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平成20年度第２回中野区環境審議会 議事録  

 

１.日 時：平成21年１月27日（火）午前10時～12時 

２.場 所：区役所４階 第２委員会室 

３.内 容 

《Ⅰ．議 事》 

（１）平成20年度第１回環境審議会議事録（案）の承認について 

（２）地球温暖化防止条例について 

   ・他自治体の取り組み状況について 

（３）その他 

 

４.出席者 

出席委員16名 

石川誠一委員、小野光委員、髙橋登志子委員、森千雪委員、須藤悦子委員、

宮原和道委員、山岸厚委員、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、大沼あゆみ会長、蟹江憲史委員、

田中充委員 

 

 欠席者2名 

 折原烈男副会長、秋元宏之委員 

 

［中野区職員（事務局）］ 

出席６名 

大沼区民生活部長、橋本環境と暮らし担当参事、環境と暮らし分野環境保全

担当職員４名 

 

５.資料 

＊第２回中野区環境審議会 次第 

＊環境審議会委員座席表 

資料１ 平成20年度第１回環境審議会議事録（案） 

資料２ 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３ 他の自治体の地球温暖化対策に関する条例で規定される主な事項 

資料４ 東京都の条例に規定される地球温暖化対策 

 

６.議事録 

 

○大沼会長 

 皆さん、おはようございます。定刻となりましたので、ただ今より第２回中

野区環境審議会を開会したいと思います。 

 本日ご出席の委員さんが現在13名。総数18名の半数９名を超えておりますの
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で、審議会規則第４条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。なお、折原副会長、秋元委員は欠席ということでございます。 

 それでは、まず本日の配付資料の確認を事務局からお願いいたします。 

 

○環境と暮らし担当参事 

配付資料の確認（第２回中野区環境審議会次第、環境審議会委員座席表、資料

１－平成20年度第１回環境審議会議事録（案）、資料２－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３－他の自治体の地球温暖化対策

に関する条例で規定される主な事項、資料４－東京都の条例に規定される地球

温暖化対策） 

 

 この資料のうち、資料２でございますが、資料２は既にお配りしているとこ

ろでございますが、今回それに川越市を加えました。また、東京都につきまし

てはこの資料からは削除し、別な資料で表記をさせていただいたということで、

若干修正を加えさせていただきました。以上５点でございますので、ご確認い

ただきたいと思います。 

 

《Ⅰ．議事》 

 

１ 平成20年度第１回環境審議会議事録（案）の承認について 

○大沼会長 

 ありがとうございます。 

 それでは次に、お手元にございます次第に従いまして、議事を進めていきた

いと思います。 

 まず始めに、資料１、第１回環境審議会議事録（案）の確認を行いたいと思

います。この議事録は、事務局から事前に委員の皆さんに送付され、訂正があ

った場合には事務局に申し出ていただくことになっておりました。お手元にご

ざいます議事録の案はその内容が反映されたものです。反映された部分は下線

が引かれております。16ページと17ページにその部分がございますので、ご確

認いただければと思います。この議事録の内容でご確認いただくということで

よろしいでしょうか。 

 

（委員了解） 

 

○大沼会長 

 それでは、第１回環境審議会議事録はお手元のもので確定させていただきま

す。この議事録は、近日中にホームページ等で公開される予定ですので、ご了

解ください。 

 

２ 地球温暖化防止条例について 
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○大沼会長 

 それでは、２番目の議題に移ります。２番目の議題は、地球温暖化防止条例

について議事を進めさせていただくということでございます。本日は、他の自

治体の取り組み状況についてということで、地球温暖化防止条例にはどのよう

な内容が盛り込まれているのか、他の自治体の条例を参考に学習をしたいと思

います。これについて事務局から資料の説明をお願い申し上げます。 

 

○環境と暮らし分野環境保全担当係長 

資料２－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３－

他の自治体の地球温暖化対策に関する条例で規定される主な事項、資料４－東

京都の条例に規定される地球温暖化対策の説明 

 

 本日の資料説明は、環境保全担当係長の池田からさせていただきます。 

 本来なら資料を事前にご送付するということが第２期からのこの審議会の暗

黙のルールだったのですが、今回は、資料調整が間に合わず当日配付となった

ことをお詫び申し上げます。 

 資料２、資料３、資料４についてご説明させていただきます。まず、資料２

の「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」は、千代田区、

柏市、川越市、京都市、草津市の条例の概要をまとめていますが、これはイン

ターネットで市区町村レベルで温暖化防止条例を制定している自治体を検索し

た結果、ヒットした自治体についてまとめたものです。 

 まず１ページ目の千代田区の条例は、平成２０年１月１日に公布されていま

す。中学生が作文した文章を前文として載せております。内容としては、地球

温暖化対策の基本となる考え方、CO2の削減目標として、京都議定書の達成年

度までの目標と、2020年までの中期の削減目標として25％という数字を盛り込

んだ目標を定めています。その他、区・区民・事業者の責務、区が取組みの成

果を報告すること、区は地域温暖化対策推進計画を定めなさいということなど

を条例の中で規定しております。 

 また、区民、事業者の皆さんについては環境配慮行動の実施、マネジメント

システムの導入や普及を促す条文があります。建物の所有者の方は建物に対す

るエネルギー対策を推進しなさい、といったような規定もあります。 

 千代田区の条例の特徴として、区が環境配慮行動指針を作成して、事業者の

方、区民の方にそれに基づいた実施計画の提出を求めているということがあり

ます。事業者の方に温室効果ガスの削減計画を出してくださいと規定している

自治体がほとんどなのですけれども、千代田区の場合は区民の皆さんにもそう

いった計画を作った場合は区に提出してくださいと規定しています。 

 一定規模以上の建築を行う場合は、建築物のエネルギー対策計画書を作成し

て、区に提出することを求めたり、温暖化対策促進地域を指定するような規定

も設けています。 

 あともう一つの特徴としては、区は基金による温暖化対策の推進、経済的支
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援を含めた推進を図るとなっているのですが、一定規模以上の開発行為を行う

