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第３期 第３回中野区環境審議会 議事録 

 

１ 日時：平成22年11月4日（木）午後6時～8時15分 

２ 場所：区役所7階 第9会議室 

３ 内容 

《Ⅰ 委嘱式》 

 （１）委嘱状交付 

《Ⅱ 議事》 

 （１）新委員紹介 

 （２）庶務担当新任者紹介 

 （３）（仮称）中野区地球温暖化防止条例の制定に向けた考え方について  

 （４）その他 

 

４ 出席者 

（１）出席委員 11名 

小野光委員、髙橋登志子委員、森千雪委員、須藤悦子委員、山岸厚委員、  

五味道雄委員、鳥羽修平委員、荻原和也委員、生沼庸史委員、大沼あゆみ

会長、田中充委員 

（２）欠席委員 5名 

  秋元宏之委員、宮原和道委員、折原烈男委員、田中淳正委員、蟹江憲史 

委員 

（３）中野区職員（事務局） 

 鈴木区民生活部長、横山環境と暮らし担当副参事、環境と暮らし分野環境

保全担当職員4名 

 

５ 資料 

 ・第３回中野区環境審議会 次第 

 ・第３期中野区環境審議会委員名簿 

 ・第３回中野区環境審議会 座席表 

資料１ （仮称）中野区地球温暖化防止条例の制定に向けた考え方について

（たたき台） 

資料２ 建築物の断熱性能の向上 など 

資料３ (仮称)中野区地球温暖化防止条例の推進体制 

資料４ 温暖化防止施策概要図 
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６ 議事録 

《Ⅰ 委嘱式》 

○環境と暮らし担当副参事 

 それでは、お待たせいたしました。皆様がおそろいになってまいりましたの

で、始めさせていただきたいと思います。 

 若干定刻を過ぎてございますけれども、これより第３回中野区環境審議会の

開催をお願いしたいと存じます。 

 私、環境と暮らし担当副参事の横山でございます。前任が橋本でございまし

たけれども、後任として担当してございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 まず、開会に先立ちまして、一言おわびを申し上げたいと存じます。前回、

１回、２回と会合を開いていただいた後、大分長い間があいてしまいました。

まずこの点をおわびしたいと思ってございます。こちらのほうも準備はいろい

ろ進めておりましたけれども、皆さんにお示しする案まで至らず、今日に至っ

てしまいました。言いわけにもならないような事情でございますけれども、大

変反省してございます。きょうは、その反省を踏まえまして、資料を皆様にぜ

ひご覧いただきまして、ご審議いただきたいと思ってございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、お手元に配付いたしました１枚目に本日の次第が記載されてござ

います。本日の予定といたしましては、新たな委員さんがいらっしゃいますの

で、こちらの委嘱式をさせていただきたいと思ってございます。その後、会長

から開催をしていただきまして、審議を始めていただきたいと思ってございま

す。 

 それから、委員さんが若干変更になってございます。職場の異動といったよ

うな事由から、東京電力の田中委員、サミットからご推薦いただいておりまし

た堀委員が辞任となってございます。町会連合会からご推薦いただいておりま

した石川委員につきましては、過日、お亡くなりになってございますので、ご

承知おきいただければと思ってございます。 

 本日は、後任の委員という形で、東京電力様から新たに荻原様を委員に推薦

いただいてございますので、早速でございますが、これから委員の委嘱式をと

り行わせていただきたいと思ってございます。 

 委嘱状につきましては、区長、所用につきまして、代理といたしまして区民

生活部長の鈴木から交付をさせていただきたいと存じます。 

 

区民生活部長より荻原委員に委嘱状の交付 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 簡単でございますけれども、以上で委嘱状の交付式を終了させていただきた

いと思います。 
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 それでは、ちょっと時間も遅くなってございますけれども、これから会議を

開催いただきまして、ご審議をお願いしたいと思ってございます。 

 どうぞ、大沼会長、よろしくお願いいたします。 

 

《Ⅱ 議事》 

○大沼会長 

 皆さん、こんばんは。ごぶさたしております。 

 本日は、ご出席の委員さんが、現在のところ、10名で、総数16名の半数の８

名を超えておりますので、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。 

 本日は、秋元委員、折原委員、田中淳正委員の３名の方が欠席ということで

連絡が入っております。 

 それでは、まず本日、委嘱されました荻原委員から一言お願いいたします。  

 

○荻原委員 

 はじめまして、東京電力の中野営業センター所長の荻原でございます。  

 前任の田中にかわりまして、この夏より参っております。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いたします。ありがとうございました。 

 続きまして、前回から事務局である区の職員の方が何名かかわりましたので、

改めて紹介をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 

事務局職員の紹介 

 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 今回の開催は、前回から間がかなりあきましたので、改めて審議事項の確認

をしたいと思います。 

 事務局からご説明をお願いいたします。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 それでは、平成20年度になりましたけれども、第１回の会議をしていただき

ました。そのときに、審議事項についてのお諮り、ご説明をさせていただいて

ございます。その際に２点ほど、審議事項の付託ではございませんでしたけれ

ども、ご意見をちょうだいしたいということで、この第３期を始めていただい

ているところでございます。 

 まず１点目といたしましては、（仮称）中野区地球温暖化防止条例、これに

盛り込む主な事項等に対する意見についてといった点でございます。もう１点
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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、という２点でござ

いました。 

 １点目の（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つきま

しては、これまでの審議会でのご意見等も踏まえまして、今回、（仮称）地球

温暖化防止条例制定に向けた考え方について（たたき台）という形でまとめさ

せていただいた資料を事前に配付させていただいたものでございます。資料１

となっているものでございます。 

 それから、２点目の環境基本計画の進捗状況についてでございますけれども、

実は、現在、取りまとめの途中でございます。また、本日の時間の関係もござ

いますので、こちらについては割愛をさせていただきまして、本日は、前回に

引き続いて、条例についてのご意見をちょうだいしたい、そういった会にして

いただきたいと考えてございます。 

 なお、皆様の任期が、実は来月、12月14日までということになってございま

すので、本日の審議会が最後ということになるかと存じます。どうぞご審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 本日の議事は、（仮称）地球温暖化防止条例に盛り込む主な事項ということ

でございますが、これに対して意見を出すということで進めていきたいと思い

ます。 

 第１回と第２回は他の自治体の取り組みを参考に話し合ってきました。今回、

中野区の考え方がたたき台としてここに出されてまいりました。この内容につ

いて、事務局から資料の説明をお願い申し上げます。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 それでは、資料のほうですけれども、資料の１、事前郵送させていただいた

資料、これに沿ってご説明をさせていただきたいと思ってございます。それか

ら、あわせまして、資料の４、Ａ３横長の資料、こちらをあわせてご覧いただ

ければなと存じます。 

 資料の４、概要図となってございます。ちょっとこちらをご覧いただきたい

と思ってございます。 

 

○山岸委員 

 ちょっとそういう説明と、審議に入る前に聞きたいことがあるのですけど、

よろしいですか。 

 

○大沼会長 

 どういったことでしょうか。 
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○山岸委員 

 さっきのお話にありましたように、去年の11月に始まって１年半ぐらいたっ

て、ずっと何の音さたもなかった。我々は２年という期間で３期の審議をする

ということで、要するに、そういう計画で進めてこられたんですよね。我々も

選ばれた者として、そういう順序でその覚悟で出席をしてきたと。ところが、

発足はたしかおととしの12月ですから、もう約２年たつわけですよね。その間

に何の音沙汰も区のほうからはないし、どういう形でもって継続するかという

話が一切今までなかったわけですね。そこを先ほどは理由をはっきりお聞きで

きなかったので、こんなに長引いてここまできてしまったというのは何か特別

な理由があったんですか。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 失礼いたしました。最初にちょっとお話をさせていただいたところでござい

ましたけれども、特別な理由ということとはちょっと違うのかもしれませんけ

れども、平成20年度にこの第３期を設置させていただいて、皆様にお集まりを

いただいてご審議をいただいてございました。環境基本計画に載っておりまし

たこの温暖化防止条例、これの成案を見るために、新規に皆様からご意見をい

ただくということで、20年度中に２回ほど開かせていただいたところでござい

ました。ところが21年度になりまして、環境基本計画にも載ってございますが、

風力発電、風車の関係、これについての考え方をまとめて、具体的な取り組み

を進めなければいけないという喫緊の課題もございまして、かなりそちらのほ

うに職員のほうも手を取られてしまったというような実情はございました。あ

わせまして、この温暖化条例につきましても、２回ほどご意見をいただいて、

よその自治体さんの例などをお出しして意見をいただいておりましたので、そ

れを踏まえて、区としての考え方をまとめなければいけないという作業も進め

ておったところでございます。ところが、21年度中に案を１回はまとめました

けれども、皆様にお示しをできるようなものにちょっとなりませんで、改めて

作り直すというようなことがございまして、22年度、今年度になってしまった

と、こういった事情でございます。 

 

○山岸委員 

 要するに、考えがまとまらなかったと、２年近く。しかし、私の記憶では、

１月27日にやったときに、担当の方が議会が始まります、と。６月まで。区議

会が始まるので忙しくなるから、その期間を余裕くださいというお話だったん

ですよ。議会は６月かなにかに終わっているはずだから、もうとっくにそうい

う対忚をしていただいてもよかったと思うので、我々は一体何のためにここに

来ているんだということになってしまいますよ。区の姿勢も問われますよ。環

境のために頑張ろうと思って、みんな集まってきた人ばかりだと思うのだけど、

ずっとほったらかされて、はい、今回で終わりですと。尐なくとも途中で、も
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しあれだったら、途中で一言、これこれこういう理由で遅れていますとか何か

