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第１回中野区環境審議会 議事録 

１ 日時 

  平成２６年５月１６日（金）午後３時～午後４時４５分 

 

２ 場所 

  区役所７階 第８会議室 

 

３ 次第 

《 第１部 委嘱式 》 

１ 委嘱状交付 

２ 区長挨拶 
 

《 第２部 中野区環境審議会 》 

議事 

１ 委員自己紹介及び事務局等の紹介 

２ 会長及び副会長の互選 

３ 審議事項の諮問 

４ 審議会運営上の申し合わせについて 

５ 中野区環境審議会の開催スケジュールについて 

６ 中野区の現状及び環境行政の概要について 

７ 第１期中野区地球温暖化防止対策審議会の審議報告について 

８ 環境行動・意識調査（区民・事業者）の概要について 

９ その他 

 

４ 出席者 

（１）出席委員（１７名） 

   会長 大沼あゆみ、副会長 田中充、大野道髙、髙橋登志子、関口俊夫、

井上於菟、中井敏雅、明石浩一、田中淳正、鳥羽修平、荻原和也、 

田辺謙二、福嶋豊、堤健一、山村宜之、伊香賀俊治、藤原孝行 

（２）欠席委員（２名） 

   小野光、赤星義彰 

（３）事務局（６名） 

   環境部長 小谷松弘市、 

環境部副参事（地球温暖化対策担当）鳥井文哉 

地球温暖化対策担当職員４名 
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（４）審議会出席職員（１１名） 

政策室副参事（基本計画担当）         森 克久 

経営室副参事（施設担当）           石井 正行 

経営室副参事（行政監理担当）         岩浅 英樹 

都市政策推進室副参事（中野駅周辺計画担当）  石井 大輔 

   子ども教育部副参事（子ども教育施設担当）   伊藤 正秀 

   環境部副参事（ごみゼロ推進担当）       高橋 均 

   環境部 清掃事務所長             杉本 兼太郎 

   環境部副参事（生活環境担当）         浅川 靖 

   都市基盤部参事（都市計画担当）        豊川 士朗 

   都市基盤部副参事（都市基盤整備推進担当）   千田 真史 

   教育委員会事務局副参事（学校教育担当）    伊東 知秀 

 

５ 配布資料 

資料１ 第４期 第１回中野区環境審議会 次第 

資料２ 第４期中野区環境審議会委員名簿 

資料３ 中野区環境審議会事務局及び審議会出席職員 

資料４ 中野区環境基本条例 

資料５ 中野区環境審議会規則 

資料６ 中野区環境審議会への諮問について 

資料７ 審議会運営上の申し合わせについて 

資料８ 第４期中野区環境審議会の開催スケジュール 

資料９ 新しい中野をつくる 10 か年計画（第２次）【抜粋】 

資料 10 中野区の環境（平成 25(2013)年度版） 

資料 11 中野区環境基本計画概要 

資料 12 中野区環境基本計画第２次アクションプログラム 

資料 13 第１期中野区地球温暖化防止対策審議会の審議報告 

資料 14 環境行動・意識調査（区民・事業者）の概要 
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 第１部 委嘱式  

○環境部長 

 それでは、ただいまより第４期中野区環境審議会委員の委嘱式を始めさせて

いただきます。 

 私、進行役を務めさせていただきます、環境部長の小谷松でございます。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

 まず、本日お手元に配付してございます資料１、第４期 第１回中野区環境

審議会次第及び資料２、第４期中野区環境審議会委員名簿をご覧いただきたい

と思います。 

 その他の資料につきましては、後ほど確認をさせていただきたいと思います。 

 本日の予定といたしましては、お手元の次第にございますように、第１部と

しまして委員の皆様の委嘱式を行います。それに引き続きまして、第２部とい

たしまして審議会の開催へと進めさせていただく予定でございますので、ご協

力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、早速でございますが、第４期中野区環境審議会委員の委嘱式を行

います。本日は、田中区長が特別区、２３区の区長会に出席してございますの

で、区長に代わりまして、金野副区長から委嘱状を交付させていただきたいと

存じます。 

 恐縮ではございますが、私のほうでお名前を順番に呼び上げさせていただき

ますので、順次、その場でお立ちいただけますでしょうか。 

（副区長より、各委員に委嘱状の交付） 

○環境部長 

 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

は終了とさせていただきます。 

 なお、本日出席の２人の方がまだお見えになってございません。到着次第、

委嘱状の交付をさせていただきたいと思います。 

 なお、本日欠席の小野委員につきましては、次回の審議会の冒頭で委嘱状を

お渡しする予定でございます。 

 今期の審議会委員は、総勢で１９名となってございます。快く委員をお引き

受けいただきましたことを心よりお礼申し上げたいと思います。 

 それでは、ここで副区長からご挨拶を申し上げます。 

○金野副区長 

 それでは、私からご挨拶申し上げます。 

 皆様、公私ともご多忙の折、第４期中野区環境審議会の委員をお引き受けい

ただきまして、本当にありがとうございます。 

 審議会で審議をお願いする事項につきましては後ほど諮問させていただきま
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すが、その前に一言ご挨拶申し上げます。 