方には何らかの経済的な負担、基金に寄附というか、そういったことを求める

ような条文も掲載しています。 

 次に、柏市ですけれども、柏市も削減目標をご覧いただくような形で設けて

います。市民、事業者、市の責務や、市が計画を策定することも規定されてい

ます。また、多量に温室効果ガスを排出するような事業者の方（使用したエネ

ルギーごとにCO2換算した合計が1,500t以上）に、温室効果ガス削減計画書の

策定・実施・報告、そして公表をする義務を課しています。柏市は基準を

1,500t以上というCO2排出量で表していますが、一般的にはエネルギー使用料

を原油換算で1,500kl以上という形で義務を課しているところが多いです。ま

た、3,000㎡以上の開発事業を行う事業者の方には環境配慮計画書を作り、計

画内容を実施し、そして報告、公表してくださいという義務を課しています。 

 次に、２ページに移っていただきまして、市による率先行動に対する表彰で

すとか、市による温暖化対策の推進に対する助成の措置、いろいろな情報の提

供、先ほどの事業者の方、開発行為を行う方で計画書を出されない方に対して

は、勧告して、お名前を公表するという規定を設けています。 

 次の川越市は、基本的に柏市と同じような形の規定になっておりますが、責

務として市、事業者、市民だけではなく、民間団体や滞在者の方にも、いろい

ろと温暖化に配慮した行動をしてくださいという規定がされております。事業

者の方には削減計画書を求める内容や、一定規模以上の建物（川越市の場合は

2,000㎡以上ということですけれども）の場合、建築物の環境配慮計画書を出

していただくなどの規定は、柏市と同様です。川越市では、家電販売店などで

の省エネ性能の表示を義務として規定しています。これは平成21年１月１日か

ら施行のようですが、家電販売店などに消費者に分かりやすいような表示をし

なさいという規定をしております。その他、表彰や、助成措置を講ずるように

努めるという規定も設けられています。 

 次に、京都市ですが、市区町村レベルでは、一番最初に条例を制定したのが

京都市です。こちらでも削減目標を条例の中で定めています。そして先ほどの

責務ですけれども、観光都市の特徴でしょうか、観光旅行者にも温暖化対策の

責務を課しているところが一つの特徴だと思います。削減計画書を事業者の方

に求めるという点は、他の市と同じような規定になっております。市が進める

べき重点施策を条例の中で規定しているというのも京都市の特徴と思われます。 

 次に、３ページを見ていただきます。市民の皆さんに対して具体的な自然エ

ネルギーの優先利用、省エネ機器の使用など、こういった具体的なことをして

くださいということが規定されています。また、事業者の皆さんには環境マネ

ジメントシステムを導入したり、省エネ機器を利用するよう、また従業員に対

する環境教育に努めるようにといった規定がされています。 

 その他、事業者の温室効果ガスの削減計画書の提出、大きな建築物（京都市

も床面積合計が2,000㎡以上ですが）を建築しようとする方の削減計画書の提

出、家電販売店に省エネラベルを表示するような義務を課しています。 
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 草津市は、今までの自治体とは尐し変わった内容で、子どもに分かりやすい

ルビを振った平易な条文です。他の条例のように、事業者の方に何らかの計画

書を出してもらうとか、そういったことではなくて、市民と事業者が地球温暖

化を防ぐために、温室効果ガスを削減する取組みや、目標などを定めた協定を

市と結んでもらい、それを公にして、温室効果ガスの削減を進めていこうとい

う尐し異色な形の条例となっています。 

 資料３は、資料2で説明した条例の内容を項目ごとにまとめて、１から９ま

で並べたものです。２ページ以降はそれぞれの仕組みが条例の中で具体的にど

のような形で規定されているのかをお示ししております。これは後ほどご確認

いただければと思います。 

 資料３の１ページのほうでご説明させていただきますと、まず1番目CO2削減

目標については、具体的なCO2の削減の数値目標を示しているような条文を持

っている自治体が多いということ。そして、2番目、これはどこの自治体も、

区や区民、市、市民、事業者等の責務というものを条例の中で規定している。

3番目、地球温暖化対策に関する計画を作りなさいということを規定している

ということ。４番目として、これは主に事業者の方が対象ということになりま

すが、温室効果ガス削減計画書の作成や提出、そして計画の具体的な実施、実

施した結果の報告を求めるという規定をしているということ。５番目として、

一定規模以上の建築を行う方に対して、環境に配慮をした建築物にする計画書

を出していただくことを規定していること。６番目としては、率先した行動を

されている方を表彰するという規定がある。そして７番目として、区や市が、

区民の皆さん、市民の皆さん、事業者の皆さんを対象にして、環境学習の推進

や、地球温暖化に関する情報を提供しなさいという規定となっている。８番目

としては、区民、事業者の取り組む、地球温暖化対策に対する支援ということ

で、情報提供だけではなくて、助成等を行うような規定をしています。 

 その他の規定としては、千代田区や柏市などは、基本理念や基本的な考え方

を規定している。また、事業者の環境マネジメントシステム導入の促進につい

て規定していたり、一定規模以上の家電販売店などに省エネ性能の表示の義務

付けや、京都市のように、市の行った施策の実施状況の評価・見直しについて

規定していること、千代田区や草津市のように市民レベルの計画書を出してい

ただくこと、草津市のように市と協定を結ぶという規定を持っている市もあり

ます。 

 地球温暖化対策に関する規定を持つ条例というのは、（これはインターネッ

トで調べた群馬県の条例の検討委員会の資料からのデータなのですけれども）

主に都道府県レベルでそういった条例を作っています。市町村レベルでは、先

ほど申し上げたようにまだまだ尐ない。この群馬県の資料によりますと、都道

府県レベルでは、温暖化防止に関する規定だけの条例以外に、生活環境の保全

に関する条例等の中に温暖化対策の条文を規定している自治体もあります。そ

ういった自治体も含めると、17都府県が何らかの形で温暖化対策に関する規定

を持つ条例を持っているということのようです。 
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 この群馬県の資料は昨年の10月の資料なのですが、温暖化対策だけの単独の

条例を制定しているのは、京都、大阪、長野、静岡、和歌山の５府県です。た

だ、昨年から続々と都道府県レベルで単独条例を制定もしくは検討している動

きがあり、徳島県で昨年10月、議会で議決されました。その他、埼玉、群馬、

神奈川、岐阜、北海道で検討をされているようです。 

 市町村レベルでは、広島市が昨年の９月、議会に単独の温暖化対策の条例を

提案されたようなのですが、議会で否決されたようです。景気が急激に悪くな

った状況の中で、事業者の方に一定程度のご負担を求めるような内容の条例の

制定ということで、議会の賛成が得られなくて否決されたといったことが中国

新聞の記事として出ていました。その他、川崎市が条例の検討をしているよう

です。 

 資料４をご覧いただきたいのですが、都道府県レベルでは東京都が真っ先に

温暖化対策を条例の中で規定しております。平成14年に「都民の健康と安全を

確保する環境に関する条例」、環境確保条例と俗に言われておりますけれども

この条例を改正して、温暖化対策を盛り込みました。その後、平成17年、昨年

と改正をして、制度の内容を強化しています。 

 その制度の１番目として、地球温暖化対策計画書制度があります。これは、

事業者の方に温室効果ガスを削減する計画書を作って、出していただくという

ものでした。一番下の○になりますが、毎年度の削減計画と状況報告を地球温

暖化対策計画書として提出していただいて、公表をするという仕組みになって

おりました。 

 それが昨年の改正で、削減を義務化するという条文に変えております。対象

は、エネルギーでの原油換算で1,500kl以上の事業所になります。1,500kl以上

というのは、おおよそ電気で換算すると600万kWhの電気の使用量に相当します。

ちなみに、中野区役所の本庁舎の年間の電気使用量がおおよそ 300万kWhとい

うことですので、中野区役所の本庁舎２個分ぐらいの電気を使っているような

事業所が対象です。他の自治体も大体1,500klを目安としていますが、この

1,500kl以上というのは、国の地球温暖化対策法で1,500kl以上エネルギーを使

用している事業所に温室効果ガスの排出量の報告を義務付けているのでその基

準に準拠しています。国の制度は温室効果ガスをどれだけ排出しているかを各

事業所で計算して、報告しなさいというもので、削減することまでは求めてい

ません。それを集計して、公表しますというものです。先ほどご紹介した自治

体や、東京都の制度は、温室効果ガスを算定するだけではなくて、それを削減

する取組みも計画書の中に入れて、それを各自治体に提出しなさいと規定して

います。 

 東京都の場合は更に踏み込んで、こういう努力をして減らしますということ

を計画書で出してもらうだけではなくて、具体的に減らすことを義務付ける規

定を昨年の改正で入れています。５年程度の計画期間で排出総量を削減するこ

とを義務としています。そして、それを補完するための排出量の取引制度とい

うものを導入する予定です。削減義務が未達成の場合には、措置命令や罰則、
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罰金の規定があるような、かなり厳しい規定になっています。 