の連絡があってもいいと思うんですね。区から来てないでしょう。しかも、夜

にやることになったわけですよね。今まではみんな昼間ですよ。前の審議会を

やっていた方から聞いたけども、夜は一度もなかったと言うんですよ。そうい

う理由も何もおっしゃっていないでしょう。まずそこから始めないとまずいの

ではないですか。 

 

○須藤委員 

 山岸委員のおっしゃるとおりだと思います。私もここに期待して参った者で

す。２期のときに環境基本計画というのができ上がって、３期になったので、

この進捗状態を見ながら、中野区の環境がよくなっていくのだろうなと思って

期待していたのですが、今回の３期ももう終わってしまうというところにもか

かわらず、今、進捗状態のチェックは割愛しますと言われて、割愛していいも

のなのかどうかというのが一つ疑問だと思います。割愛されて、ではいつやる

のですかということなんです。これはやらないわけにいかないと思います。 

 それともう一つの条例についてですが、どこの地方自治体も条例を設けよう

としていますけれども、この条例というのは本当に大切なものだと思います。

今たたき台つくって、ここで話し合いをして、それで終わりですというような

ものではないと思います。もう尐し審議を本当は重ねて、意見を交換しながら

やっていく必要があるのではないかというふうに考えます。 

 

○大沼会長 

 今のご意見は、一つは間が延びたことというのは、やはり連絡があるべきだ

ったのではないかという、それから、地球温暖化条例ということにもう尐し時

間をかけて、意見なんかを聞いたほうがよかったのではないかということです。

これについていかがですか。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 途中で連絡すべきだったという点については、ご指摘のとおりだというふう

に思ってございます。私のほうもちょっと気にはなってございましたけれども、

なかなかそのタイミングをはかり切れませんで、ご連絡ができずじまいという

ことになってしまいました。この点は本当に申しわけなく思ってございます。

申しわけございませんでした。 

 それから、条例につきましても、できるだけ多くのご意見をいただきながら

考えていきたいというふうには思ってございますが、審議会といたしましては、

任期のこともございまして、今回、この第３期につきましては、本日ご意見を

いただければというふうに思っているところでございます。 

 また、環境審議会につきましては、次の期ということになろうかと思います

けど、先ほど須藤委員のほうからご指摘のあった進捗状況等につきましては、

そちらで改めてご審議等いただければなというふうに思ってございます。  
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 こういった点でご理解いただければというふうに思ってございます。  

 

○山岸委員 

 そう言えばおしまいだけど、今回集まった人はそれじゃ何だったんですか、

第２回で。僕はこれを継続したのを見たときに、今まで審議してもほとんど終

わっていない。イントロダクションだけですよ。本当の導入部だけ、議論を見

てわかるように。条例をつくろうという大きな目的があって、本題に向けたこ

こを書いただけ。だから、きょうは再開をしたけれども、一忚の第３期の意見

がまとまるまで僕はやるんだと思ったんですよ。先ほどは12月で終わってしま

うとおっしゃったですよね。そうすると、我々、私だけじゃないと思うのだけ

ど、今までずっときて、もうほとんど半分ぐらいは多分忘れていると思います

よね、最初の議論なんかは。そういうのをまた改めてやって、どうやって12月

までにまとめるのですか。まとめないのですか。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 まとめという中身について、ちょっと私の理解がいいのかどうかはあります

けれども、今回、第３期については意見をちょうだいするという形で始めさせ

ていただいてございます。１回目、２回目につきましてもフリートークで始ま

って、他区の例を参考にしながら、多々ご意見をいただいてきたところでござ

います。その辺については、議事録、各委員のほうにもその都度ご確認をいた

だいてきたと。今回につきましても、３回目でございますけれども、区の考え

方をまとめてございますので、これについてご意見をいただいたという形で、

議事録としてまとめさせていただこうというふうに思ってございます。  

 

○大沼会長 

 間が延びてしまったということは、やはり尐しフォローアップしていただき

たかったというのは、恐らく皆さんあるかと思いますが、この期間、いい条例

を目標にして、事務局の方々が調べられたり、それから中野区の特徴を出そう

としたりということを伺っておりますので、きょうはしっかりどういう案かと

いうのを伺って、建設的な意見をまとめて、この期は終わるということになる

と思いますけれども、とにかく我々に残されているのは今回だけですので、山

岸さんも、須藤さんも、非常にいろいろ濶達な意見というのをぜひお願いした

いと思います。 

 時間の関係もございますので、説明に移らせていただいてよろしいでしょう

か。 

 

○山岸委員 

 それでは、区のほうではなくて、ちょっと大沼会長にお話を、どんな気持ち

かちょっとお聞きしたいのですけど、会長さんとして、今回の条例化に向けて、

今度のようにメンバーが集まって、尐なくとも方向だけ、とりあえず議論を深
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めようということで始まったんですよね。こういうことで終わることに対して、

大沼会長さん自体はどういうふうなお考えなんですかね。 

 

○大沼会長 

 私は、やはり残念です。もう尐しこの審議会の特色であるような意見という

ものを提言できたらよかったと思うのですが、残念ながら、実は私自身も昨年

１年はドイツに行っておりまして、帰国しまして、この間連絡を受けて、実は

間がずいぶん空いてしまったことを知ったといういきさつがございまして、そ

ういう意味では、私自身もちょっと責任を果たせなかったという、そういう残

念な思いというのはあります。 

 ただ、お伺いすると、一度案をつくって、これではちょっと中野区の特徴を

出せないのではないかということで、もう１回初めからつくり出したというこ

ともお聞きしておりますので、ですから、まず一度、案というのをお聞きして、

その内容というものについて議論しながら、我々の意見というのが反映できる

かどうかということをやっていきたいと思います。よろしいですか。  

 

○山岸委員 

 一忚きょうの課題が上がっておりますけど、前の期の審議会は７回ぐらいや

っているわけでしょう。たしか６回とか７回ぐらいやっていますよね、２年間

で。 

 

○大沼会長 

 審議会も性質によって違うと思いますけれども。 

 

○山岸委員 

 僕は初めてだから。 

 

○大沼会長 

 前回の審議会は、環境基本計画を作成するというので、これは活発にやらざ

るを得なかった。非常に多くの回数をやったということです。 

 今回の環境審議会の我々の任務というか、進捗状況をチェックしていくのに

ついて意見というものを述べるということ。それから、第１回、第２回と出て

きた地球温暖化防止条例というものについても、意見を述べるということなん

ですね。ですから、何かを策定するということのミッションというのは、我々

は持っていなかったというのは、事実なんです。 

 

○山岸委員 

 ただ、行動計画はいろいろ考えなければいけなかったでしょう。そういう実

績関係を確認するということであれば、２年間の間に。 
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○大沼会長 

 それはもちろんそうですね。 

 

○山岸委員 

 そうですよね。そういうのはもう全然棚上げになっているしね。 

 

○大沼会長 

 それについては、後で恐らく基本計画の進捗状況がどうなっているかという

ことも尐し質問されて、事務局からご回答いただきたいと、このように思って

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○山岸委員 

 ほかの人の僕は審議会の感想を聞きたいですが、やっぱり一種の怠慢だよね。 

 

○田中充委員 

 私も幾つか審議会に出ておりまして、こういう例は極めてまれです。ほとん

どないです。例えば１年半ですか、約１年と10カ月近く開かれなかったという

ことはまずないですね。最低年に１回、つまり、経過報告的なことも含めて、

例えば年次報告ですか、環境基本計画の年次報告であるとか、そういうものは

年に２回とか、そういうのを重ねていますわね。ですから、私も、これはどう

なってしまったのか、もう終わったのかなと一瞬思っていました。今回、こう

いうことで10月に連絡が来て、急遽やることになったというので驚いた次第で、

会長にまだやっているんですかと申し上げて、でも、区民の皆さんが期待をし

て、審議会に出てこられて、いろんな意見をお持ちになっているというのはや

っぱりあると思うんですね。そういう思いは事務局は受けとめていかないとい

けないし、この審議会というのは、ある意味で合意形成の場でもあるわけです

ね。区民を含めて合意形成の場として、やっぱり１年と10カ月を棚上げしたと

いうのは、やっぱりそれはちょっと問題があるかなと思います。 

 

○大沼会長 

 山岸さんのご意見は皆さんが共有することだと思いますよ。今後、こういっ

たことがないように、ぜひ申し送りをしたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

○五味委員 

 私も本当にもう前のことを忘れてしまったので、いきなりもう今月いっぱい

で、と言われて。今月いっぱいなのはいいのですけど、今月いっぱいにやらな

ければならないことは、今までの過程を踏んで、せっかく審議したわけですか

ら、それをここの中にいれて、今月いっぱいで結論を出す。 
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○大沼会長 

 結論というのは我々が出す必要はないですね。 

 

○五味委員 

 入ってないとまずいですよね、ここの中に。たたき台が考えてあるんですよ。

これはどういう過程でこういうのができたかわかりませんけれども、そのあた

りが、せっかくみんな、委員さんがいますから、その人たちがみんな、過去の

過程を、審議の過程というのをみんな把握しているかどうかということで、こ

の委員会が成立するんですよね。 

 

