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平成20年度第１回中野区環境審議会 議事録 

 

１.日 時：平成20年12月15日（月）午後１時～２時３０分 

２.場 所：区役所４階 第１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）審議会運営上の申し合わせについて 

（４）審議事項及び審議予定について 

 

４.出席者 

出席委員18名 

石川誠一委員、小野光委員、髙橋登志子委員、森千雪委員、秋元宏之委員、須

藤悦子委員、宮原和道委員、山岸厚委員、折原烈男委員、五味道雄委員、田中 

淳正委員、鳥羽修平委員、田中晋一委員、生沼庸史委員、堀雅吉委員、大沼 

あゆみ委員、蟹江憲史委員、田中充委員 

 

［中野区］ 

出席７名 

中野区長、大沼区民生活部長、橋本環境と暮らし担当参事 

区民生活部環境と暮らし分野環境保全担当職員４名 

 

５.資料 

*平成20年度第１回中野区環境審議会 次第 

*環境審議会委員座席表 

資料１ 第３期中野区環境審議会委員名簿 

資料２ 中野区環境基本条例 

資料３ 中野区環境審議会規則 

資料４ 審議会運営上の申し合わせについて（案） 

資料５ 第３期中野区環境審議会審議事項及び今後の審議予定（案） 

 

（配付資料） 

・中野区環境基本計画 

・中野区環境基本計画概要 

・中野区の環境 
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・他の自治体の地球温暖化対策に関する条例の内容について 

６.議事録 

 

○区民生活部長 

 定刻となりましたので、ただ今より第３期中野区環境審議会委員委嘱式、並

びに第１回環境審議会を始めさせていただきたいと存じます。 

 進行役を務めさせていただきます区民生活部長の大沼です。よろしくお願い

いたします。 

 まず、お手元に配付してございます座席表、次第、資料１・委員名簿、資料

２・中野区環境基本条例、資料３・中野区環境審議会規則をご確認ください。

その他については、後ほどご確認させていただきます。 

 本日の予定といたしましては、お手元に配付の次第にありますように、第１

部といたしまして委員の委嘱式を行います。引き続き、第２部として審議会の

開催と進めさせていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。 

 

《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、第３期中野区環境審議会の委員委嘱式をとり行いたい

と思います。恐縮ですが、お名前を呼び上げさせていただきますので、随時そ

の場でお立ちください。区長のほうから委嘱状を交付させていただきます。 

 

 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は、

終了させていただきます。 

 今期の審議会委員は、総勢で18名となってございます。ご欠席の方も含めま

して、机上配付の資料１・委員名簿の通りでございます。また、任期は２年間

となってございますので、ご了承願いたいと思います。 

 

２ 区長挨拶 

○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申し上げます。よろし

くお願いいたします。 

 