 また、昨年の改正では、これは義務ではないのですが、中小事業所にも地球

温暖化対策報告書の提出を求めるようなしくみも整備しています。 

 また、中小事業所対策として、今までは建物単体のエネルギーの消費量が

1,500kl以上を超えなければ計画書を出す必要はありませんでした。例えば中

野区役所の場合は本庁舎、学校、地域センターなど、それぞれの個別の建物単

位になると、この1,500kl以上というものを超えていませんので、国にも報告

する義務はなかったですし、東京都にも計画書を出す義務というものはなかっ

たのですが、今回の改正で国もそうですが、東京都も含めて、本社だけではな

くて、支店とか支社でそれぞれ消費しているエネルギーも合算して、一定量以

上を超えるエネルギーを消費した場合には、報告書を本社がまとめて出すとい

う仕組みになりました。ですから、区役所の場合も地域センターや会館などの

施設をすべて含めると、電気使用量でみると全体で大体2,600万kWhぐらい、か

なりの量のエネルギーを使っていますので、中野区として都や国に報告しなけ

ればならなくなります。ただ、この規定は平成22年４月からということで、今

はその準備をしなさいということになっているようです。 

 ３番目として、これも新たに追加された制度ですが、地域エネルギー有効利

用計画書制度ということで、大規模開発をする場合には、エネルギー有効利用

のための計画書を出すこと。そして、地域冷暖房から熱供給を受け入れる義務

がある区域を東京都が検討して、指定するという仕組みも入れております。 

 ４番目、これは従前からある仕組みですが、発電事業者に発電するのにどれ

だけ温室効果ガスを排出したか、どれだけ再生可能エネルギーを使って発電し

ているかということを記載した環境計画書を出していただくという仕組みをや

っています。 

 ５番目は、建築物環境計画書制度ということで、床面積が合計１万㎡以上の

大規模な建築物の新増築を行う建築主の方に、環境計画書を出していただく制

度で、再生可能エネルギーの導入検討や、省エネ性能の検討をしていただくよ

うな仕組みです。これも床面積１万㎡以上の規定を平成22年１月から引き下げ

るという方針です。 

 また、１万㎡以上の分譲マンションの広告にマンション環境性能表示をする

ような義務になっていましたけれども、22年１月からはマンションの環境性能

表示に加えて、省エネルギー性能評価も顧客へ交付すること、分譲マンション

だけではなく、賃貸マンションについても、環境性能表示と省エネルギー性能

評価書を交付することを義務化する、それ以外にも、再生可能エネルギー導入

検討の義務付けや、省エネ最低基準措置の義務付けも新たに加えて、従わない

方には勧告して、そのお名前を公表するという一定程度の強制手段も入れてお

ります。 

 あと、６番、７番、８番については、６番は努力義務ですけれども、都民の

皆さんに省エネ家電を使うこと、販売事業者は省エネ性能に関する情報提供に

努めること、ボイラーを使われている方には、低NOXや低CO2の機器の設置に努
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めることという努力義務の規定があります。 

 最後に8番の自動車管理計画書制度というのは、30台以上の自動車を保有す

る方には自動車使用の合理化等を記載した計画書を出してくださいというもの

で、従前からそういった仕組みが入っています。 

 以上、他の自治体の事例を紹介させていただきました。中野区の場合は、住

宅地でありなおかつ中小の事業所が多いため、東京都の方にお伺いしたところ、

先ほどの1,500kl以上のエネルギーを消費している建築物というのは、中野区

内の単体の建物としては、サンプラザぐらいしかないというお話を聞いており

ます。柏市や川越市にしても、例えば柏市に聞いたところ、大きな事業所（た

とえば日立の関連会社など）が50事業所ぐらいあって、主にそういったところ

に計画書を出してもらっているそうです。恐らく川越市についても大きな事業

所があるのでしょう。そういった大きな事業所をターゲットとして削減計画書

制度を作っているのが現状だと思います。 

 中野区のように中小事業所がほとんどであるようなところですと、同じよう

な仕組みが作れるのかどうか。作ったとしても中小事業者のかなりの負担にな

る。また、東京都の場合は、計画書をただ単に出してもらうだけではなくて、

計画書を作る段階で、いろいろとアドバイスをしたり、やりとりをしながら、

計画書の中身を高めていくという作業をしています。区レベルではどういった

ことが出来るのかなどについて、皆さんからご意見を出していただいて、それ

を参考に区としての考え方をまとめていきたいと思っておりますので、よろし

くお願いします。 

 尐し雑駁でしたけれども、私のほうからの資料の説明は以上で終わらせてい

ただきます。 

 

○大沼会長 

 ありがとうございました。以上、事務局から他の自治体の条例に規定されて

いる主な内容と東京都の制度について説明をいただきました。 

 それでは、これから皆さんにコメント等をいただくわけですけれども、まず

最初に私からのお願いと提案ですけれども、法政大学の田中先生は千代田区が

条例を作る時の懇談会の座長をされていたとお聞きしております。事務局の今

の説明や、中野区のような基礎的自治体が温暖化防止条例を作るに当たって参

考になるようなコメントをいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○田中（充）委員 

 今、会長からご紹介がありましたように、私は、千代田区の温暖化条例の策

定時と、今は、計画づくりをスタートしているのですが、そこに座長というこ

とで入っておりまして、かなり深く関わっておりました。今も関わっておるの

ですが、見ていただくと分かるように千代田区というのは比較的仕組みがしっ

かりといいますか、かなりいろいろなきめ細かな仕組みを条例で作った自治体

です。そこで、尐しそうした背景をご紹介したいと思います。千代田区の、一
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つの特徴としては、数値目標を規定したということがあります。この資料２の

上から３つの目の○、CO2削減目標を短期と中期に分けています。具体的な条

文については資料３の２ページに書いてございます。 

 尐しこの意味を説明いたしますと、千代田区の場合には短期目標として、

2012年までに、2012年というのは京都議定書の目標達成期間の最終年ですから、

あと３年、４年ほどなのですが、ここまでに、京都議定書目標達成計画に定め

られた業務部門と家庭部門の水準を達成する。これはどういうことかというと、

業務部門と家庭部門で、実は京都議定書目標達成計画に基づくと、多尐千代田

区の量としては増えるのですね。10％ぐらい増えるのですが、尐なくとも目標

達成計画の水準は達成しましょうというのがこの意味なのです。当然ながら、

京都議定書というのは1990年レベルを基準年として、日本国全体としてはマイ

ナス６％を目指しているのですけれども、実際には、いわゆる京都メカニズム

と呼ばれる排出量取引であるとか、あるいは森林吸収で3.9％と1.3％で合計で

5.2％から5.4％になり、ほとんどそれで賄います。したがって、実削減量とい

うのは0.何％なのです。にもかかわらず、現時点で京都議定書の1990年の水準

よりもプラス７％から８％増えているものですから、実質的には現時点、例え

ば直近でいえば2006年とか2007年ぐらいの排出量の推計なのですが、そこから

すると13％ほど減らさなければいけないという、かなり厳しい状況にあること

は事実です。しかも、そのマイナス13％のうちの5.何％が、いわゆる国内努力

ではなくて、外国から買ってきたり、あるいは森林吸収という形で、実質的に

は削減措置ではないところに頼っている。そうなりますと、今言った13％から

5.何％を引き、８％ほど本当に削減しなければいけない。かなり厳しい状況に

あることは事実なのです。そういうことを踏まえて、しかし業務部門と家庭部

門で実質的に削減しましょうというのがこの水準です。これも達成はかなり厳

しいといいますか、一見これだけ見ると容易なようですが、非常に実質的には

厳しい。 

 更に、中期目標という二段構えで、2020年までにこれを90年比で25％削減す

る。これは相当な目標なのですね。これは二酸化炭素排出量ということですか

ら、区内の総排出量を意味しています。こうした数値目標を定めるにあたって

は、基準年をいつにするか。そして、数値目標をどの水準にするか。これがか

なり大きな議論でありました。結論からいくと、こういう表現に取りまとめた

わけですが、かなり端的に言えば、区長が千代田区という区は、東京の中でも

一番といいますか、首都、日本の顔である。しかも、そこには皇居を初め、霞

が関や大規模なビル開発がある。そういう中で、ともかく先頭を切ってやろう

ということでその目標を決めた。こういう意味があります。ですから、中野区

でも目標値を作るかどうかということが大きな議論というか、論点になると思

います。 

 それから、尐し長くなりますが、資料２のほうへ戻りますと、実はこの１枚

目に千代田区の幾つかの仕組みが書いてあります。例えば○の５つ目くらいに

区は排出量、取り組みなど成果を公表するとあります。これはいわゆる温暖化
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対策の成果を公表すること。それから、地域の推進計画と実行計画を作る。地