○大沼会長 

 この地球温暖化防止条例についてはきょうが初めてなんですね。いわゆる中

野区の案として我々が見るのはきょうが初めてですので、そういったことも含

めて、尐しレクチャー的なことも含めて、横山さんから説明をいただきたいと

思います。 

 

○五味委員 

 初めてとしたら、今までの審議したものは、どの程度この中に盛り込むのか

を。 

 

○大沼会長 

 それも含めましてご説明をいただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 それでは、大変皆様にご迷惑をおかけしたような運営の仕方であった点、改

めまして大変反省をいたしまして、委員各位からご指摘がありました、こうい

ったことが二度とないように、申し送りも含めて、今後、対忚してまいりたい

というふうに思ってございます。本当に申しわけございませんでした。 

では、改めまして資料の説明をさせていただきたいと思います。 

 

資料説明 

 

 今後の取り組みですけれども、きょうお示ししましたこのたたき台に、きょ

う審議会の皆様からご意見をいただいたものも加味いたしまして、盛り込むべ

き事項として取りまとめたいと思ってございます。これをできましたら第４回

定例会、12月に開催されます議会に報告をしたいと考えてございます。またそ

こで議会からもご意見をいただき、その後、区民との意見交換会を、いわゆる

パブコメ条例に基づいて実施してまいりたいと思ってございます。区民の方々

の意見交換会あるいは事業者団体さんとの意見交換会も予定しておりますが、
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ご意見をちょうだいした後に条例の骨子にまとめまして、できましたら、第１

回定例会、来年の３月の議会に骨子をお諮りをしたいと思ってございます。ま

たそこで議会でご意見等をいただいた後にパブリックコメントに付して、また

区民の方々からもご意見をいただきたいと。そして条例案として成案を図りま

して、議会に、早ければ第２回定例会、６月議会にお諮りをしたいなというふ

うに思ってございます。 

 ただ、お諮りをして、仮に議決をいただいた後も、直ちに施行ではなくて、

約半年間ぐらいの周知期間、ＰＲ期間というものを設けたいと思ってございま

す。その間にも区民の方々や関連業界の方々、事業所さんなどとも意見交換を

したり、具体的な取り組みについていろいろ進めてまいりたい、そんな時間を

半年ほどは設けたいと思ってございます。こんなスケジュールで進めてまいり

たいと思ってございます。 

 

○大沼会長 

 以上、事務局から条例制定に向けた考え方のたたき台について説明をいただ

きました。 

 きょうは、この資料や説明というのをもとにして、この条例の考え方につい

て、皆さんの意見というのをお聞きしたいということが目的でございます。非

常に多岐にわたっておりますので、資料の１、これをまず手元に置いていただ

きまして、ご意見あるいは質問というものをこれから出していただきたいと思

いますけれども、全体にわたってばらばらにするのではなくて、順序に沿って

やっていきたいと思います。 

 まず、条例制定の趣旨についていかがですか。 

 

○須藤委員 

 この条例制定の趣旨ですが、条例になったときには原文に当たる部分になる

かと思うのですが、先ほどお話の中で、ほかの自治体を参考にしながら、中野

区独自のものをというようなお話があったと思います。その中で、ここの部分

ですが、この説明の文の中では、業務部門と家庭部門から77％が排出されてい

ると記載されています。業務部門と家庭部門を足してしまっているんですよね。

ところが、ここにあるのがなかのエコチャレンジです。これは区内の小・中学

校に行く資料です。それを見ると、2005年度の資料なので、ちょっと数字が尐

し変わってきていると思うのですが、その中で、全国の部門別CO2の排出量の

割合が、全国だと産業部門が35%、中野区は3.9%、民生の家庭部門が全国だと

13.5%、中野区の場合は48.0%、民生の業務部門が、全国だと18.4%、中野区だ

と25.4%と、そういう構成比、77%という数字に近いと思うのですけど、そう

いう構成比なんですね。その構成比がすごく中野区の特徴を表しています。で

すから、先ほど中野区には中小企業しかないというご意見で、中小企業も大事

なんですけれども、中小企業の倍ほど排出量のある家庭部門のことをもっとこ

の中で議論していく必要があるのじゃないかと思います。 
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 この家庭部門と業務部門の数値のことだって、あと一行ぐらいもう尐し足せ

ば、それに組み込めると思いますので、それを組み込んでいただいた上で、民

生部門でどういった形で、家庭の中でこの取り組みを入れていくかになります

と、今度は全然案が違って、書いてないですけど、環境教育とか環境学習を推

進する、もしくは、これと、この「中野区の環境」という平成19年版がありま

す。この中で人材の育成というのがあります。重点事項で、環境を考え行動す

る人づくりに取り組みますというのがあります。こういった人材づくりが必要

です。それから行動を幾らいいシステムや物をつくっても、ソフトの中でやろ

うという気持ちが出てこないと、何ともならないと思います。やろうという気

持ちを出してもらうために、環境教育や環境学習の手法で区民、それから事業

者、学校に対して伝えていく必要があると思います。 

 私も、今回せっかくの機会だったので、ほかのところの条例を幾つか見てき

たんですね。そうすると、やはり環境教育の重要性というようなことを持って

いらっしゃる、入れているところが結構あるんですよ。何で中野区の場合は民

生部門が、こんなに家庭部門が多いのにそれがないのか不思議で、ぜひこれを

入れていただきたいと思います。 

 

○大沼会長 

 つまり、中野区は家庭部門の排出比率というのは非常に高いために、それに

ついて重点的に取り組む必要があるということを明記していただきたいという

ことですね。その具体的な対策についての方向性というものも入れてほしいと

いうことだと。これについて何かご意見はございますか。 

 

○鳥羽委員 

 区の責務として、その他の普及啓発ということをお考えなのだということは、

わかります。今の須藤さんのご意見はわかりましたけども、この条例制定の趣

旨についてですけれども、「建築物に係る施策を重点的に強化していく必要が

ある」とありますが、それでどうなるんだというところがちょっと何か弱いと

思います。これは地球温暖化の話でしょうから、中野区単独で言えることでは

ない事と思いますが、区民、国民にとって、だからどう変わるのだというとこ

ら辺が何かないと。趣旨意味が見えづらいなという感じがしたんですよね。  

 

○大沼会長 

 わかりました。この点の趣旨ですね。 

 ほかに何かございませんか。違った点で何かお気づきのところ。 

 

○須藤委員 

 今おっしゃったところの建築物からの排出量が大半を占めているというのは、

この大半を占めているといきなり出てきても、私は今までそういうふうに思っ

ていなかったので、根拠を例えば数値的に、中野区の場合、特別にそういう根
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拠があるのだったら、ここで出していただいたほうが説得力があるというか、

わかりやすいのじゃないかと思います。 

 

○大沼会長 

 だから、建築物を、施策というのを重点的にやる必要があるんだということ

ですね。 

 これの数字を入れるというのはどうですか。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 特に問題はありません。 

 

○大沼会長 

 せっかくこうやって、委員のほうで説得力のあるものをつくりたいというこ

とですので、ぜひ入れていただいて、中野区のこの策定の特徴というのを引き

出していただきたいと、このように思います。 

 ほかに何かございますか。 

 

○山岸委員 

 最初の説明、たしか、これは主に業務部門と家庭だったら、その建物と設備

とおっしゃったんですね。自動車は余り影響ないというようなことをおっしゃ

いませんでしたか。だから自動車、輸送機器の排出ガスやなにかについては、

ここに入っていないというようなことをおっしゃっていたと思うのですけれど

も、やっぱりそれも大きな要素じゃないかと思うんですね。 

 

○大沼会長 

 運輸部門ですね。 

 

○山岸委員 

 そうそう、運輸というか、輸送関係も。これは建物だけでしょう。建物、設

備でしょう、今度は。設備の中には建設、設備だからね。要するに、そういう

輸送用の設備というのには入ってないと思って。 

 

○大沼会長 

 交通とかですね。 

 

○山岸委員 

 そうです。 

 

○大沼会長 

 今回の案としては、家庭部門と業務部門というものを重点的にやった。それ
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から、交通部門といいますか、運輸部門、そういったものは除外した理由とい

うのはどういったところにあるんでしょうか。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 運輸部門が18%という数値の関係などもあったのですけれども、重点的なと

ころをしっかり示したいと思いまして、かなり割愛をさせていただいてしまっ

ているところはございました。恐縮でございます。 

 