○田中区長 

 改めまして、こんにちは。中野区長の田中でございます。 

 本日は、第３期の中野区環境審議会の委員を皆様お引き受けいただきまして、



 - 3 - 

本当にありがとうございます。 

 今さら私から申し上げるまでもなく、地球環境問題は世界共通の大きな課題

であります。どの国も、どの国民も、将来にわたって持続していくためには、

地球環境問題に対するアプローチを避けて通ることはできない、このような認

識に現在立っております。 

 中野区におきましても、新しい中野をつくる１０カ年計画の中で、中野区の

行財政運営の基本を示す計画の四つの戦略のうち、地球温暖化防止戦略という

環境問題の取り組みを、重要な戦略の一つとして取り上げているところです。 

 そうした区の基本的な姿勢、考え方に基づいて、第２期の審議会では中野区

環境基本計画の策定に向けてのご審議をいただいたところです。この計画をま

とめることができたわけでありますけれども、とかく、特に悪い意味でのお役

所仕事というものは、計画を作ったらそれで満足をしてしまう。計画があるか

ら、計画のうち出来ることだけ尐しずつやっていれば何か格好がついていると

いう、形式的な取り組みになりがちでありました。この環境基本計画は、そう

した計画に終わらせてはならないと思っております。数値目標を持って、また、

一定の年数を定めた戦略的なアプローチをして、成果を検証しながらこの計画

を前に進めていくという、実際に動かしていくことが大切な計画という位置づ

けだと考えております。 

 この第３期の環境審議会においては、この基本計画の進行を監視する、評価

をしていく、そうした重要な役割があると私は認識をしているところです。こ

の審議会で、この計画がどのように進行しているのか、あるいは進行していな

い部分については、どのように進めたらいいのか、さまざま具体的なご議論を

いただいたり、具体的な提案をいただきながら、中野区として有効な計画推進

をしていくことが必要であると思っておりますし、審議会に果たしていただく

役割、私どもがご期待申し上げている内容は、大変大きなもの、重いものがあ

るとご認識をいただければ幸いに存じるところです。 

 また、基本計画に掲げた、中野区の目指す環境像である「エコシティなか

の」をつくるための仕組みの一つである（仮称）地球温暖化防止条例の整備に

ついても、中野区として今後、具体化をしていかなければいけないと考えてい

るところです。そうした中では、審議会からもご意見をいただきながら、より

よいものを作っていく。区民に理解され、実効性のある条例を作っていく作業

も行っていかなればならないと思っているところでございます。 

 いずれにいたしましても、この環境審議会が中野区の区政の中で重点的な課

題を進める非常に重要な審議会だということは、区役所の中の、今担当してい

る部署以外の部署の人間にもきちんと徹底をしながら、この審議会での議論を

きちんと注視をしていく空気を作ってまいりたいと思っております。どうか皆

様の忌憚のないご意見をお願いいたします。また、環境施策というものは、ス

ローガンを掲げるのは楽だけれども、実際に効果を出すのは難しいという局面

もありますので、そうした施策についても皆様から、大胆で建設的なご提言を

いただければと期待しているところでございますので、どうかよろしくお願い
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をいたします。 

 

《Ⅱ．議事》 

 

１ 委員自己紹介、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20年度第１回の環境審議会の議事に移らせて

いただきたいと思います。 

 その前に、本審議会の設置の根拠となる条例について説明させていただきま

す。 

 資料２、中野区環境基本条例の15条をご覧ください。「環境基本法第44条の

規定に基づき、区長の附属機関として、中野区環境審議会を置く」。「審議会

は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する」ということになって

ございます。３項におきまして、「環境の保全に関し特に必要な事項について、

区長に意見を述べることができる」という審議会になっているところでござい

ます。 

 また、資料３、環境審議会規則、第４条第１項をご覧ください。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、今期審議会の委員は全

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、私が進行を務めさ

せていただくことをご了承ください。 

 本日ご出席の委員さんが現在16名、総数18名の半数９名を超えておりますの

で、審議会規則第４条第２項の規定に従いまして、有効に成立していますこと

をご確認願います。 

 それでは、早速お手元の次第に沿いまして、議事を進行させていただきたい

と存じます。 

 まずはじめに、初対面の方も多いと思いますので、委員の皆様に自己紹介を

いただきたいと思います。それでは、大沼委員からよろしくお願いいたします。 

 

○大沼委員 

 慶応大学経済学部の大沼でございます。環境経済学を研究しております。第

２期の時にも委員をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○田中（充）委員 

 法政大学社会学部の田中充と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

中野区の審議会は初めてでございまして、私は主に自治体政策、市民参加とい

ったことを研究しております。大学では環境政策論を教えています。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

○石川委員 

 名簿の一番上の町会連合会の石川でございます。環境審議会では、住民の代
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表として出ております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○小野委員 

 石川会長の下で、町会連合会の副会長をやっております小野と申します。ち

ょうど１年前になりますけれども、ゴアさんの「不都合な真実」の上映会を中

野区でやりました。その実行委員長を務めさせていただきました。今朝のごみ

収集は、私の町会では、燃えるごみが出ておりますけれども、非常にたくさん

の量が出てございまして、これを半分にするのはすごく大変だなということを

再認識してまいりました。一生懸命努力してまいりたいと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○髙橋委員 

 名簿では３番目になっております髙橋登志子と申します。中野区清掃協力会

から出ておりますが、中野区町会連合会と清掃協力会の関係もございまして、

中野区町会連合会では婦人部長をやらせていただいており、町会とも関連があ

ります。よろしくお願いいたします。 

 

○森委員 

 中野区立小学校ＰＴＡ連合会の森と申します。私は武蔵台小学校のＰＴＡ会

長をしております。武蔵台小学校は、中野区で２番目に校庭を芝生化いたしま

した。緑化にとても興味を持っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○秋元委員 

 中野区立中学校ＰＴＡ連合会で、顧問をさせていただいています秋元と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○須藤委員 