域の計画というのは千代田区としての計画ですね。区というのは区全域の計画、

区の実行計画というのは区役所の実行計画です。この二つの計画を作る。それ

から、それぞれ区民や事業者に対しての幾つかの施策、環境教育や、マネジメ

ントシステムを普及させる。あるいはエネルギー対策を普及させる。こういう

ことが挙げられています。 

 更に、具体的な措置として、その下にありますように区民の配慮行動指針と

いうものを作り、区民や事業者に配慮行動計画を出していただく。これは、こ

の内容を見ていただくと分かるのですが、東京都の仕組みと尐し違っておりま

す。東京都の計画は「具体的に削減目標を定めて、具体的な削減措置をす

る。」ですから、これはハードの対策を行うことになります。ここで千代田区

がすみ分けといいますか、差別化をして掲げているこの計画というのは、あく

まで配慮行動ということです。例えば環境学習や省エネ行動メニューであると

か、あるいは循環とかリサイクル、こういうものを事業所の中、あるいは区民

の暮らしや家庭、自治会等で取り組んでいただいて、その成果を報告してもら

う。その中で非常に効果のあったものについては表彰していこうという、そう

いう仕組みなのです。ですから、こちらのほうはどちらかというとソフトな仕

組みを考えている。ソフトな行動計画を考えているということです。 

 条例の18条には、低炭素社会形成に関する指針であるとか、一定規模以上の

建築物のエネルギー対策について書いてあります。これも実は東京都の、昨年

６月の条例改正の内容とかなりダブってきたのですが、低炭素社会形成に関す

る指針というのは、これはいわゆるまちづくりです。開発とか再開発、あるい

は面開発に伴って、具体的にどういうCO2対策をするかということをガイドラ

インとして示し、それに沿って事業者に呼び掛けていこうということでありま

す。一定規模以上のものについては一種の義務化をしようということにしてお

りまして、これが18条になります。 

 条例19条は基金であるとか、建築行為者に対しての負担ということになりま

して、これもそれなりに議論があったところです。 

 ということで、実は千代田区の状況を見ますと、具体的な区の特性、例えば

開発が大きいとか、非常に経済行為が盛んに行われている。しかも、それは業

務系のビルを中心とした経済行為である。こういうことを想定した上で、面開

発についての一つのガイドラインを出したということです。この仕組みは割と

東京都の制度を意識しながら、東京都の条例制度とは違う分野ですね。東京都

の条例が手をつけていない分野を制度化したということです。 

 そこで、資料３を見ていただくと、ここに条例で規定するような主な論点と

いいますか、規定する事項が書いてあります。もし中野区で条例化する場合、

大きな論点としては削減目標を決めるかどうか。千代田区のように決めている

自治体もあれば決めていない自治体もある。 

 それから、３番目のところの温暖化対策の計画を規定する。中野区の温暖化

対策の計画策定を規定し、計画的、体系的に対策を進めるための根拠を設けよ
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うというものです。これは一つの仕組みとして入り得る余地があるだろう。 

 ４番目の削減計画書制度は、端的に言えば東京都の仕組みとかなりダブって

まいります。東京都は、先ほども話がありましたが、1,500kl以上のエネルギ

ー消費者に対して義務化をしておりますので、もし区でやるとすれば、例えば

1,000kl以上とか、あるいは半分の750kl以上のエネルギーを使用する事業者に

対して、削減計画書の提出を求めるような対策まで踏み込むかどうか。 

もちろん５番目も同じでありますが、建築物ですね。まちづくり、建築関係

で一種の環境配慮を盛り込むような仕組みを作る。したがって、４番と５番の

ような事業所対策をどこまで制度に盛り込むかということになると思うのです。 

 ６番、７番、８番は、主に区民に環境配慮や温暖化対策を普及させていくた

めの学習、表彰、あるいは支援の仕組み、こういうものを制度にしようとして

います。 

このように幾つか制定するに当たっての論点があります。これ以外にも論点

はあると思いますが、中野区の特性を見た上で、どのあたりのことを考えてい

くかということが選択肢になると思います。以上、尐し長くなりました。 

 

○大沼会長 

 ありがとうございます。非常に詳細なコメントをいただきまして、大変参考

になりました。 

 では、これから本日の資料、それから今の事務局からの説明、田中先生から

のコメントを参考にいたしまして、委員同士の共通認識を図るために、区がこ

れから条例の内容を検討するに当たって押さえていて欲しい事項などがござい

ましたら、こういったものについて意見交換を行いたいと思います。資料につ

いての質問も含めて結構でございますので、これから30分から40分程度ですけ

れども、意見交換を行いたいと思います。 

 それでは、どうぞ意見かコメントのある方は挙手をお願いいたします。 

 

○須藤委員 

 田中先生のコメントに質問があるのですが、千代田区の事例として18条の区

による温暖化対策推進地域の指定というのがあったのですが、これは具体的に

イメージがわかないので、ご説明をお願いしたいのですが。 

 

○田中（充）委員 

 資料３の８ページをご覧ください。ここに18条ということで抜粋をしていた

だいておりますが、低炭素社会の形成ということで、第18条の１項に低炭素社

会形成に関する指針を作成するとあります。また、区長は、規則で定める一定

規模以上の建物のエネルギー対策を求めるということですが、建物の規模はど

うするか。先ほどふれた1,500klにするとか、あるいは実は建築面積で区分し

ようと考えているようですが、今検討中のところで、昨日も尐し相談をしまし

た。 
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 それから、（２）エネルギー対策を求められた者は区に計画書を出すという

ことですね。 

 それから、第３項、この低炭素社会形成に関する指針に基づいて、地域の関

係者と協議の上、より高い効果を上げるための集中的な温暖化対策を行う地域

を温暖化対策促進地域として指定します。そうすると、区長は、（２）ですけ

れども、対策促進地域の関係者と協議をして、低炭素社会を目指した取り組み

を進める。こうなっております。これは今、想定しているのは、例えば飯田橋

周辺の開発とか、大・丸・有という大手町・丸の内・有楽町地区ですとか、そ

ういう新しい、あるいは再開発や開発が見込まれている地域をあらかじめ開発

業者と相談をした上で促進地域に指定しようと考えています。促進地域に指定

した時には、出来るだけその促進地域で対策が進むような区としての協議、あ

るいは施策の導入、補助の仕組みなどを優先的に導入しましょうと。そういう

地域であります。したがって、まだ具体的に指定されているわけではありませ

んので、これからそういう開発機運が盛り上がってきたら、この仕組みを活用

しようということです。今考えているのは飯田橋あたりの地域ということです。 

 

○大沼会長 

 分かりました。ありがとうございます。須藤委員、よろしいですか。 

 

○須藤委員 

 はい。ありがとうございます。 

 

○大沼会長 

 ではほかに。 

 

○山岸委員 

 今幾つか地方自治体の条例についてご紹介いただきました。基本的な進め方

でどういうふうにやってきたのか、尐し聞きたいのですけれども、条例や何か

を制定するに当たって、やはり中野区のように区民参加で、この環境審議会と

いう形であれ、どういう形であれ、区民の参加をもとにやられたのか、あるい

は行政の各担当部署がリーダーシップをとって、こういう条例を制定してきた

のか。その中で当然いろいろな学識経験者の意見や何かをお聞きになっている

とは思うのですけれども、進め方としてはどんな形で各自治体はやってきたの

か。その辺を聞かせていただきたい。 

 中野区はこの条例を制定する場合に、中野区環境基本計画がありますよね。

やはり同じように条例を制定した各自治体、東京都もそうですけれども、大も

とにこういう環境基本計画というものがあって、それをより効果的にするため

にこれを条例化するという形をとっているのかなと思うのですが、ほかの自治

体はどういう形で制定したのか教えていただきたい。 
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○大沼会長 