○田中委員 

 全体に係ることなので、今、発言しておいたほうがいいかなと思いますが、

条例のつくり方として、温暖化計画を位置づけるのかどうかということですね。

ですから、施策の計画的推進ということになると趣旨でいいわけですね。そう

いうものをこの中野区条例にうたうかどうか、これが一つあるかなと思います。 

 それから、二つ目は、削減策、いわゆる緩和策ということです。CO2削減の

ほうが中心ですが、いわゆる適用という温暖化の影響をいかに回避し、あるい

は低減していくかという、そういう取り組みをこの条例趣旨に盛り込むかどう

か。 

 つい最近、京都市が全国に先駆けて2004年12月に条例制定をして、条例では

３年ごとに見直すというのだけど、実際には６年たって2010年10月に新しい条

例を制定したんですね。そこには、実は前文の中にそういう考え方が盛り込ま

れていたんですね。ですから、区がもし前文もつけるとしたら、何かそういう

ものがあったほうがいいのではないか。そうしたときに、具体的にどういう施

策なり対忚策を盛り込むのかということも含めて、ちょっと検討しておく必要

があるのではないかと。 

 それから、三つ目は、先ほど須藤さんがおっしゃられたように、今、山岸さ

んがおっしゃっている、建築物はもちろん重要な排出源の一つだと思いますが、

交通もさること、そして人材というか普及啓発という、先ほどもちょっとおっ

しゃいましたけど、やっぱり環境学習というのは、これは区民を対象とすると

き、つまり、建物だけではなくて、その区民の行動にかかわるところから減ら

していくという趣旨だろうと思いますので、そういう環境学習とか意識啓発と

いうのは重要な課題と思っています。 

 

○大沼会長 

 ありがとうございました。今おっしゃられた最初の環境計画ですね、実際に

制定する。 

 

○田中委員 

 そうですね。温暖化計画のようなのはつくるかどうかということになります

ので。 
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○大沼会長 

 アダプテーション（適忚）まで含めるかどうか。これはかなり広がってくる

ということになります。 

 ３点目は、これは中野区ではもう取り組んでいますが、環境教育だとか、普

及啓発ということをきちんと盛り込むかどうかということ。この辺はどうです

か。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 まず、最後の３点目の人材育成あるいは普及啓発、環境学習という部分につ

いてなんですけども、これは本当に重要な話だと思ってございます。須藤委員

もやっていただいている環境アドバイザーというようなことを、環境基本計画

にのっとって、これまで養成をしてきたという形でご活躍をいただいているの

ですけれども、さまざまこういったアドバイザーさんが派遣で行っていただけ

るような場面も必要かと思ってございます。特にこの普及啓発のあり方として、

これまで、どちらかというと、一般的に温暖化の問題ですとか、省エネにこう

取り組むといいですよという例示を、講座ですとか、講演会でお示しする、あ

るいはパンフレットにして配るというやり方が比較的多かったのですけれども、

今回、なかのエコポイント制度をつくるですとか、排出権取引の支援策をつく

るというような、もし具体的な仕組みや制度ができれば、この制度のＰＲ、制

度をどうぞご利用くださいというＰＲとあわせて、温暖化というのはこういう

ことだと。あるいは、エコポイントの対象になるものはこういうものがあると。

エコポイントの交換となるエコグッズ、エコバッグがついているエコマークっ

てこんなにいっぱいあります、こんなこともできますというようなことを、区

民の方や区内の商店の方なんかとも、ＰＲというのでしょうか、一緒に発見を

していくというような、そういう普及啓発の仕方とこの制度と絡めて普及啓発

をしていくということが、より効果的かなと思っているところでございます。 

 

○須藤委員 

 今おっしゃるとおりで、物とシステムというのはこれでできると思うのです

けど、それへソフトを入れていかないと、全然しようがないという話なんです

ね。今、京都市の条例の話が出ましたけど、これ、私も京都市の条例をプリン

トアウトして、自分の興味あるところだけ持ってきたのですけど、この中の参

考にしていただきたいのが、10条の12番、13番、14番、このあたりに環境教育

のこととか、活動を促進された、そういったものの情報の提供とか、人材の育

成とか、そのあたりが盛り込まれていますので、ぜひ中野区の条例にも盛り込

んでいただきたいなと思います。 

 

○大沼会長 

 それでは、先に進ませていただきたいと思います。 

 Ⅱにつきまして、まず１（目的）と、それから２（区の責務）について、最
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初にご意見をいただきたいと思います。これはいかがでしょうか。 

 

○田中委員 

 先ほどの続きになるのですが、この区の役割の中に、先ほど言ったような、

その計画的推進ということで、温暖化計画を位置づけるかどうかがあると思う

んですね。その温対法の中で、たしか地方自治体実行計画というのは、中野区

は義務になりますよね。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 区域計画につきましては、この環境基本計画をもって立てさせていただいて

おりまして、区の実行計画、一事業者としての実行計画も、所管は違いますが

策定して、その後更新がされていないところがございますが、一忚つくったと

いう経緯はございます。 

 

○田中委員 

 そうですか。そうすると、区の環境基本計画が温暖化対策推進法でいう地域

推進計画になっていると。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 はい。こちらに充ててございます。 

 

○田中委員 

 せっかく温暖化条例をつくるので、温暖化条例の柱として温暖化対策地域推

進計画、それを位置づけるというのは有力な選択であると思います。そうする

と、環境基本条例と環境基本計画は取り合いになりますが、一度整理をして、

こちらに位置づけるということも、ちょっと工夫なさっていただけないでしょ

うか。 

 

○大沼会長 

 そういったことも、ぜひ考慮していただきたいと思います。 

 これに何かございますか。 

 

○須藤委員 

 区の責務の中で、具体的な措置と、それから区自らの取り組みと、両方にＩ

ＳＯの言葉が出てきているのですけれども、特にＩＳＯでなくても、環境マネ

ジメントシステムは幾つもありますので、単純に環境マネジメントシステムと

いうふうに表現なさったほうがいいのじゃないかなと思います。 

 

○大沼会長 

 おっしゃるとおりだと思います。 
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○山岸委員 

 さっき、田中先生が言ったことと関連があるのかもわからないけれど、後か

ら思ったのですけれど、これはやっぱり低炭素化を一忚目指しているんですよ

ね。その数字的な目標というのをばんというか、中野区、ここまで１年半も

延々と考えていたので、どうせここまできたら、世界に冠たるとは言わないけ

ど、ほかの条例を乗り越えるような意味で、そういう削減計画、数字的な数字

をもっと出したらどうかと思うんです。鳩山さんが25%ということを宣言した

わけだから、国はそこでやるのだから、中野区がやっても僕はおかしくないと

思います。 

 

○大沼会長 

 数値目標を入れるかどうかというのは、どういった議論がありましたか。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 先ほど五味委員からも過去の議論の経緯と言われたにもかかわらず触れるの

を忘れてしまいましたが、削減目標について、１回目、２回目でご意見をいた

だいてございます。目標をはっきりさせることは非常にメリットがあるのでは

ないかということが、１回目、２回目にも出されてございました。ただ、国や

都の数値目標、これとのリンクをしっかり考えてもらいたいというようなご意

見もございました。やはり目標があったほうが努力しやすいのではないかとい

うようなご意見もございました。逆に、あまり厳しい目標はどうかという心配

のお声もなくはありませんでした。 

 

○山岸委員 

 そっちのほうが多かったです。やめたいという。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 この環境基本計画は平成20年度に改定しておりますが、ここに数値目標とし

て削減目標が入ってございます。これが一忚10年間、29年度までの10年間の計

画になっておりますが、これの改定は５年ぐらいすればされていくと思います。

やはりそこで数値目標というのは変えていったほうが、その時宜や状況に合わ

せられるのではないかという思いがございます。 

 それともう一つ、実は趣旨のところでも触れました10か年計画の第２次とい

うのが改定されていまして、これの後にこちらができたものですから、さらに

前のよりもうちょっと削減目標を高く設定をしてございます。こういった形で、

こちらも３年ごとぐらいに見直しがされる予定でございます。どちらかという

と、条例ですとある程度恒久的なスパンで考えたほうがいいかなと。条例はそ

れほど毎回、毎回、改正するものでもございませんので。それに基づいてこの

計画をつくりますので、こちらの計画で改定していってはどうかと。こちらの
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基本計画の改定も、やはりこういった審議会に諮りましたし、パブコメ条例に

基づくパブコメの手続を踏みました。10か年計画も同じようにパブコメの手続

を踏んでいるという経過がございますので、それでよろしいのかなと考えてお

ります。 

 

○山岸委員 

 どっちが実効性が高いかでね。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 それもあります。厳しいのは当然、条例でしょう。 

 

○大沼会長 

 先ほど、例えば建築でどれぐらいCO2が削減できるかということをお示しに

なったと思うんですね。建築を、例えば基準にそってやればいくら削減できる、

ということで、非常に計算しやすいような形にはなっていると思います。 

 

○山岸委員 

 そうですね。 

 

○大沼会長 

 ただ、目標を決めるということについては、私もいいかなとは思いますけれ

ども、今ここで、何か野心的なものにするか、実質的な実行可能なものだけに

やるかというのでは、議論というのがあると思います。できるだけ削減という

のを進めいただきたいというふうに思います。 

 

○五味委員 

 僕は途中で、ちょっと２回目はいなかったのか、かなりジャンプしまして、

きょう、やっと思い出したのですけど、最初のころは余り建物のことはわから

ない。環境基本計画のほうが印象が、緑だとかあんなのも載っていますので、

これを本来はそのたたき台にして、ほとんどが建築物になってしまった。ここ

はどういうクリアするか。今までの、区民の意識とすれば、基本計画を見てい

る人がいるわけですけども、これを見ますと、確かに建築物の断熱効果という

のはものすごく莫大であるということがだんだんわかってきたわけですよね、

最近、この１～２年ぐらいで。この条例を見ると、建築に限ったような書き方

いてあるじゃないですか。これでいいと思います、建築で。私も毎日設計して

いますけど、エコポイントがかなりいいんですよ。建築費はものすごく上がっ

てしまうんです。それで今、現実に例えば設計するという段階、実際にこれで

やりますと、大体１割ぐらい高くなってしまいます、工事費がね。だから、ポ

イントはアップしますよね。だけど、実際に１割高くなるなら、もうやめてし

まえということがあるものですから、その辺の誘導ですか、建物というのはこ
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ういうものがあるということをもうちょっと強調したほうがよいです。文章に