 江原町在住の須藤悦子と申します。私は1992年ごろ、北区におりましたころ

から、環境にまつわる活動を続けてきております。このところ中野区でも、全

国的にも、エコという言葉がいろいろ叫ばれてきていますけれども、叫ばれて

いるだけで、実際はどうなのかということはこれからのことですので、それを

きちんと見守りながら担っていきたいと思います。 

 ２期の時も環境審議会委員を務めさせていただきまして、今回３期になりま

すが、この２年間に中野区でなさっている環境アドバイザーと、エネルギーコ

ミュニケーター、それから省エネ普及指導員など、尐しずつ活動の幅を広げて

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○宮原委員 

 こんにちは。中野区内のＮＰＯ法人で介護事業をやっております。とても環

境に興味がありましたので、応募しました。宮原です。よろしくお願いします。 
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○山岸委員 

 山岸です。よろしくお願いします。審議会というものは、いろいろ新聞では

拝見していますけれども、国会の衆議院や参議院でも、地方自治体でもそうで

すけれども、どんなことをやるのか、あまりよく分かりませんが、今回初めて

ならせていただきました。環境問題についてはイデオロギーに関係なく、世界

的に誰でも、最大の関心の一つだと思います。ただ、環境といっても、今区長

さんがおっしゃったような地球環境という一種の自然環境だけではなく、社会

環境というものもあると思います。自然の環境を保持するために、社会環境の

利害がお互いに合わないこともよくあるので、こういう最小の地方自治体であ

る区の行政においても、同じようなことがあり得るのではないかと思います。

もっと公園が欲しいという方もいるし、一方では、公園はそんなになくても、

もう尐し賑わいのあるまちを作りたいという方もいる。そういう意味でいきま

すと、同じ環境と言っても、自分たちの置かれた環境によって違ったりします。

そういうことも含めて、環境審議会はやはり検討ないしは実践というか、監視

することが必要なのではないかという感想を持っています。ただ、今言いまし

たようにそういう経験があるわけではないですから、大したことはございませ

んけれども、私も企業の幹部として長い間来ましたから、それなりの意見なり

考えは出させていただけるかと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○五味委員 

 東京都建築士事務所協会といいまして、設計事務所の協会の名誉会長をやっ

ております五味でございます。建築というのは環境に極めて影響を及ぼす部分

もありまして、今、建築学会などを中心に建物のあり方や環境に及ぼす影響な

どを一生懸命やっております。私も40年建築に関係しておりますから、尐しは

皆さんのお役に立てればと思います。よろしくお願いします。 

 

○田中（淳）委員 

 私は中野区の工業産業協会の副会長をやらせていただいております田中と申

します。産業界を代表してということで、会長にかわりまして、第２期から審

議会委員を仰せつかっておりますが、私どもはモノ作りのメーカーでございま

して、残念ながら中野には拠点がございません。八王子の工業団地の中に生産

拠点があります。我々の業界では今、リサイクルを推進するように業界全体で

全国的な運動をやっておりまして、かなりの成果を上げております。中野区の

置かれた特異性といいますか、中野区は東京都の中でどのぐらいの位置にいて、

何をなすべきかということを、２期のときも大沼先生を中心にいろいろ聞かせ

ていただきました。我々がどの程度中野区の環境に寄与できるのか、また意見

が出せるかわかりませんが、ひとつよろしくお願いいたします。 

 

○鳥羽委員 
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 中野区の造園緑化業協会の会長役を賜っております鳥羽といいます。昨今、

金融不安ということで、世の中がそちらの話に特化して、経済優先という話題

のほうが多いです。確かにそういうことはあるのでしょうけれども、やはり環

境問題というのは決して頭から外してはいけない事だと、改めて今、思わなけ

ればいけないと思います。 

 私どもは緑化業協会といいまして、緑化に関するビジネスをやっている団体

でございますけれども、第２期から審議会に参加させていただいて、環境問題

というのは、ごみの問題から、安全・安心の問題、交通の問題から、エネルギ

ーの問題まで、非常に幅広いと認識しております。皆さんも同じような認識を

お持ちだと思いますけれども、緑化の担当ということで尐しでもご協力させて

いただければ何かお役に立つのかなと思いまして、今回も参加させていただき

ました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○田中（晋）委員 

 こんにちは。東京電力中野営業センターで所長をしております田中と申しま

す。私も２期の途中、平成19年７月から中野にまいっておりますので、それか

らこの環境審議会に顔を出させていただいております。 

 当社としても昔と比べまして、ただ単に電気を売るというわけではなくて、

環境の優位性などを踏まえて、事業展開をしているという会社の方針もござい

ますので、そういったところからも皆さんとお話をよくさせていただき、中野

区の環境に関する取り組みに微力ながら頑張ってまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○生沼委員 