 策定プロセスについてのご質問ですね。事務局、お願いいたします。 

 

○環境と暮らし分野環境保全担当係長 

 事細かにそれぞれの自治体の策定経過までは追ってないので、何とも申し上

げられないのですが、千代田区は尐なくとも田中先生がおっしゃったように検

討会を作って、考え方をまとめて、その先の条例はパブリックコメントなどで

区民のご意見を入れて策定したのだと思います。 

 

○田中（充）委員 

 補足しましょう。今のご質問ですが、とてもいいご質問だと思います。 

実は温暖化対策の条例が一番最初に出来たのは京都市です。京都市が2004年

に作りました。京都市は、2004年の11月に京都議定書発効が見込まれるという

ことで、たしか2004年の12月の議会で可決されて、2005年の１月１日から施行

されたと思います。したがって、いわば京都市が先鞭をつけた。その時には、

京都市はそういうものを作りたいという市民、あるいはNPO等の環境団体から

の要請もあり、それを受けて検討会を設置したと聞いております。ですから、

京都市は、京都議定書発祥の地という地域性と、それからもちろん団体側から

の働き掛けがあり、条例制定に入った。その条例の具体的中身については、

NPOも含めた検討会を設置して検討した。 

 実はそれが一つの先鞭というか、モデルケースになって、その後、京都府や

大阪府など、まず関西の県が条例を制定した。その後、長野県、和歌山県、静

岡県。そして、基礎自治体レベルでいえば、柏市、川越市となっていますね。

どうもその経緯を見ると、各地での条例制定の例があり、新しい仕組みで温暖

化対策に対応していかなければいけないという危機感もあり、私の見るところ、

もちろん市民の声を聞きながら行政側が条例を作ったらどうかということを尐

し考えて、提案といいますか、検討会や協議会の場を作る。そういう経緯が多

いようですね。 

 

○大沼会長 

 ありがとうございます。ほかに何かございますか。 

 

○須藤委員 

 今の地域の仕組みと関連しているのですが、ここに「ストップ温暖化ハンド

ブック」という本があります。日本じゅうのいろいろな温暖化対策のことが書

いてある冊子です。その中で地球温暖化対策防止条例のところの説明がありま

して、「条例づくりそのものを幅広い市民、事業者の参加を得て行い、議会の

審議を経ることにより、改めて温暖化対策の重要性を訴え、より多くの市民、

事業者の積極的参加努力を促すことが出来る。そのため、温暖化の具体的施策

を条例化する自治体が増えている」という記述があります。 
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○大沼会長 

 分かりました。他の自治体も下から積み上げの方式をとっておられて、本中

野区でも条例については我々がコメントを行っていくということですね。 

 それで、尐し時間の関係もございますので、これからどういったことを条例

に盛り込んで欲しいかという本筋の話ですが、そちらに移っていきたいと思い

ます。それについて何かご意見ございませんでしょうか。 

 

○田中（晋）委員 

 それに直接関係するかどうか分かりませんが、先ほど田中先生のお話の中で、

千代田区の経験も入っているのですが、基準年とか数値目標をどうするかとい

うのが中野区でも非常に論点になるだろうというお話があったと思います。   

私個人としては、やはり今、見える化ですとか、何か目標値は掲げたほうがい

いと思うのです。ただ、先生の話にもあったように実際に目標値を挙げている

自治体は尐ないという話なのですが、目標値を示すのと示さないのでは、それ

ぞれのメリット、デメリットがあるのかなと。これも先生のお話の中であった

ように、目標値を示したとしても、京都議定書の６％のうち、ほとんどが他力

本願的な要素があるので、そんなものだったら目標値を作ってもしようがない

とか、そういった判断を他の自治体がされているのか。尐しそういったお話を

聞いて、中野区の条例の中で目標値を明確にするか、しないか、そういう判断

は出来るのかと思います。 

 

○大沼会長 

 ここは最も重要な点の一つですので、目標値を入れることのメリット、デメ

リットについて尐し意見交換をし、それを明確にしておく必要があるかと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 

○田中（充）委員 

 この資料３の２ページに削減目標の条文が載っていますが、京都市が一番最

初に条例を定め、その後、柏市、千代田区が出てきたのですけれども、あと京

都府も数値目標を条例本文に盛り込んでおります。では、ほかの自治体はどう

かというと、実は条例本文には盛り込んでいないのですが、条例上で地域推進

計画を定めるという規定がありまして、その計画の中には目標値は入っている

のですね。ですから、条例本文に載せるか、あるいは計画の方で目標なりを定

めるか、そういう差になると思います。 

 では、ご質問のように本文に載せたらどういうメリットがあるか、あるいは

デメリットがあるかということですが、一つ考えるのは、やはりアピール効果

が高いとか、あるいは区民総意として条例の中に自分たちの義務を書き込むと

いう、そういうアナウンスメント効果もある。それから、目標を書くことで、

行政も含めてそこを目指して進めなければいけないという点では、非常に求心

力、求心性が高まると思うのですね。あるいは進捗管理が的確に行われるなど、
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幾つかプラスの面がある。 

 マイナスの面というのは余りないかもしれないけれども、一つは、目標値の

根拠と、いかに達成するのかということ。これは計画でも同じなのですが、か

なりそれが問われる。つまり、ある種の責任を負うことになります。特に行政、

ここでいえば、区がきちんとした目標を出すことによって、どういうプロセス

でいくのか、どういうことをやったら具体的に実現出来るのか。そういうきち

んとしたシナリオなり過程、プロセスを明示して、ある程度説明が出来るよう

な仕組みが必要です。 

 それから、実際、達成出来なかった時の対応も考えておかなければいけない。

そういう点で、物事をはっきりさせればさせるだけ、その意味の責任も出てく

る。こういうことだろうと思います。 

 

○大沼会長 

 ありがとうございます。全くおっしゃる通りだと思います。目標をはっきり

させるということは非常にメリットがあるということがあったわけですけれど

も、もし委員の中で、いや、目標をはっきりさせないほうがメリットがあるだ

ろうというご意見があれば、それをお聞きしたいと思います。この目標につい

てはこれでおしまいにして、ほかのところに移りたいのですが、いかがですか。

よろしいですか。では、ほかに何か。 

 

○石川委員 

 目標を作って、現実にどのくらい達成出来ているのですか。目標を作って、

一生懸命これから努力をしましょうという段階なのですか。 

 

○大沼会長 

 では、まず大もとの我が国の状況から尐しお聞きします。蟹江先生いかがで

しょうか。2008年度から削減目標が始まったのですけれども、日本での取り組

みの達成情況はどのようなものでしょうか。 

 

○蟹江委員 

 徐々にいろいろ進んでいると思いますけれども、まだその評価をするところ

までいっていないというのが現実だと思いますね。それから、去年の段階でど

のぐらい削減出来たかという値も出ていないので、やはりそれは今年の後半ぐ

らいから話が出てくるのではないかと思います。 

 

○大沼会長 

 削減出来たかどうか。今のような経済状況ですと、その結果減ってしまった

ということもあるかもしれません。だから、どこまでが努力か、どこまでが経

済状況かというのは、はっきり分からないですね。 
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○蟹江委員 