書けないかなと。絵があったでしょう、先ほど。これ、いきなり絵だと、これ

はちょっと一般の人はよくわからない。これを、もうちょっと簡略化した絵解

きでもいいから、何かあったほうがいいのじゃないかと。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 そうですね。説明をもうちょっとわかりやすく、イメージがわくようにとい

うことですね。 

 

○須藤委員 

 今、建築物の話も出ているのですけど、今は経済状況も悪いせいもあるのか、

新規の建築物ってすごく落ち込んでいますよね。この落ち込んでいる時期に建

築物のことをあまり云々されても、実効性のない内容になってしまうのではな

いかと思いますが。これを読んでも、じゃあ、うち、これを直そうかしらとい

う人はなかなかいらっしゃらない。効果は余り出てこないのではないかと。や

れたら効果が出るかもしれないのに、実効性のないものじゃないかというよう

に私は考えます。 

 

○大沼会長 

 次はエコポイントから議論していただきますが、エコポイントは別に建築だ

けに限ったものではなく、家庭の努力というのを誘発するものです。どうです

か、そこで議論をしていただいたほうが良いかと思いますが。 

 

○荻原委員 

 CO2排出比率の高い家庭部門の削減の決め手となる策として、エコポイント

という仕組みを考えるのであれば、建築物など初期投資にかかる費用の補助に

振り向けた方が、よりダイレクトな働きかけとなり、効果的であると思います。

しかしこの案では、ポイントの付与がエコグッズなり商品券といった形で、広

く薄く提供することになっていて、それではCO2削減の成果が単に消費に回る

だけになってしまい、それが支援策といえるのか疑問に思います。中野区には

補助金制度がありませんが、このエコポイントによって高効率設備を導入した

ところに補助金と同等ぐらいのものが返ってくるというのであれば、新築時導

入へのインセンティブになると思います。商品券という形でただ広く薄く啓蒙

活動するよりは、そういう設備なり住宅性能なり省エネ化の努力義務の１番、

２番のところに係るようなものへ働きかけていく制度にするのがいいのではな

いかと感じました。 

 

○大沼会長 

 住宅に対して補助金のようなものを、ということですね。 
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○荻原委員 

 そうです。先ほどの絵を見せていただくと、この努力義務の支援策の一番重

要なものがエコポイントなんですね。それが商品券なのでは、果たしてそれが

有効な支援策になるのかが疑問です。 

 

○大沼会長 

 CO2１キログラムが何ポイントというのはまだＸポイントで、クエスチョン

マークがついているんですね。この額を調整することで、ささやかなのか、結

構ビッグなのか、いろいろ変化が出るのではないかと思うのですが。 

 

○荻原委員 

 この交換メニューには、区内共通券とエコグッズとあったものですから、か

なりささやかなものになるのではという懸念を持ちました。むしろ逆に、CO2

削減効果がはっきりと出るものに、厚く尐なく提供したほうがいいのではない

かと思いますが。 

 

○大沼会長 

 非常に重要な点です。家庭に対してどうやって削減というのを実現させるか

ということですね。このエコポイントも含めて、家庭に対する施策というもの

に対する意見というのはございますか。 

 

○生沼委員 

 実は、他の行政さんは、省エネ機器を導入したときに行政さんから補助が出

るような仕組みをつくっていらして、中野区さんもぜひ、例えばエコジョーズ

なり、エコキュートなりを普及させるために補助金を、というお話を何度かさ

せていただいているのですけど、区長さんの方針で、個人の資産形成に資する

ものについては、区の財源を投入することはできないという基本的な考え方が

あって、やむなく、このエコポイントの形になっているようです。 

 

○田中委員 

 太陽光発電も補助していないのか。それはいいことかもしれないね。いいこ

とか、悪いことか、わかりませんが。今のお話のように、本当は省エネ機器の

ほうに補助をしたほうが効果があるように、私自身は思いますけどね。  

 

○環境と暮らし担当副参事 

 今、生沼委員から話を振っていただいたので補足をいたしますが、区長は確

かに議会答弁などでも、個人の資産形成に対しての補助的なものというのは避

けたいという答弁をさせていただいております。例えば耐震補強工事、これに

も区は補助をしてございません。もちろん災害時に倒壊しては困る、緊急車両

が通行しなければいけないような道路、そこだけは何かするというのは考えて
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いますけれども、一般的な補助はしておりません。それと単純比較はできない

のですけれども、例えば200万、数百万する太陽光発電や、エネファーム、エ

コキュートといったような設備に対して、インセンティブ、動機づけになるた

めに国や都は10万、30万と補助しているわけですが、区が補助してしまうとな

かなか整合性がとれないかなと。耐震補強ですらやっていないというのがござ

いまして。なので、設備に対するイニシャルコスト、初期投資に対する補助で

はなくて、だれでも同じくCO2を削減すれば、例えば冷蔵庫だけCO2を尐なく

するだけでもいいのですけれども、同じCO2１キロには同じポイントがいくと。

このほうが、お金がかかる場合、かからなくても、公平にいくのではないかと

いう考え方、コンセプトで今回のエコポイントは設計をさせていただいたとい

うことです。 

 ちなみに、太陽光発電３キロワットぐらいのものを中野区で設置すると、１

年間で1,000キログラムぐらいのCO2が減らせます。１キログラムに、例えば50

ポイント、１ポイント１円として50円とすると、５万円となるわけですね。 

 それから、各ご家庭の電気とか冷暖房の温度調整など20項目ぐらいあるのを

半分ぐらいやっていただくと、半分取り組んでいただいたとして180キログラ

ムぐらい、年間で減らせる。200キログラムとすると１万円というような形で

ございます。それというのは、例えばエアコン、冷暖房を28度、20度にすると

か、冷蔵庫に詰め過ぎないとか、蛍光灯を蛍光ランプに変えるとか、入浴は間

隔をあけずに入るとかというような、そういういわゆる省エネ行動の例示が20

ぐらい、ざっとあるのですけど、その半分ぐらいをやっていただくと、200キ

ログラムぐらいは年間で一般のご家庭で減らせると。そこに50ポイント出すと

１万ポイントぐらいにはなるよ、という試算をしてございます。ただ、これは

予算の関係や、ほかのポイントの関係があるので、まだ確定はしていないので

すけど、イメージを持っていただくための数字でございます。 

 

○大沼会長 

 今お聞きすると、エコポイントでも随分かせげるというか、かなりインセン

ティブになるということです。だから、エコポイントというのはそんなさびし

いものではないと思います。このエコポイントについて、何かほかに意見はご

ざいませんか。 

 

○田中委員 

 そうしましたら、この省エネ行動を区民に普及するということだと思います

ので、この省エネの診断といいますか、家庭診断のようなものをぜひ同時にや

ってみたらどうでしょうか。中小企業向けには省エネ診断というのをやるとい

うことでしたので。先ほど環境アドバイザーのような方々にご協力いただいて、

従来型のいわゆる講演形式の普及啓発から、もう尐しアクション型というか、

行動型の普及啓発へ変えていくということでしたので、ぜひ、そのエコポイン

トの普及とあわせて、省エネ診断、家庭診断のようなことをやって、あるいは
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住宅診断というのを並走することで、動機づけと、その仕組みをわかりやすく

ＰＲするというのはどうでしょうか。 

 

○大沼会長 

 それはどこかでやっているところはありますね。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 今、東京都さんがコープさんなどと一緒になってやってございます。ただ、

幾つか指定した区域だけでやっています。 

 

○田中委員 

 やっぱり条例があるところは進んでいまして、京都のほうではＮＰＯのよう

な協力を得て、具体的に家庭から持ってきてもらって、この点が尐しあれです

よとか、このぐらい減りますとか、具体的な削減量や削減するためのアドバイ

スをしています。そういった人材を育てたり、出前窓口を作るなどしてみては

どうでしょう。 

 

○大沼会長 

 大変いいお考えだと思いますね。ぜひそういったことも取り入れられていた

だければと思います。 

 ほかにございませんか、このエコポイントについて。 

 

○鳥羽委員 

 私が建築物に係る施策を重点的に強化してどうなるのだというお話をしたの

は、田中先生がおっしゃったような、温暖化計画ということを具体的に盛り込

んだほうが説得力があるのではないかという意味で私は話したものですけれど

も。その辺はご理解していただきたいのですけど。 

 我々、みどりの事業者代表としましては、樹木はCO2の吸収源という認識も、

やっぱりどこかでコンセンサスをとれるような形で進んだほうがよいのかなと

も思っています。高さ５メートルの樹木で１年間に吸収できる量というのは、

１リットルのペットボトルで約4,500本分というのが我々の業界でのCO2吸収量

ですね。 

 

○大沼会長 

 成長過程で、ですか。 

 

○鳥羽委員 

 現在、高さ５メートルの樹木１本で、です。そのぐらいの吸収源なんですね。

ですから、エコポイントということで話を続けるとしますと、尐なくてもそう

いう吸収源の確保についても、何かしらのエコポイント的なものがご提案でき
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れば、さらに一歩進むのじゃないかなということも、我々の要望としては考え