 東京ガス中央支店からまいりました生沼と申します。私も第２期から環境審

議会の委員を務めさせていただきました。日ごろ環境問題での中野区との関わ

りということで申しますと、中野区の小中学校の出張授業を通じて、地球温暖

化防止に関する授業を３年ほどさせていただいております。授業の中では、ま

ず写真を見て温暖化の状況を理解してもらい、その後、全国地球温暖化防止活

動推進センターのホームページに紹介されている、「家庭でできる10の省エネ

行動」について、主にお話をしております。 

 第３期中野区環境審議会委員として、中野区内の二酸化炭素の削減に尐しで

もお役に立てればと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

○堀委員 

 サミット株式会社の総務部の堀と申します。私ども、食品中心のスーパーマ

ーケットでございます。私は今、総務部に所属しておりますけれども、主な仕

事はISO事務局ということで、ISO14001の環境を専門にやっております。その

ほか、会社においては環境面における社会貢献や、レジ袋有料化を含む削減を

主に担当しております。そういう立場から何かお役に立つことがあればと思い



 - 8 - 

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

○区民生活部長 

 どうもありがとうございました。 

 引き続きまして、審議会の事務局になります区の職員を紹介させていただき

ます。 

 

 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 

 それでは、次の議題の会長及び副会長の互選をお願いしたいと思います。 

 審議会規則第３条第１項及び第２項の規定に従いまして、会長及び副会長を、

それぞれ１名互選ということになってございます。どなたか会長にご推薦いた

だけたらと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 もしなければ、事務局のほうで案がありますので、ご提示させていただいて

もよろしいでしょうか。 

 

（拍 手） 

 

○区民生活部長 

 ありがとうございます。それでは会長には、第２期環境審議会でも会長をお

願いいたしました、環境問題にご造詣の深い、慶応大学経済学部教授でいらっ

しゃいます大沼先生をお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

（拍 手） 

 

○区民生活部長 

 どうもありがとうございます。それでは、ご了承を賜ったということで、会

長は大沼先生にお願いしたいと思います。では、先生、こちらのほうによろし

くお願いいたします。 

 

○環境と暮らし担当参事 

 ただいま折原さんがお見えになりましたので、ここで区長より委嘱状の交付

をさせていただきます。 

 

 区長より折原委員に委嘱状の交付 

 

○区民生活部長 

 それでは、私の役目はここまでなので、あとは大沼会長から議事進行をよろ



 - 9 - 

しくお願いいたします。 

 

○大沼会長 

 第２期に引き続き、第３期もこのような責任ある役を務めさせていただくこ

とになりました。皆さんと一緒に、よりよい中野区の環境、そしてよりよい地

球環境を目指しまして、微力ながら貢献したいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、私がこの後議事を務めさせていただきます。 

 それでは、これから副会長を互選したいと思いますけれども、もしお差し支

えなければ私からの指名ということで、第２期環境審議会でも副会長にご就任

いただいた折原委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（拍 手） 

 

○大沼会長 

 それでは、ご了承をいただいたということで、折原委員にお願いしたいと思

います。 

 それでは恐縮ですが、折原委員におかれましては、こちらまで席をお移りい

ただきまして、一言ごあいさつをお願いいたします。 

 

○折原副会長 

 遅参いたしまして、大変申しわけありません。今大沼会長からご指名をいた

だきました。私はこの審議会は、私自身が大変勉強をさせていただける、素晴

らしい場所だと思っておりまして、副会長という大役で身に余るものがありま

すが、ご指名をいただきましたので、大変僣越ですけれども、務めさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 

○大沼会長 

 それでは、お手元の次第に従い、議事を進めてまいりたいと思いますが、田

中区長は次の予定がおありということで、ご退席なさるということですので、

ご了承願います。 

 

○田中区長 

 先に失礼させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○大沼会長 

 区長、ありがとうございました。 

 

（区長は所用のため、退席） 
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３ 審議会運営上の申し合わせについて 

○大沼会長 

 それでは、本日の議事の３番目に移りたいと思います。議事の３番目は審議

会の運営についてでございまして、これを皆さんにお諮りしたいと思います。 

 運営については、第２期環境審議会でも同様の申し合わせを行っております

が、事務局で案を用意しておられるようですので、ご説明のほどをお願い申し

上げます。 

 

○環境と暮らし担当参事 

配付資料の確認（資料４－審議会運営上の申し合わせについて（案）、資料

５－第３期中野区環境審議会審議事項及び今後の審議予定、中野区環境基本計

画、中野区環境基本計画概要、中野区の環境、他の自治体の地球温暖化対策に

関する条例の内容について） 

資料４「審議会運営上の申し合わせについて（案）」を読み上げ、説明 

 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 今事務局から説明いただいた審議会運営上の申し合わせについてですが、い