 そうですね。あと、尐しいいですか。今の目標の話で、これを見ていると中

期目標、要するに京都議定書の期間の12年までと、その後20年とか、場合によ

っては50年とかというところまで出す。先のほうまで出すと、やはりビジョン

がある程度見えてくると思いますので、そういう意味では中期、長期というと

ころも入れておくメリットというのはあるのではないかということと、今お話

があったようにレビュー、評価をしないと、余り目標を立てても意味がないと

思いますので、この条例を作るのであれば、その特徴を出すためにも、評価が

必要でしょう。それから、前回の審議会でもありましたけれども、その評価の

中に例えば区民の声を入れるであるとか、参加できる機会を出来るだけ多くす

るであるとか、そのような中野の特徴的な評価のシステムが出来るといいので

はないかということを感じました。 

 

○大沼会長 

 ありがとうございます。それではもう尐し具体的な削減戦略について皆さん

からご意見をお伺いしていきたいと思います。特に事業者の方にお聞きしたい

のですが、事業者の方々で、この削減計画というものに対応できるのか。恐ら

く最も身近で削減というものに組織を挙げて取り組んでいかなければならない

方々だと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

○五味委員 

 私は建築の設計事務所をやっていまして、特に学校建築で環境の問題を取り

上げなければいけない。これは次世代の若い人に環境というよりよいものを残

していかなければいけない。悪いところはよくしていく。具体的な目標を立て

る場合に、学校の教育、例えば社会科の教育など、そういうものにも具体的な

ものを持ってやらないとならない。一番やりやすいのは学校の建物そのもので

す。さっき１万㎡という建物を頭の中で浮かべたのですが、中野の中に相当あ

るのです。１万㎡という学校はかなり多いです。サンプラザとか、そんなもの

ではなくて、区立の中学などは１万㎡は優にありますから。だから、その辺の

調査が必要です。また、学校にいる生徒に、あなた方は環境に影響を及ぼして

いるのだということを如実に示すべきだと思うのです。教育の中でそれをやっ

ていきませんと非常にまずい。とかく環境というのは非常にグローバルで、何

か地球規模の話になってしまいますから、もっと身近にこうした話題を生徒に

植えつけるということがまず大事だと思います。 

 

○大沼会長 

 なるほど。生徒ですね。子ども、学校、こういったところで、教育の現場で

やるということが一つ。ほかに何か事業者の方からご意見ございますか。 

 

○田中（淳）委員 
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 私、小さな印刷会社をやっておりますが、私どもでは６年前から環境マネジ

メントシステムを導入しています。小さい単位では具体的に目標を掲げないと

達成率が分からないので、意味がないと思います。そのためには、区という広

い範囲であってもやはり目標値を掲げて、それが達成可能な数値にしておかな

いと、１年、２年経過した段階で、先ほど田中先生のご説明にもあったように、

逆に環境が悪化しているような状況になると非常に難しくなっていくと思うの

です。手前どもでは産業の活性化の問題もありますけれども、ここへ来て非常

に仕事が尐なくて、自然に目標が達成出来たという形です。努力して達成した

のは最初の３年ぐらいでした。非常に過酷な条件の中で電気の使用量、ガスの

使用量、ごみの排出量、それから再利用出来るもの、またリサイクル出来るも

のを分別し、かなり厳しい努力の中で達成していたのですが、最近は黙ってい

ても自然に達成出来るような社会状況になっておりますから、やはり数値を設

けておけば、そこらあたりもはっきり精査出来ると思います。やはり到達点を

決めておいて、例えば何年後。先ほど蟹江先生がおっしゃったように中・長期

的な目標というのは絶対必要だと思いますね。人間は努力すると思うのです。 

 昨晩も私、別の会で申し上げたのですが、やはり一番基本になるのは行政で

ある中野区が、平成17年に環境マネジメントシステムの認証を受けているとい

うことですけれども、毎年これだけ区は努力して、例えば電気の使用量、ガス

の使用量、水道使用料を減らしたという子細なデータをこういう席で公開して

いただければいいですね。それは生きた資料になると思います。そういうもの

をぜひたたき台にして、それが達成された状況が区民に情報として公開されれ

ば、これはかなり説得力があると思います。もちろん、それが我々事業者にと

っても、区はこういう努力して、こういう結果を出したのだとわかれば。中小

事業者であっても努力すれば出来るのではないかと思うのですね。そのための

数値目標は絶対必要だと思います。 

 

○生沼委員 

 エネルギー事業者ということで二つご提案をさせていただきます。一つは、

家庭でのCO2削減はどのようにするかというところです。省エネ機器、電気で

いえばエコキュート、ガスでいえば高効率のエコジョーズという機器がありま

すので、買い換えの時期に極力取り入れていただくというのが家庭のCO2削減

につながると思います。予算の関係等もあって難しいと思うのですけれども、

例えば補助金というインセンティブをつけて、買い替えを促進してやる方法が

あるかと思います。 

 それから、資料３の７番目に環境学習の推進とあります。前回ご報告したよ

うに、私どもでも小・中学生向けの環境学習のプログラムを持っているのです

が、他の企業さんも多分そういったプログラムをお持ちだと思います。それを

なるべく効果的に活かすために、区がイニシアティブをとっていただいて、包

括的に中野区のすべての小・中学校にきちっと環境学習の教育が施せればと考

えております。子どもを教育することによって家庭に持ち帰って、それぞれの



 - 18 - 

家庭でもって省エネが実現できると思います。そういう企業のプログラムをう

まく活用するというのはいかがですか？ 

 

○田中（晋）委員 

 関連しまして、生沼委員の話と尐し重複するところがあるかもしれませんが、

まず先ほど学校の話も出てきたと思いますが、今、生沼委員がおっしゃった、

家庭用だけではなくて、学校等へも電気やガスの機器、当社でいえばCO2を排

出しない電化厨房システム等があります。エネルギー事業者としては、そうい

った効率機器を積極的にPRさせていただきたいと思っています。 

 それともう一つ、当社のほうも子どもに対する環境学習をやっていたのです

が、若干方向性を変えました。今のお話で、子どもが家に帰って、お母さん、

電気のこういうのがいい、ガスのこういうのがいいというお話もあるのかもし

れないのですが、それだけで終わってしまう可能性もあります。当社としては

今度は先生ですね。中野区の中学校や小学校の先生に対して、それぞれのエネ

ルギー事業者の環境に対する試みをレクチャーさせていただいて、先生が授業

の一環の中で環境の話を子ども達にしていただく。そういう仕組みを今作って

いまして、どんどん募集しています。そうすると、先生が残っていれば、生徒

の代が変わっても継続されるということですし、ほかの学校に先生が移った場

合はまたそれで継続していただける。点から面のつながりが出てくるのかなと

いうことで、そういったプログラムも実施しています。 

 

○大沼会長 

 事業者の方がみずから実際に環境教育をやっていただけると。鳥羽委員はい

かがでしょうか。 

 

○鳥羽委員 

 私どもは逆に言えば、先生がおっしゃったような森林吸収を補っている部分

であります。私の感想ですが、何十年間、当社は北海道から九州までのいわゆ

る林野関係の仕事をやってきたのですが、現状を申し上げますと、非常に山が

荒れているのです。これは林業の衰退という背景もあるのでしょうけれど、

我々が関知していた昔の状況とは比べものにならないぐらい山が荒れているの

です。個別のことを言えば、例えば宮城地震などがありまして、山が崩壊しま

したので、そちらの復旧も精力的にやっているのですが、実態として特に国有

林、民有林など日本の森林は68％と言いますが、非常に荒れています。 

 ですから、この辺については、環境、CO2削減という議論が出る前からの話

なのですが、実は昭和63年ごろから都市化が進んで、いわゆる建設廃材の捨て

場が無くなってきたのです。当時は、この辺でいいますと、練馬区付近の戸田

橋付近、笹目橋付近とか、東名高速の用賀の下あたりに埋めて処理した時代が

ずっとあったのですけれども、だんだん都市化の波が迫ってきまして、まさし

く建設廃材の処理に困った。そこで緑化の枝葉のものをどこかで集積して、プ
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ラントとして処理する方法を考えました。我々の業界の中では処理に困ったと