ています。 

 

○大沼会長 

 そうですね。今の温暖化政策の中でも、森林吸収というのは非常に重要です。 

 

○鳥羽委員 

 今そういうようなことで叫ばれている時代でもあるのですけども、ますます

減尐していくというのが今の実態ではあろうかと思いますので。ですから、個

人のところで計量化するというのは、確かに。隣に東京電力の方がいらっしゃ

るから、電気の計量化というのは割合実務的に、至って合理的にできるのでし

ょうけども、そういう面では難しいなということは私も感じますけどもね。何

かそういうような仕掛けも持たせたほうがよかろうというふうに思いますね。  

 

○五味委員 

 関連しますけど、鳥羽さんもおっしゃったように、建物内ですけど、その建

物が、この地球温暖化というのは外壁だとか屋根の影響がかなりあるんですよ。

あれはここには書いてないけども、やっぱりそういう意識改革というか、区民

が、自分たちが、住んでいる人間がこういうことをやっているんだというふう

に、その環境には悪害があるという意識をみんなが持つような、要するに、導

入方法があるんです。いきなり建物にしてしまっているから、自分のところは

お金がかかったらどうかというぐらいで終わってしまうとしたら、そうじゃな

くて、建物があると、それが外気で太陽光がどの程度の反射するとか、それか

ら、どういうものがいいとか、具体的な何かあると思います。そういうのは全

部、それは建物だけをやっているんだけど、建物の外周である屋根だとか、壁

の影響ってかなりあると思うんです。その辺もちょっと入れたほうがいいと。  

 

○環境と暮らし担当副参事 

 言葉としては入っておりませんでしたが、遮熱塗料、断熱塗料、あるいはオ

バマ政権などでは屋根を白く塗れというようなことをやっているところもある

ようで、確かにそういったことも一つの取り組みかというように思っておりま

す。 

 

○五味委員 

 緑化、屋上緑化なんかね。 

 

○須藤委員 

 今、木のお話が出ましたが、中野区では保護樹木、保護樹林という形で、尐

しだけ補助が何か出ているみたいなんですけども、それではとてもじゃないけ

ど追いつかないというので、どんどん木を切られる方が多いんですね。だから、
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エコポイントも、その樹木とか樹林とかに対して出していただければ、出すよ

うなその仕組みをつくれば、もうちょっと緑の減り方が尐ないのじゃないかな

と思います。 

 

○大沼会長 

 いろいろと皆さん、本当に気づかないようなアイデアを出していただいて、

この時間は貴重だと思いますね。 

 ほかに何かございませんか。 

 

○田中委員 

 エコポイントは電気とガスが中心で、これは一番、計量化が、多分チェック

がしやすいということでしょう。確かに森林吸収も含めれば大変いいんですが、

なかなか計量が難しいということだと思います。ですから、何かの工夫で、疑

似的にでも取り組みを換算できると、とてもいいかなと思いますね。同時に、

一般ごみのようなものもできるかどうかということですね。家庭で取り組んだ

ごみの減量、例えばごみ袋の使用量が減った場合にはエコポイントを出します

と。ごみを減らすということは、暗に資源化しているということです。資源化

することが本当に削減になるのか、トータルで見たらどちらがよいのかという

のがありますが、尐なくとも燃やすごみは減らすことになりますので。そうい

うのも区民生活に非常に密着していますから、ごみの減量というのもポイント

になると。区民としては総合的にエコライフをやることがポイントになるし、

それはインセンティブになりますので、とてもいいんじゃないかと思います。 

 

○大沼会長 

 広い意味での循環型社会の要因ということで、最終的にそういったところを

目標にして、環境政策の発展というのを期待したいと思います。 

 

○小野委員 

 この具体的な措置の中の（仮称）排出権取引参加支援策、これをちょっと具

体的に教えていただきたいのですけど。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 それでは、資料２の３という、きょうお配りしたものも一緒にご覧いただけ

ますでしょうか。排出権取引参加支援策の検討というタイトルになっておりま

す。これは東京都の制度ですが、東京都が今、条例で大規模排出事業所には削

減義務を課しております。事務所系ですと8%減らせとなっておりますが、仮に

削減できなかった場合には、その排出権クレジット、ほかのところが減らした

分を買えと。自分が減らさなかったら有料で買いなさい、と、こういう制度が

ございます。東京都は１トン１万5,000円で、今、買い取っていると思いますけ

れども、そういう仕組みがございます。中小企業さん、中小事業所さんは、そ
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の義務がまずありません。ですが、もし大規模事業所の義務があるところが削

減しきれなかった場合、買取をしなきゃいけない排出権が足りなくなってしま

うのではないかという懸念もあって、義務が課せられていない中小事業所も頑

張って削減したら、その分、東京都が買い取りましょうと、こういうのがござ

います。もちろんその場合には、一つの建物でちゃんと報告書を出して、認定

機関の認定をもらって、これだけ減りました、設備更新をして減らしましたと

いうものでないと認められません。しかも、１トン以上減らさないと対象にな

りません。なので、その辺の宣伝・ＰＲをするだとか、先ほど田中委員からあ

りましたけれども、経営指南といいますか、省エネ指南、省エネアドバイス、

省エネ診断、そういったものをやって支援をさせていただくと。場合によって

は、その排出権取引で１トン減らして、売ることに参加できるかもしれないと

いうふうに考えてございます。 

 ちなみに、省エネ診断を無料で21年度から中野区は始めているのですが、区

内の事業所さん、そう大きくないところで１トンぐらい対策を打てば減らせる

事業所さんやお店もございました。そういった省エネ指導をやって初めてわか

ったのですけれども、そんなような形で見つけていけば、うまくすれば東京都

の制度に参加できて、１トン１万5,000円で売れるということになるのではない

かという研究をしたいというふうに思ってございます。 

 

○小野委員 

 ファンドの設置ありますよね、４番の。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 基金ですね。 

 

○小野委員 

 基金ですね。これの集め方、それからこれの使い方、この辺で、先ほどから

いろいろお話がありますけれども、重点的な施策といいますか、それのほうに

何かうまく使えるようなファンドができるんじゃないかなという気がちょっと

したものですから。 

 

○大沼会長 

 つまり、排出権取引で売ったお金をこれにうまく使えるのではないかという

ことですか。 

 

○小野委員 

 せっかくファンドというのを考えていらっしゃるのだから、もうちょっとこ

れをうまく集めることを考えられたらどうかなと思いました。 

 

○大沼会長 
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 どれぐらいの規模になるかわかりませんけども、そういったことも検討して

いただければと思います。 

 いろいろなご意見があると思うのですが、もう時間の関係がございまして、

このエコポイントについては、これでご意見を伺うのはおしまいといたしまし

て、次に、努力義務について、皆さんのご意見を伺いたいと思います。三つあ

ります。建築物の断熱性の向上、それから設備の省エネ化、それから環境物品

の選択ですね。先ほど申しました公共交通機関というのもありますけれども、

最初の三つについて、ご意見いかがでしょうか。 

 

○鳥羽委員 

 隣に五味先生が、専門家がいらっしゃるので、率直に伺いたいのだけれども、

建築って私は詳しくわかりませんけども、昔の建築、つまり、軒先が長くある

家屋は今はもうほとんどないような状況ですよね。ですから、昔の建築物その

ものというのは、非常に省エネ性能が悪かったということで決めつけていいの

か、ちょっと私はわからないところがありまして。むしろ風通しのいい家とい

うのは、夏場なんかは快適じゃないかと思いますが。都会では、今、求められ

ないかもしれませんけども。だから、断熱効果イコールそういうことなのかな

というのは、ちょっとはっきり腹に落ちないというのがありまして、その辺は

どうなのかなと思いましてね。確かに冷暖房を使うのだって、きっと断熱効果

はあるところなんでしょうね。その姿をどこまで条例として要求するべきもの

なのかというのが、ちょっとその辺がわからないところなんですね。  

 

○五味委員 

 最近の建築物というのは、かたいコンクリートだとか、それから断熱性がい

い。そのかわりに、内にこもったようなエネルギーというのは、それはどこか

へ排出したり、あるいはたまってしまうとかいうことがあると。やっぱりそれ

に対忚して、屋内の省エネというのを考えなければならないんです。だから、

外からくるエネルギーと、内から出るやつと、相反しますけども、そこを調整

するのが今の空調だとかいうものになってくるんです。昔の建物のほうが、日

本家屋なんかは最高です。こういう問題が起きる前の建物はいいわけです。そ

れをどうするかといったら、例えば二重のガラスにするとかありますが、かな

りの効果があるんです。二重ガラスにすると、下手したら日当たりだけでも暖

房が要らなくなるぐらいの効果がある。建物が、二重のガラスだったらどうだ

というのが足りないと思います。ここに絵がかいてあるけども、これを見ても

わからない。だから、普通なら、二重ガラスならどれだけ燃料が必要か、ある

いは必要ないとか、暖房は要らないとか。一重ガラスに比べてどうだというふ

うな、絵解きのそういうのは必要だと思うんですけれども。 

 

○山岸委員 

 私の個人的な体験で、私の家のリフォームなんですけど、うちは窓ガラスが
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三重なんですよ。有名な機密性が非常に高い家ということで、外断熱ではない