かがでしょうか。何かご意見がございましたらお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 では、ご意見がないようでしたら、事務局案の通りに運営いたしたいと思い

ますので、よろしいですか。 

 

（委員了解） 

 

○大沼会長 

 ありがとうございました。資料４に書かれてあります通り、第３期の審議会

の運営について、この通りのルールで行っていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 

４ 審議事項及び審議予定について 

○大沼会長 

 それでは、次の議題の４に移らせていただきます。 

 審議会全体といたしまして、審議事項について議論の前提など共通認識を持

つ必要があると思いますので、審議事項及びその理由、また今後の審議予定に

ついて事務局から説明をお願いいたします。 

 

○須藤委員 

 すみません。よろしいですか。 
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○大沼会長 

 はい、何についてですか。 

 

○須藤委員 

 審議事項に移る前に、この環境審議会の性質について尐しお伺いしたいこと

があります。早い時点でお聞きしたいと思っていまして、そのタイミングを図

っていましたけれども、審議内容に入る前に尐しお聞きしたいと思います。 

 

○大沼会長 

 環境審議会の性質についてですか。 

 

○須藤委員 

 そうです。審議会の委員のメンバーの選定とか、そういったことについて尐

しお伺いしておきたいと思います。 

 

○大沼会長 

 それは議題がすべて終わりましたら、その他というところがございますので、

そこでお願いできますか。 

 

○須藤委員 

 はい、結構です。 

 

○大沼会長 

 それでは議題４に移らせていただきますが、審議事項やそれから共通認識、

先ほど申し上げた内容について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○環境と暮らし担当参事 

資料５－第３期中野区環境審議会審議事項及び今後の審議予定についての説明 

 

 それでは、資料５をご覧いただきたいと思います。「第３期中野区環境審議

会審議事項」となってございます。従前は環境審議会に区長から諮問をいたし

ましてご審議いただき、この諮問に関して答申をいただく、こういう形をとら

せていただきましたが、今回はご意見をいただきたいということでお願いをす

るものであります。 

 ２点ございます。１点目は、仮称「中野区地球温暖化防止条例に盛り込む主

な事項等に対する意見について」ということです。この囲みの中に記されてい

る内容は、環境基本計画の中でお示しした、地球温暖化防止条例の内容でござ

います。これらにつきまして当審議会でご意見をいただければと思っておりま

す。 

 もう１点は、「中野区環境基本計画の進捗状況に対する意見について」とい
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うことです。中野区は事務事業執行に当たりまして、PDCAサイクルで進行管理

をしております。プラン・ドゥ・チェック・アクションというサイクルで、こ

の環境基本計画の中でも、「中野区環境基本計画の進行管理は、PDCAサイクル

を導入し、数値目標や数量的な管理指標を設けて、それらの目標達成状況を客

観的に把握して進捗状況を管理します。その過程においては、中野区環境審議

会に進捗状況を報告し、意見を求めます」となってございます。私どものほう

で環境基本計画の進捗状況につきまして、この審議会にご提示をいたしまして、

進捗状況がどうなのか、何か問題があるのか、このあたりについてご意見をい

ただければと考えてございます。 

 今期の審議会につきましては、以上２点につきましてご審議をいただく予定

でございます。 

 この資料の裏側に、今後の審議予定（案）を示してございます。第１回は、

本日、12月15日でございますが、委員の委嘱ということでございます。今後の

簡単なスケジュールでございますが、年度内には本日を含めまして３回ほど予

定をしてございます。日程調整につきましては、審議会の最後に会長から調整

をしていただければと考えてございます。 

 それから、最後の資料でございますが、「他の自治体の地球温暖化対策に関

する条例」ということで、これもご用意させていただきましたが、本日の審議

の素材ということではなくて、後刻、これらにつきまして参考にしてご審議を

いただければと思っておりますので、お持ち帰りいただきまして、お読みいた

だければと思います。 

 以上でございます。 

 

○大沼会長 

 ありがとうございました。今年度は今日を含めて３回、来年度２回というス

ケジュールでこの審議会を運営してまいりますけれども、進捗状況によって変

更もあるということでございます。 

 それでは、今ご説明いただいた審議事項及び今後の審議予定について、何か

ご意見、ご質問はございますでしょうか。 

 