いうのがまず原因でスタートしまして、このCO2削減とか、あるいはリサイク

ルという言葉が出る前から、その解決のためにリサイクルプラントを作ったと

いう経緯があります。今でも中野区、あるいはこの辺の東京都の枝葉の処理は

そのプラントに持ち込んでいるのですね。 

 ところが、ここに来て、東京都が夢の島へ処理プラントを作りました。それ

はいいことなのです。我々がやってきたことが結果としてリサイクルにつなが

ったのかなという認識もあるのです。日本の国内は非常に森林保護という面で

今荒れています。森林吸収の部分で精力的に増やす必要があるということから

しますと、中野区もお手本を示すというのですかね、五味先生がおっしゃった

ように学校のような、そういう大きなところというのは中野区ではそうそうな

いのですから、そういうところできちっと環境保護のお手本を作っていかない

と、なかなか下につながっていかないのかなという感じはします。 

 

○大沼会長 

 ありがとうございます。それでは、尐しお聞きしたいのですが、もし中野区

で温室効果ガス削減の制度的なものが出来たとしましたら、中小事業者さんは

そういったものにコミットしていける、実際に行動していけるかどうかという

ことについて、尐し感触のようなものをお伺いしたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 

○堀委員 

 私ども、スーパーマーケットを１都３県で90店舗ぐらいの店舗展開をしてお

ります。今のご質問に対しては、いわゆる数値目標をどう立てるかといった時

に、一つお願いがあるのです。都道府県の環境目標数値を見ていますと、国の

目標にきちっとリンクしております。中野区として目標を立てる時も、国や東

京都の数値目標とリンクしたものにならざるを得ないのではないか。と言いま

すのは、事業者としては、国以外の数値目標がもし立てられた場合には対応が

大変になります。もっと極端な言い方をすると、中野区以外のところ、例えば

世田谷区とか杉並区とか、いろいろな区でそれぞれ独自の目標を立てられると、

企業としてはそれに対する対応をどうやっていくのかということで、個々の対

応というのは非常にやりづらい。したがって、もし数値目標を立てるとしたら

国や東京都、そういったところときちっとリンクしたものにしていただきたい

と思います。 

 

○大沼会長 

 ありがとうございます。ほかの事業者さんの中で今のことについてあります

か。 

 

○五味委員 
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 私、学校のことばかり言っていますけれども、区内の学校で気のきいている

ところは、例のオゾン層の破壊を予防するために排気の部分をガス吸収式とい

う冷暖房方式をとっているのですね。これは約15年前に区内にある学校で二つ

ぐらい変えまして、これは極めてオゾン層の破壊の防止に役立つという結果が

具体的にありました。それは学校で相当議論をいたしました。議論をしたとい

うのは、私が提案をしましたら、学校の先生はよく分かってくれました。やは

りその辺から環境保護の分かる学校の先生方というのを増やすといいますか、

これは小学校の先生も中学校の先生もみんな同じだと思うのですが、環境を変

えるというか、よくするためにはどうしたらいいかと考えなければならない。

具体的な対策は教育委員会を通じまして十分私は出来ると思います。だから、

それはどこでやるかといったら、公立の場合は中野の教育委員会でするし、私

立の場合は私学連盟だとか、そういうところを通じて各私立学校にレクチャー

する。そういう努力が私は必要だと思うのです。 

 

○小野委員 

 私、町会長なのですけれども、私どもの町会で昨年、あなたの家庭で一つで

もいいから何か省エネにつながる取り組みをすることを私と約束しませんかと

いう運動を始めたのですね。ただ、具体的にはまだなかなか実際に動いてはい

ないのですけれど、今年もまたそれをやってみようと思っております。私はど

うするかというと、私の家はスリーピングの電力を消すという約束を皆さんに

してやっています。 

 あと、まちの緑化の問題ですね。エネルギーを節約するのもそうなのだけれ

ども、やはりもっとまちの景観的に見栄えのいいまちづくりにしようではない

か。それぞれの家でそれぞれの緑化を進めようではないか。そういう運動も始

めております。ゆくゆくはそういう各路地で景観コンクールというのが出来た

らいいなと思っています。そういうことの中で、省エネという問題を取り上げ

て、地道にやっていこうと思っております。 

 

○石川委員 

 今、小野さんが言われたように中野区では、温暖化に対して事業者が努力し

たほうがＣＯ２が減るのか、一般家庭が努力したほうがＣＯ２が減るのかとい

う、数値は分からないのですが、推測するところによると、事業者は大きな事

業者はないから、やはり一般家庭が減らす努力をすることだと思うのですね。

一般家庭の住民が小野さんのところのように、私たちはこういうふうにします

よといって率先して何かする動きを決めて努力していくという形になればいい

のですけれども、やはり行政が区民に対してこういう努力をしてくれよと示す

ことが大前提でないと。事業者が努力しても一般家庭が野放図に使ったら減ら

ないと思うのですね。そのぐらいに行政側から強力な指導力が発揮出来ればと

思っているのです。行政側が指導力を発揮出来れば、一般区民のほうはそれを

受けて、みんなで努力するという可能性があるかなと思います。 
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○宮原委員 

 どんどん話は難しくなって、僕は区民委員として参加しているので、小野委

員の話が一番すっと入ってきて、区民としてやりやすいなと思いました。何か

事業者さんの話は区民としては関係ないかと。全体でＣＯ２を何％削減しまし

ょうといっても、これをやったら何％減ったか分からないし、モニタリング出

来ません。評価も自分で出来ないので、すっと入ってきません。そういう簡単

な取り組みが入っているほうが区民には取り組みやすいかなと思いました。 

 

○大沼会長 

 温室効果ガスの削減というのは、あらゆる主体が取り組んでいかなければな

らないわけで、もちろん事業者だけではなくて、区民レベルでも取り組むとい

うのは当然のことだと思いますが、今、小野委員がおっしゃられた町会で一つ

ずつ省エネをやってもらうということのほかに、何か区民レベルで温室効果ガ

スの削減に非常に有効なことという意見がございましたら、今、資料３でまと

めていただいたことも含めて。高橋委員、お願いいたします。 

 

○高橋委員 

 即、減量化にはつながらないと思うのですけれども、昨年から全区でごみの

分別が変更され、リサイクル、リユース、ごみの減量化に町会連合会としては、

清掃事務所とタイアップして努力しているわけですね。ただ、それの普及とい

うのが大変難しい。今、小野委員がおっしゃったように町会単位じゃないと物

事が細かく伝わっていかないのですね。ですから、その時には数値のようなも

のが具体的にあるとありがたいです。それから清掃事務所も含めて区のほうか

らも一般区民にもう尐しこの問題について働き掛けていただけると、緑化や何

かのことも家庭のほうで進められる部分があるのではないかということを区民

として申し上げたいと思います。 

 

○大沼会長 

 区の働き掛けをもう尐し積極的にやってほしいと。 

 

○高橋委員 

 はい。細かく説明していただくのですけれども、例えば役員のところでとま

ってしまって、末端までは届かないこともあるのですね。この間のリサイクル、

分別の変更の時もチラシが配られて、とても大事なお知らせだったのですが、

それを区民の大半の方が、単なるチラシと思って、捨ててしまわれたのですね。

いよいよそれが１０月からスタートしてみて、あ、あれは大事なチラシだった

のだということがわかり、後から清掃事務所のほうに随分話がいったり、私た

ちもその仲立ちをしてチラシを配らせていただいたのですね。ですから、そう

いうちょっとしたきっかけを徹底することによって随分違ってくるかなと思っ
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ております。 

 