けども、内断熱で機密性が高くて、ほとんど暖房が要らないですね。それとあ

と、床暖房なんかは一切要らないと言われてやったけども、本当に要らないし、

それから夏でも１回冷やすと消えないですよ、冷房が。だから、割と夜中なん

かでも、そんな暑くて寝られないというケースが余りなくていいなと思うんだ

けど。お薦めしたいわけね。お薦めしたいけど、そういう、ここで言う場合、

努力義務として、どこのどういう建物はいいですよとかというのは書けないで

すね。だから、どういうふうにそれをこの条例として入れていくか、無理な話

だけども、いいことはわかっているんですよね。だけど、それはどうすればよ

いのかなと。個人的に聞かれれば、このデザインがいいよと紹介しようかと思

っていますけども、多分一般的に、これをこういう形で努力義務と言いながら

も、こうやってアピールして、どのくらいのみんながそういうことでやるか。

やっぱりお金もかかりますしね。三重窓だからすごい高いですよ、窓だけでも。 

 

○大沼会長 

 こういうのは建築の努力、いわばメーカーを紹介したりできますか。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 特定のメーカーさんとかいうところを紹介するのはむづかしいのですが、た

だ、こういうことをやっている業者さんがこれだけありますよ、区内工務店さ

んがこれだけありますよ、電気屋さんはこういうところがありますよというの

は、ご協力店という形で一覧にして、区のホームページで紹介するとか、一覧

のプリント物にしておくとかいう形でやりたいなという思いもございます。今、

山岸委員のご自宅のお話がありましたが、プライバシーの問題もあるでしょう

けども、体験者のお声とか、体験者の家の写真を撮らせてもらうとか、そんな

ふうにもしご協力いただけるのであれば、より身近に感じていただけるかなと

思います。 

 

○須藤委員 

 省エネ住宅というか、エコ住宅って二極化すると思うんですよね。機密性の

ある、こういった断熱性能をすごく機能させるような省エネ住宅と、それから

エコ住宅があるんですけども、天然住宅とか、あとリブランさんがやっている

ような風が通ったりとか、緑のカーテンだとか、木を植えて冷房を減らそうと

かというような、そういうことをフォローするような、提案のある家もあると

思うんです。だから、二極化すると思うので、省エネ性能だけをポイントをつ

けてもいけないのかなというのは一つ思います。天然住宅のようなものも、今、

存在しているということは、ちょっと入れておいたほうがいいのじゃないかな

と思います。 

 

○山岸委員 
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 それは家なんかも、例えばそういったものは機密性の高いから、空気の循環

がないわけです。だから、モーターを入れるんです。天井にモーターを入れて、

もう24時間じゅう動いているから。 

 

○大沼会長 

 ほかにここでお気づきの方は。 

 

○生沼委員 

 ２ページのところ、下から４行目の地域冷暖房など、建築物からのエネルギ

ー融通をと書いてあるのですが、地域冷暖房と、エネルギー融通は別ものなの

で、地域冷暖房や、と、並列で並べていただくような形にしたほうがよろしい

かと。表現の問題ですけども。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 失礼いたしました。ありがとうございます。 

 

○大沼会長 

 ほかに何かございませんか。 

 

○荻原委員 

 これは本当に細かい部分ですが、３ページのところ、CO2削減効果でエコキ

ュート20台とありますが、中野区の年間実績とすればこんなに尐ない台数では

ないと思うのですが。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 失礼いたしました。エコキュートの部分は実績ではございません。想定でご

ざいまして、すみません。 

 

○大沼会長 

 いろいろそういったところをご指摘いただいて、ありがとうございます。電

気を減らすということばかりで、余りおもしろくないかもしれませんけれども、

ぜひご協力を。 

 ほかに何かございますか。 

 

○鳥羽委員 

 大沼会長は経済の専門家だからお聞きしますが、こういう設備の省エネ化と

いうのは、これからは間違いなく進んでいくのでしょう。我が家のことを言え

ば、もうそのエコポイントどうこうに限らず、やっぱり電気量の消費量が下が

ることについては、やっぱり前向きになっていくのでしょうね。 
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○大沼会長 

 それは電気料金がどうなるかということと、環境税が入るとかになれば、や

はりみんなはやっておくと得だろうなと。そうなると思います。 

 

○鳥羽委員 

 そうでしょうね。ですから、ほうっておいてもなるよという話が、ここ10年

ぐらいにはあるのかなと。 

 

○大沼会長 

 どうなんでしょうね。やっぱり省エネにするよりも、もうちょっと広い部屋

にしたいとか、予算の制約の中でいろいろ考えるわけですよね。家を建てると

きには子供部屋がもう一つ欲しいとかですね。だから、これは区の政策だけで

は、やっぱり難しいというところがあると思いますよね。 

 

○鳥羽委員 

 条例化する必然性が、必ずしもないかもしれないということもありますよと

いうことになるのかなと。ちょっと私も素人だからわかりませんけども。  

 

○大沼会長 

 どうでしょうね。促進させる効果はかなりあるのではないかと思いますね。  

 

○鳥羽委員 

 今、東電さんがおっしゃったように、こんな数じゃないよということは、き

っと最近の傾向は促進されるのだろうなというのが実感としてあるのかと思う

のですが。 

 

○大沼会長 

 それから、私が一つ質問したいのは、例えば再生可能エネルギーの固定買取

制度というのはドイツでやっていますけれど、今の時点で機械を買った人と、

例えば５年後に買った人では、全然その買い取りの価格が違うんですね。同じ

時点であっても。つまり、もう尐し言うと、古い設備を買っておいた人のほう

が、早く買った人より高い利益が得られる形になっていて、だんだん新しくな

るとコストが安くなる。エコポイントとかそういったものも、例えば住宅を建

てる中で、長期的な中でエコポイントというのをインセンティブにして、住宅

性能を向上させようとするとき、長期的にやっぱり同じような利益というのを

得られ続けられるかどうかというのを考えないと。つまり、将来、例えば１キ

ロワット減らしても、もっとエコポイントも下がってしまうというと、全然や

っぱり違うのじゃないかなと。だから、住宅とかというときは、１年、２年の

スパンではなくて、10年、20年で考えますので、それに合ったインセンティブ

付与というのは必要なのではないかなとは思います。 
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○荻原委員 

 この制度設計では、その住宅を最初に建てたとき、その住宅性能が非常に高

まることによって電力なりガスなりの消費量が減って、エコポイントにつなが

るわけですけど、それは単年度だけですよね。初年度１回きりしかメリットが

なくて、それ以降は初年度と同じようにCO2削減された使い方をしていても、

それはエコポイントにはならないと。１回きりの単年しかもらえない制度でよ

いのかどうか。そこはどうなんでしょうか。 

 

○大沼会長 

 非常に短期的なものというのはどうか、ということですね。 

 

○荻原委員 

 そういう高い住宅性能に変えたり、省エネ設備を入れた方には、何かベース

ポイントになるようなもの、ボーナス・ポイント的なものを差し上げますよ式

なものを取り入れるのか、取り入れないのかによっても、ちょっと制度の思想

が変わるだろうと思います。 

 

○大沼会長 

 今のは、ベースラインを前年度にしますよね。そうじゃなくて、例えばベー

スラインを購入時点に決めてしまって、それを何年間か、そのベースラインを

もとに、減らした分について付与するというと、長期的に入ってくるという形

になると思うんですよね。しかも、早い時点で始めた場合には、より多くのポ

イントとなりますね。つまり、その省エネコストとの関係というのをうまく変

えてやることで、もう尐しきめ細かいインセンティブというのが付与できるの

じゃないかという気もするんですけども。 

 

○田中委員 

 今の話ですが、最初の買い替えインセンティブと、それから、ランニングの

インセンティブと、二段階あるということですよね。今、荻原さんは最初の買

い替えインセンティブを高くしたほうがいいのじゃないかという話なのですが、

他方で、それは、国や都が例えば太陽光発電をつけろというのをやっていると。

そこにゆだねて、むしろ区は、日々の生活で当区がどれだけ減らせますかとい

う、その日常生活の中での工夫を進めますと。そういう役割分担というのは、

十分設計していく中であり得ると思ったわけです。 

 先ほど区長は個人の資産には区は補助しないと、それはそれで一つの考え方

だと、見識だと思いますので。ですから、その場合、区民の皆さんが買い替え

した段階で、１年目は何もしなくてもこれだけエコポイントがつきますと。２

年目以降は努力するとどんどん減ってきますけど、最初の一時的にしかやらな

ければ、一時的な、つまり、導入時にしか補助を出さなければ、１回こっきり
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で終わってしまって、その後は皆さんは何もしなくなってしまうと。それでは

やっぱり長続きしないと。むしろ、日々ともかく積み上げていくことが大事だ

ということならば、そういう点で区のこの考え方は評価できると。日々という

のは、日常的にランニングで減らしていくことが大事なんですと。何もしなけ

ればもとへ戻ってしまいますよと、そういうことは確かに一つの工夫かなと思

いました。役割分担すると。 

 

○大沼会長 

 そうですね。それはおっしゃるとおりだと思います。 

 いろいろ話をすると、アイデアがどんどん出て、もう尐し時間があればと思

うのですけれども、非常に皆さん、気づかない点をいろいろご指摘いただいて、

ありがとうございます。 

 もうそろそろ時間ですので、残念ですけれども、最後の公共の電車、自動車

についてはスキップさせていただいて、基金ですね。基金や罰則などについて、

ちょっと意見をお聞きしたいのですけれど。 

 