○山岸委員 

 これをざっと見ると、要するに地球温暖化対策という大きな枠組みで、５回

の中で課題が決まっていますね。地球温暖化対策というと、多かれ尐なかれ自

然環境中心の課題になると思いますけれども、さっき言ったように社会的な環

境について、例えばどこかの工場の移転があって、その時に二酸化炭素の排出

が増える。その場合、工場に対しては二酸化炭素の排出規制をするようなケー

スなど、社会的な環境というか、そういう要素が入ってくると思います。そう

いうこともこれからの５回の討議の中で、検討項目として入れていってもよろ

しいのでしょうか。 
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○環境と暮らし担当参事 

 今のご発言の内容につきましては、前期の審議会で、環境基本計画を策定す

るに当たっての答申の中に盛り込まれている内容でもございます。今期は地球

温暖化防止条例ということに着目をいたしまして、資料５をご覧いただきます

と、「区民・事業者・区の責務や取組みの基本的方向」、あるいは「事業所に

二酸化炭素の削減の取組みなどの計画の提出を求める制度」、こういった内容

をこの条例の中に盛り込んでいくことを、区としては考えてございます。 

 したがいまして、この審議会の中でこうした視点でのご審議をいただければ

ありがたいと思っております。 

 

○山岸委員 

 よくわからないけれども。 

 

○大沼会長 

 すみません。一応挙手をお願いできませんか。 

 

○山岸委員 

 そのたびに挙手するのですか。 

 

○大沼会長 

 はい、もちろんです。 

 

○山岸委員 

 今の私の質問に対して答えていただいたから、それに対して私がコメントす

るので、そのたびにも一応挙手したほうがよろしいですか。違うことを言おう

と思っているわけではなく、僕は確認しているのです。 

 今の質問では、あと５回こういう審議会をやって、テーマとして大きな、地

球温暖化というテーマを出されていますけれども、その議論をする中で社会的

な環境に関する利害関係などが出てきた場合、そういうことも討議の内容にし

ていいのですかという質問をさせていただいた。 

 その回答として、今は、もうこの基本計画が生きていて、それに沿ってやっ

ていただきたいという趣旨の発言が区のほうからありましたから、それについ

て実際に尐しお聞きしたいということです。 

 

○大沼会長 

 どうぞ、ご発言を。 

 

○山岸委員 

 簡単に言うと、地球温暖化のためにはこの道をもう尐し広くとったほうがい

いという案が出たとします。要するに、いい空気を流すということです。しか
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し、いろいろな事情があって、そこの道路は簡単に広げられない。立ち退きや

何か、いろいろやらなければならない。要するに行政的な観点からノーという

ことも出てくるし、難しいという話も出てくる場合もあると思います。だから

そういう場面で、それでも道路を広げてくれ、ここに木を植えれば地球温暖化

のためにいいので木を植えてくれという意見や、反対にこの木を切って商店を

作りたいという色々な意見などもでてきた時に、それらも含めて審議会で議論

をしてもよろしいのですかということを確認したいのです。 

 

○環境と暮らし担当参事 

 こういったかなり広範囲な内容につきましては、先ほど冒頭でご説明いたし

ましたけれども、前期の審議会でこの環境基本計画を策定するに当たっての答

申でいただいてございます。 

 今回お願いいたしますのは、資料５にありますように、地球温暖化防止条例

に盛り込む事項についてご意見をいただくことでございます。その内容につき

ましては、内容の例示ということで１番から６番まで示してございます。環境

基本計画を踏まえた上で、区の防止条例を作っていきたい、これが区の考え方

でございまして、審議会の皆様方には、それらを念頭に置いた上で、１から６

の視点でご審議をいただきたい、このように考えてございます。 

 

○山岸委員 

 ここに書いてある、環境基本計画の中に入っているものについての議論とい

うことですか。 

 

○大沼会長 

 山岸委員、発言の際は、必ず挙手をお願いいたします。これは審議会のルー

ルでございますので。はい、どうぞ。 

 

○山岸委員 

 それでは、この内容をもう一度よく見直して、この趣旨に合えば、今環境と

暮らし担当参事さんが言われたように、何らかの議論してもいいというお話で

したので、そういうことで考えさせていただきます。 

 

○須藤委員 

 今回の審議予定を見ますと、５回目にやっと中野区環境基本計画の進捗状況

についてというのが出てきます。今回私どもに付託された事項は、地球温暖化

防止条例に盛り込む事項に対してと、中野区環境基本計画の進捗状況に対する

意見ということでしたけれども、環境基本計画が施行されて半年ほど過ぎてい

ます。環境基本計画があって、それから地球温暖化防止条例という形になって

くると思います。ここにも出ていますように、PDCAサイクルによる進行管理と

いうこともありますので、まずは環境基本計画が施行されて半年たって、半年
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の間の状況をまず聞いて、それから防止条例について審議するというのが筋で

はないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○環境と暮らし担当参事 

 ご案内の通り、環境基本計画ができて６カ月程度経過していますが、その間

どれだけ進捗したかということは、まだまだ目に見えてございません。ご審議

いただく今回の条例というのは、環境基本計画の中で、計画の１プランとして

この条例案が出てございます。環境基本計画全体の進捗を図った上で、それぞ

れはどうなのかという視点もあるかと思いますが、この中に盛られている主要

な事項については、粛々と進めていかなければいけないと考えております。主

要な事項の一つとして地球温暖化防止条例がございますので、ここの審議会で

はこの条例に論点を絞ってご審議いただきたいと考えております。 

 

○須藤委員 

 そうしますと、前回の審議会の総括ですけれども、環境基本計画を策定して、

実行して、それを見守る責任というのはどこに出てくるのですか。当審議会で

すよね。 

 

○環境と暮らし担当参事 

 一方でこの審議会が当たると思います。もう一方で、庁内に推進のための組

織をこれから設ける予定です。内部的にも進行管理をし、また進行状況のどの

辺に問題があるのか、そうした点が明らかになったところで審議会のご意見な

どもいただくことが必要だと思っております。現在は、環境基本計画が出来て、

走り出しています。来年４月、５月ぐらいで大体１年を経過しますので、そこ

までの成果をお示しし、プラスの面だけではないでしょうが、実態をご承知を

いただいた上で、いろいろご意見をいただければと思っておりますので一応最

後のところに設定してございます。この審議会の進捗によってはもう１回程度

ご審議をいただくことも考えられます。 

 

○須藤委員 

 環境基本計画では平成20年、21年、22年のプランが作られていますが、そう

しますと、審議会は第５回、あるいは第６回があるかどうかということになる

かと思います。この中途で区民からの見守りがなくなってしまうということに

なりますがいかがでしょう。 

 

○環境と暮らし担当参事 

 見守りというか、進行管理については、この審議会というものは継続性のあ

るものだと思っております。今回は条例と環境基本計画の進行管理をテーマに

絞らせていただきましたが、この２年の間で適宜開いていただきまして、任期

がございますので、必要に応じて進行管理についてご意見をいただければと考
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えております。 

 

○大沼会長 

 今の話をお伺いすると、中野区は環境基本計画の中の一つの重要な政策とし

て、地球温暖化防止条例というものを作っていくということです。我々審議会

委員は、中野区の環境基本計画からしても非常に中心的な方向性ということを

認識して、それについて尐なくとも、見守ったり意見を言いましょうというの

がこの審議会の主な役割ではないかと思います。様々なものを扱うのも一つの

方向性かと思いますけれども、いずれにせよ地球温暖化というのは非常に重要

な柱となりますので、ここを中心に議論をしていきたいということでございま

す。 

 ほかに何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、ほかに意見がなければ、事務局案の今後のスケジュールに沿って

審議を進めていくということでよろしいでしょうか。 

 

（委員了解） 

 

○大沼会長 

 では、そのようにさせていただきます。 

 それでは、須藤委員から先ほど質問したいということがございましたけれど

も、環境審議会についてのご質問をしたいということで、どうぞ。 

 

○須藤委員 

 今回第３期ということで皆さんお集まりになっているのですが、私は第２期

も参加していました。その時のメンバーと比べてみますと、いろいろ気になる

ことがあるものですから、お伺いします。 

 一つは、３期が合計18人で、男性15名、女性３名の参加になっています。第

２期ですと、合計20名で、男性12人、女性８人だったわけです。男女参画のこ

とがいろいろうたわれますけれども、今回この審議会に関しては女性の割合が

とても尐ないと思います。環境にまつわる事柄というのは、特に中野は民生部

門でいろいろやっていかなければいけないことが多いのではないかと思います。

そうしますとやはり、女性の参加がもっと望まれると思います。女性が尐ない

ことを尐し考慮しながら、審議を進めていったほうがいいのではないかという

ことが一つです。 

 それからもう一つですが、前回は区民の中に、中野区の環境リサイクルプラ

ザ・消費者センター運営会議から２名、そして消費者団体連合会から１名、ま

た環境団体からも３名の参加がありました。今回はそれが抜けています。先ほ

ど申しましたけれども、中野区は民生部門からのCO２の排出量がとても多いと

いう実態があります。それを効果的に解決していこうと思いますと、従来から

消費者活動や環境活動をしてきた方たちの熱意と技術、そういったものを大事
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にしていったほうがいいのではないかと思います。それがどうして抜けている

