の役割を明確にし、適用可能な法制度等を十分活用していく必要があ4 

ります。さらに、区民・事業者・区それぞれが果たすべき役割を明らかに5 

し、連携・協働のしくみ構築していくことが大切です。 6 

ＩＳＯ１４００１の認証を取得した区は、その規格に基づいた環境マネ7 

ジメントシステムの取組みを区政全体に広め、環境に最大限配慮した区政8 

運営を行う必要があります。 9 

さらに、基本計画の進み具合を測るためには、数値目標や数量的な管理10 

指標を設けるなど、目標達成状況を客観的に把握し、定期的・継続的に点11 

検・評価する必要がありますが、ＩＳＯ１４００１のしくみを活用するこ12 

となどが考えられます。その点検・評価には、本審議会が関与するなどし13 

て区民や事業者が参加し意見を述べ、適切に見直しを行い、その結果を区14 

民に公表するしくみとすることが必要であると考えます。 15 

最後に、中野のまちのありようそのものを環境創造型のまちにしていく16 

ために、まちづくり・再開発事業を行うに当たって、計画段階からの環境17 

配慮を促すしくみ（戦略的環境アセスメント＊など）の導入などを検討す18 

る必要があると考えます。 19 

 20 