○山岸委員 

 この罰則、非常に悩ましい議題なんですけど、これ、条例ですよね。条例と

いうと、やはり法律の一部であって、その決めたことを実効性あらしめるため

には、こういう法律みたいのには必ず罰則規定があるんです。だから条例とし

て、その実効性と強制力、何かある力を持たせようとすると、やっぱり罰則が

必要じゃないかと僕は思うんですけどね。そうじゃないと、みんな努力目標だ

とすると、ただかけ声、何かやりましょうということになってしまうので。も

ちろんインセンティブがあれば、その動機づけにはなるのですけど、本当に大

きな目標を達成するためには、これをできるかどうかということで、罰則とい

うと、業者のほうに負担がかかるということもあるので、ちょっと悩ましく、

簡単にはなかなか言いにくいですけど、ちょっとそれを考えたいんですけどね。

排出権取引があるのですから、僕はそれがあってもいいのじゃないかなと思う

んですけどね。達成できない人は売買することによって、促進されるでしょう。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 義務づけられているのが大規模事業所だけなんですね。区内ですと、ビル、

建物自体はせいぜい10か、９ぐらいしかないんです。 

 

○山岸委員 

 ほかの条例なんかは、みんなそうですか。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 努力義務という条例の決め方に対して、罰則というのはまずないんですね。

一般的には、完全に義務化した場合、義務の不達成に対してはありますが。 
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○山岸委員 

 もちろんそうです。条例の中には、その努力義務と、それから義務づけたも

のとか、普通はまじっていますよね。 

 

○田中委員 

 私は、この罰則というのはないほうがいいのじゃないかと思います。ないほ

うがいいというのは、体系のつくり方からいっても、さきほどのお話のように

努力義務が中心ですね、事業者には。ですから、むしろ表彰制度とか、名前の

公表、優秀事例とか、そういうものを積極的に公表することで、事業者の努力

を後押ししていくと。そういうものを進める。つまり、あめとむちで言えば、

あめのほうでいくと。これは義務が常にかかっている条例であれば、規制条例

であれば、確かに罰則は必要ですけど、基本的には努力義務を促していくので

あれば、それしかないでしょうか。 

京都市の条例は、例えば削減計画というのをつくるのを実は義務にしている

んですね、事業者に。それを出さないと、名前の公表とか、一種の社会的ペナ

ルティーを与えるというふうにはなっています。ですから、それはつくり方で

す。 

 

○大沼会長 

 まじめに努力するようなシステムのほうが、余り強制的に何か与えるよりも、

恐らくよいかと。そういった形での対策がよいのではないかと思います。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 先ほど山岸委員からも、ちょっとご発言があったときに、こんな形で区でホ

ームページに紹介したらどうかというお話をさせていただいたのですが、ここ

では非協力的な業者の公表となっていますが、先ほどの説明でも協力的な業者

を公表というようなことをお話ししたのですけれども、むしろそういうふうに

していったらどうかなと考えています。例えばこの条例にご協力をいただける、

業界団体さん、ハウスメーカーでも構いませんし、工務店さん、業界さんでも

結構なんですけども、そことご協力をいただけるというお約束をいただいたり、

区との協定、お約束みたいな宣言的なことをやった場合には、中野区にご協力

いただいている業界さんです、団体さんですというふうなＰＲのさせていただ

き方もよろしいのではないかなと。そうやって一つ一つ増やしていきたいなと

も考えております。まだちょっと副参事案でしかないのですけれども、そんな

思いもございます。 

 

○大沼会長 

 あまり罰則をきつくするよりも、ということで、そういった合意形成という

ことでよろしいですね。 
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○田中委員 

 それから、もし、罰則ではなくて、もっと緩やかに何か促したいとすれば、

確かに今の話にあった協定制度というのは一つの手法ではあるんですね。1,500

キロリットル以上の事業者は区内に８社か９社あるわけです。それは東京都の

条例規制の対象なので、強い義務がかかるわけですね。すると、区として、そ

の半分の750キロリットルから1,500までは何社かありましたか、10社か15社か

あるとすれば、そこと区は協定を結んで、できるだけ率先して取り組んでもら

う。そういうのを個々に働きかけると。その上で、その優秀例については名前

を公表させていただくと。そんなことは十分あり得ると。確かに、一つの事業

者に取り組んでもらうことで、何世帯分もぱぱっと削減量もはかどりますので、

そういう点から、事業者の皆さん、10大量排出事業者ということで、そういう

方に何かご協力していただくということを考えてもいいのじゃないかと思いま

す。 

 

○森委員 

 私は小学校ＰＴＡ連合会から来ているのですけど、子供たちの保護者の立場

からしまして、今、エコポイント制度ですとか、環境教育とか、今、すごくエ

コは時代の最先端なので、夏休みの自由研究に結構取り組む子供たちも多いん

ですね。やっぱりそういう子供たちは必ずホームページを今は見ますから、そ

こに非協力的な事業者を公表された場合、校区内にそういう業者がいたりする

と、余りよくないのではないかなと。環境教育という、子供たちへの環境教育

という点からしても、非協力的な事業者を公表するよりも、協力的な事業者を

公表していただきたいということと、エコポイントについては、本当に家庭で

やっぱり取り組むのが一番最先端かなと思いますので、お母さんたちが一番わ

かりやすいような形で取り組んでいただければいいかと思います。もうちょっ

と何となくポイントの付与方法がわかりやすくならないかなとは思いますが。

具体的にどうしてくれとは、ちょっとまとまっていないですけども。 

 

○須藤委員 

 今、４番と６番と言われて、この紙を見ているのですけども、地球温暖化防

止促進会議というのが記載されています。今、皆さんご存じのなかの地球温暖

化対策地域協議会ですか、これがもう全くストップしていますよね。１月31日

に発足して以来、全くストップしている状況で、私が３月の時点に聞いたとき

には、６月には行動計画みたいなのを出すから、それをたたき台にして何かや

りましょうという話だったんです。それを６月ごろまでにです。しかも、この

11月27日にまたエコフェアがあるのですけど、そのエコフェアも協議会主催じ

ゃなくて、中野区の主催です。区内のそういう活動は、今までは環境まつりと

いう名称で活動団体が実行委員会形式でやれていたので、私たちの環境団体と

か、そういった団体の人たちが自分たちのこととして、環境のイベントをやれ
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たんです。それが今はそういうことができない状態になるということは、すご

く私はとんでもない話だなと思っています。そういう状況なのに、この上促進

会議をつくろうというのは、どのような趣旨かわからないですね。 

 もう一つお願いしたいのは、ここで、埼玉県の条例があるのですが、温暖化

対策条例ですが、埼玉県は、温暖化対策地域協議会が財団法人かなにかになっ

て、区から離れた状態で独立して進んでいるんですね。ここの埼玉県の条例の

10条、11条が今ここにあるのですけれども、このあたり、10条だと地球温暖化

防止に関する学習の振興、そして、11条だと地球温暖化対策の推進体制、推進

体制の中に県が環境保全団体などの活動が円滑に実施できるように努めていく

とか、埼玉県地球温暖化防止活動推進員がその役割を果たすことができる支援

に努めるとか、そういった形で、自治体が活動している人たちに対して後押し

をしている。一緒にやっていこうという協働の趣旨がすごく入っているんです

ね。中野区も他の例を参考にするのだったらぜひこういったものを参考にして

いただきたいと思います。皆さんで、さっきからの議論に挙がっている家庭部

門の多い、排出量の多い中野区においては、これが一番大事なのじゃないかな

と考えまして、ぜひ検討していただきたいと思います。 

 

○大沼会長 

 わかりました。それでは、皆さん、きょうは２時間以上にわたっていろいろ

ご議論いただきまして、本当にありがとうございました。 

 

○大沼会長 

 きょうは、本当に皆さんと思いを共有できたという感じがあるんですね。い

ろいろな、特にこの中野区の温暖化条例というのをできるだけいいものにして

いこうという皆さんの思いというのが伝わってきまして、ぜひ本当にこういっ

たものというのを具体的に体現してほしいなと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 それでは、事務局から事務連絡をお願いいたします。 

 

○環境と暮らし担当副参事 

 本日は、どうも最初のところで大変不愉快な思いをさせてしまいました。申

しわけございませんでした。 

 それにまさる、今、会長からまとめていただきましたとおり、本当に非常に

参考になる、新たな目が開かれるようなご意見をたくさんちょうだいいたしま

して、ありがとうございました。これをぜひ条例の骨子のほうに反映していく

ように努めてまいりたいという思いでございます。どうもありがとうございま

した。 

 一忚12月14日の任期ということについては、さすがに延長が難しゅうござい

ますので、きょうの議事録を早くまとめまして、皆様にお送りさせていただい

て、お目通し、お手入れなどをしていただきたいなと思ってございます。  
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 先ほど、スケジュールについては申し上げたとおりでございますので、今後、

皆様のご意見を踏まえた案にまとめて、区民の方々のパブコメ等に対忚してま

いりたいと思ってございます。 

 本日は、本当にちょっと短い、余りにも密度が濃い有意義な時間でしたけれ

ども、本当にありがとうございました。お世話さまでございました。  