のかということと、そういった消費者活動や環境活動をしている方々にもこれ

から担っていただくことが多いと思いますので、そういった方たちに環境問題

をどう担っていただくのか、またどうやってお伝えしていくのかをお伺いした

いと思います。 

 

○環境と暮らし担当参事 

 審議会に多くの女性の参加をということは、私たちもそういった視点では配

慮しなければいけないと思っております。いろいろな団体を代表して参加され

るということで、この名簿にもございますけれども、事業者の皆さん、あるい

は地域の団体から推薦いただく場合、それぞれの団体のご事情もございまして、

こういう形で比較的男性が多い、女性が尐ない結果になってございます。 

 例えば公募の部分では、私どもとしてはなるべく女性をという視点は持って

ございます。ただ、公募の場合、ただ女性をということではなくて、環境問題

に対する識見とか意欲、そういったものが委員として必要な要件かなと思って

おります。 

 それから、今期、環境リサイクルプラザの運営委員の皆さんや消費者団体連

合会の皆さんが入っていないというお話でございますが、この審議会は区長が

委嘱をする、区長の附属機関という性格のものでございます。区としては、区

民の皆さんにつきましては、公募の委員の皆様は当然でございますけれども、

併せて区内をくまなく、あまねく網羅できるような、そういった団体の皆さん

に入っていただいて、それが全体に広がりを見せる、こういう形が良いと思っ

ております。そこで、町会連合会、それから清掃協力会、小Ｐ連、中Ｐ連、こ

ういった皆さん方にお願いをしたところであります。 

 したがいまして、須藤委員は先ほど「抜けている」というお話をされました

けれども、抜いたとかということではなくて、改めて区としては、こうしたす

そ野の広い団体の皆さん方にお願いをするのが適切であると判断をしたところ

であります。 

 それから、環境問題等々に実際に関わっている方々につきましては、この審

議会の情報を必要に応じて提供していきたい、このように考えております。 

 

○大沼会長 

 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 

○須藤委員 

 はい。よろしくお願いいたします。 

 

○大沼会長 

 どうぞよろしくお願いします。数尐ない女性の委員ということで、ぜひいろ

いろな立場からもご発言をお願いしたいと思います。 
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 それでは、以上で本日の議題については終了いたします。 

 本日説明を受けた審議事項については、今後、事務局から出される考え方や

案などに意見を反映するといった形でご審議いただくようになると思いますの

で、本日配付された資料をどうぞお読みいただきまして、今後の議論の糧とし

ていただきたいと思います。 

 次回の審議会は、先ほど議論いただきました審議予定によりますと、地球温

暖化防止に関する条例について、ほかの自治体の取り組み状況の説明を受ける

ことが中心になると思います。本日、幾つかの自治体の大雑把な条例の内容の

資料をいただいておりますけれども、事務局には参考になる自治体の条例の条

文や、条例に規定されている制度に関する資料を更に調整していただきたいと

思います。 

 

５ 次回の日程について 

○大沼会長 

 では最後に、次回の日程を決めて終了したいと思います。 

 それでは、この場で恐縮ですけれども、１月下旪から２月の上旪まで、委員

の皆様のご予定を伺いたいと思います。 

 

（委員による日程調整） 

 

○大沼会長 

 それでは、事務局とも調整しまして、皆さんのほうに時間をお伝えしたいと

思います。できるだけ早めにお伝えいたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、蟹江さんがいらっしゃいましたので、実はもう終わってしまいま

したけれども、自己紹介をお願いいたします。 

 

○蟹江委員 

 東京工業大学の蟹江と申します。前期も中野区の審議会の委員をやらせてい

ただきました。今回もどうぞよろしくお願いいたします。 

 専門は政治学の、国際関係のほうで、環境の政治をやっております。よろし

くお願いします。 

 

○大沼会長 

 それでは、日程については、事務局からご連絡いたしますので、連絡が来ま

したら、ぜひその日は空けておいていただけるようにお願い申し上げます。 

 

○山岸委員 

 さっきの運営上の申し合わせで、団体推薦の方は、出席できない場合は代理

出席も可能とありましたが、我々のように公募で来た場合は、出席できなくな
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った場合はどこに連絡したらいいですか。 

 

○環境保全担当職員 

 事務局にご連絡いただければ結構です。 

 

○山岸委員 

 わかりました。 

 

○大沼会長 

 では、ほかに何かございませんでしょうか。 

 特にないようですから、以上をもちまして中野区環境審議会の第１回を閉会

させていただきます。どうもお疲れさまでした。 

 

〈閉会〉 