○須藤委員 

 先ほど五味委員のほうから学校という話があったのですけれども、学校は防

災拠点にもなりますよね。今、耐震補強したりしているのですけれども、防災

のことからいえば、耐震補強もさることながら、都市のインフラが寸断されて

しまった時に、例えば太陽光電池があれば、そこで生活が確保出来たり、緊急

事態に対応出来たりするのです。そういったことも含めて学校とか公共施設な

ど、そういうところへの自然エネルギーの導入なども計画の中に盛り込んでい

けばいいのではないかと思います。 

都と国の補助金が出始めるところですので、それとリンク出来るのではない

かと思います。 

 

○山岸委員 

 削減目標の件ですが、やはり僕は絶対必要だと思います。前にもここで区の

職員の方がPDCAを回すのだということをおっしゃったのだけれども、PDCAを回

すのだったら、数字が入らないとPDCAは回らないのですね。ですから、どなた

かもこの間おっしゃっていたように、PDCAをしてオープンにしなければいけま

せんから、どうしても数字は要ると思います。 

 あともう一つは、皆さんの中で幾つか入れていたように、地球温暖化対策に

対する条例ということで、地球温暖化対策という形になっているのですけれど

も、この中野区環境基本計画を見ると、温暖化対策に直接は関係ないようなも

のでも、要するに環境をよくしようという計画がある程度盛り込まれていると

思うのです。ですから、題名は温暖化対策かもしれないけれども、そういうも

のを出来るだけ入れていったほうがいいと思いました。例えば公共交通を導入

しようというのがこの中にありますけれども、公共交通だろうと民間の交通だ

ろうと、温暖化では同じことなのだけれども、より環境に優しい計画ですから、

こういうところに入れていただきたいと思います。 

 何人かの方がおっしゃっていたけれども、削減というよりも積極的な対策で

すね。これはもう基本計画の中でも議論されていると思っていたから、余り言

わないでもいいのかなと思ったのですが、さっき緑を増やしていこうというこ

とは、削減目標というよりもむしろ逆に積極的に環境改善のための対策ですね。

そういうこともこの中に入れていくということも考えたほうがいいと思います。 

 

○大沼会長 

 自発的な削減ということだけでなくて、インフラやシステムとして減らすよ

うなところも考えましょうということですね。 

 ほかに。 

 

○森委員 
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 小Ｐ連の立場から言わせていただきますけれども、先ほど環境学習という話

がありました。やはり学校教育の場でぜひ環境学習のほうは推進していただき

たい。温暖化対策は長く継続しないと意味がないと思います。子ども達に対す

るそういう環境学習を推進していただくためには、ノウハウをしっかり持った

企業のサポートがないと難しいと思いますので、それをやっていただきたいと

いうことと、あと６番にある率先行動に対する表彰ですね。子どもたちが一生

懸命頑張ったら表彰があるというのはやはり励みになると思いますので、６番

と７番は小Ｐ連のほうからはぜひ盛り込んでいただければと思います。 

 

○大沼会長 

 分かりました。事業者さんと学校とのコラボのような形というのをぜひ推進

していただきたいということですね。 

 

○須藤委員 

 もう一つ、今、条例に盛り込むべき事案というところなのですけれども、実

は私たちは地球温暖化防止といっても、CO2の排出量がどうのといっても、空

気の中に含まれている二酸化炭素の量って0.03％みたいなものが増えようと、

なかなか実感出来ないですよね。地球温暖化防止条例とヒートアイランド現象

の防止というのは両輪だと思うのです。例えば今、大阪府の条例のように、地

球温暖化防止とヒートアイランド現象の防止を条例で両方の目標に掲げている

ところがあるそうです。ヒートアイランド現象の防止というのは、具体的に自

分たちの暮らしに直結しているので、私たちはすごく分かりやすいと思うので

す。だから、中野の場合も民生部門は頑張らなければいけないし、生活の中で

密着したものが分かっていなければいけないということで、ぜひヒートアイラ

ンド現象の防止を条例の中に入れていっていただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

 

○大沼会長 

 そういったことも非常に重要な方向性だと思います。 

 

○蟹江委員 

 皆さん発言が盛んなので、なかなかすきまをうまくつけなかったのですが、

一番最初に東京都の対策・制度の取り組みの話がありました。私もそれに関わ

っているのですが、やはり大規模事業所中心になるので、中小企業というのは

そこから漏れてくるというのが一つあります。最初の話にもありましたが、中

野はそこから漏れるところが多いという話だったので、先ほど堀さんも、東京

都、あるいは国との連携が必要だということを言っていましたけれども、そこ

で漏れているところを条例の中で拾うというのが一番大事なのではないかと思

います。例えば中小企業、あるいは家庭部門にターゲットを限定してやるとか。

そうしないと、やはりどうしても事業者は両方から責められて、どうすればい
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いのか分からないということになりがちだと思いますので、役割分担を明確に

していただきたいと思います。そういう意味では、例えば自動車の問題があり

ます。自動車をある一定のところに入れないで、パーク・アンド・ライドをや

るとか、そのようなことは恐らく自治体でも出来るようなことだと思いますし、

先ほどの緑化の話でも、豊島区などは「すきま緑化」を推進していこうという

話をしています。そういう話こそ自治体で推進出来ることではないかと思いま

すのでその辺をぜひ検討していただければと思います。 

 

○大沼会長 

 時間の関係もございますので、これでご意見を伺うことを終了したいと思い

ますが、今の皆さんのご意見を聞きますと、全くもっともなことで、まず目標

を立てる。それから、環境教育を行う。それから、削減というものをただ単に

省エネなどにとどまらず、交通システムや緑との関係で行うとか、いろいろな

ご意見があったと思います。ぜひこういったご意見を踏まえて、特に中野区に

非常に特徴的なことを盛り込み、また、まさにこれが中野区だという独創的な

取り組みも入れていただきたい。こういった形で今日の意見交換を終えさせて

いただきます。ありがとうございました。 

 

４ 次回の日程について 

○大沼会長 

 それでは、次回の日程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 

 次回の日程ですが、前回の審議会であらあらのスケジュールをお示しさせて

いただきました。３月中に第３回目と予定を立てておったのですが、今日いた

だきましたご意見を踏まえまして、事務局でたたき台を整理していきたいと思

っております。それで、尐しお時間をいただきたいと思います。これから予算

議会等も予定をされておりますので、区内部でのいろいろな議論や調整も踏ま

えまして、新年度になりまして、第３回目を開催させていただきたいと思いま

す。その間に日程調整などをさせていただいて、多くの皆さんのご都合のいい

時を選んで、4月以降の来年度に次回の審議会を予定させていただきたいと思

いますので、ご了承いただきたいと思います。 

 

○大沼会長 

 ありがとうございました。それでは、次回の審議会は４月以降になるという

ことで承りました。 

 今の事務局の説明について何かご質問、ご意見がありますか。よろしいです

か。 

 

○須藤委員 
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 今、地球温暖化対策地域協議会の準備会が始まっていると漏れ聞いたのです

が、そのあたりのことを教えていただきたいのですが。 

 

〇大沼会長 

 事務局いかがですか。 

 

○環境と暮らし担当参事 

 環境基本計画に予定をされております地球温暖化対策地域協議会ですが、こ

れは地域の様々な団体の皆さんで構成し、実践活動を進めていきたいと考えて

おります。現在、協議会は出来ておりません。協議会を立ち上げるための準備

会の段階で、昨日、今日ご出席の田中委員も準備会にご出席いただきまして、

どんな組織で、どんなことをやっていこうかということを今話し合っていると

ころです。 

 

○大沼会長 

 よろしいですか。そういった現状を今ご説明いただきました。 

 ほかに何かございませんか。 

 それでは、特に無いようでしたら、以上をもちまして本日の第２回中野区環

境審議会を閉会させていただきます。ありがとうございました。 

 

〈閉会〉 