 現在の中野区環境基本計画は、平成２０年５月に策定をいたしました。２０

年度を初年度として、平成２９年度までの１０年間を計画期間としております。

策定後ちょうど６年が経過していますが、区はこの環境基本計画とアクション

プログラム、また第２次アクションプログラムに基づき地球温暖化対策を中心

に環境施策に取り組んでまいりました。 

 最近の主な取り組みを幾つかご紹介いたしますと、平成２３年の７月には、

なかのエコポイントを開始しました。これは３月の東日本大震災、そして原子

力発電所の事故を受けての電力不足に対応した各家庭における節電の取り組み

を支援するものです。そして夏の時期だけではなくて、１年間の節電の取り組

みに対してポイントを付与するものです。このポイントは、５００ポイントご

とにポイント券となり、区内共通商品券などに交換することができます。２４

年度からは電気だけではなく、都市ガスも節減の対象に加えて、家庭における

ＣＯ２排出削減の取り組みを支援しています。 

 また、２６年度、今年度ですが、環境に優しい商品の購入を促進するためエ

コマークつき商品を購入していただき、エコマークを集めることでエコポイン

トを付与するという環境商品コースを新設し、この５月１日から始めたところ

です。 

 なかのエコポイントの特徴は、区民であればどなたでも取り組んでいただけ

ることです。例えば太陽光発電機の設置ということになりますと、実際設置で

きるのは一戸建てで持ち家の方に限られてしまいます。こうした設備を設置で

きる方も設置が難しい方も、みんなができる節電、省エネ、環境商品の購入へ

のインセンティブの仕組みとしてなかのエコポイントを推進していきたいと考

えています。 

 また、カーボン・オフセット事業も開始いたしました。カーボン・オフセッ

トは、区内だけでは節減し切れないＣＯ２を区外でのＣＯ２排出削減や吸収努力

によって相殺するというものです。中野区では、里・まち連携事業というもの

を実施しておりますが、その中で観光交流、経済交流と並ぶ交流の３本柱の一

つとして環境交流を掲げております。 

 この、里・まち連携で連携しております５つの自治体のうち、まず群馬県み

なかみ町との間で４月１１日に協定を締結し、みなかみ町にある牧場跡地で植

林を開始しました。１年間で３ヘクタール、６，０００本の広葉樹の苗木を植

えてまいります。５年間で１５ヘクタール、３万本の植林を予定しています。

これによって得られるＣＯ２の吸収量について、群馬県庁によって認証を受け

る予定でございます。そしてこの植林地を活用して、区民や子供たちが植林体

験のできるような環境交流を進めてまいりたいと考えております。 
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 さらに区の管理する街路灯のＬＥＤ化を進めてまいりました。平成２１年度

から５カ年計画で取り組みまして、２５年度で約１万６，０００基ある全ての

区管理の街路灯のＬＥＤ化を完了したところです。電気使用量が少なく、また

明るい街灯になったと思っております。 

 幾つか主な取り組みを申し上げましたが、このように区は環境基本計画やア

クションプログラムに基づいて環境施策を推進してきたところでございます。 

 しかしながら、この間に環境基本計画策定当初とは大きく状況が変化してお

ります。ご存じのとおり、平成２３年３月１１日の東日本大震災と原子力発電

所事故は、日本の社会に大きな影響を与えました。これらを機に国は、エネル

ギー政策の枠組みの見直しを進めてきました。この４月には新しいエネルギー

基本計画が閣議決定されたとこでございます。 

 また、エネルギー政策と連動して国の地球温暖化対策も見直しが進められて

おります。平成２５年１１月のＣＯＰ１９、国連気候変動枠組条約の第１９回

締約国会議では、２０２０年度の温室効果ガス削減目標は２００５年度比３．

８％減とするという日本の暫定的な目標が発表されました。この目標につきま

しても、新しいエネルギー基本計画を踏まえ見直しが行われるとされておりま

す。 

 さて、さらに３・１１以降の東京電力管内の全原子力発電所の停止によって、

当面ＣＯ２を多く排出する火力発電への依存が高まり、電力のＣＯ２排出係数が

大幅に増加している状況です。このように現在の状況は、環境基本計画を策定

した当初とは大きく変動していることを踏まえ、環境基本計画を改正する必要

があると考えました。 

 なお、中野区では、この６月から平成２７年１２月までの期間で現在中野区

が持っております中野区基本構想、それから新しい中野をつくる１０か年計画

（第２次）の改定作業を予定しております。この１０か年計画の中では、未来

への扉をひらく４つの戦略の一つとして地球温暖化防止戦略を掲げ、推進して

きました。１０か年計画は、区政全体の総合的な基本計画でありまして、環境

基本計画の上位計画となります。このため今回の環境基本計画改定では、新し

い中野をつくる１０か年計画の改定と内容、そしてスケジュールにおきまして

整合をとる形で進めてまいりたいと考えております。 

 環境審議会におかれましては、区民、事業者、区それぞれがどのような取り

組みを行うべきか、審議会の委員の皆様にはそれぞれ環境問題の専門家として

のお立場からの見識や、またエネルギーや住宅、自動車などの専門メーカーと

しての事業展開、区内事業者としての日々の事業活動、家庭生活など日常の暮

らし、また地域の活動の中での実体験などに基づきさまざまご議論をいただき、

区の環境基本計画の改定に向けた答申をいただければ幸いに存じます。どうぞ
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よろしくお願いいたします。 

○環境部長 

 ありがとうございました。 

 ここで田中淳正委員が到着でございますので、副区長から委嘱状の交付をお

願いしたいと思います。 

 恐れ入ります。田中淳正委員、これから委嘱をさせていただきますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

（金野副区長より、田中淳正委員に委嘱状の交付） 

 

 第２部 中野区環境審議会  

○環境部長 

 それでは、ここからは、第２部の第１回中野区環境審議会となりますが、そ

の前に、本審議会の設置及び運営の根拠となります条例、規則につきましてご

説明をさせていただきたいと思います。 

 皆さんのお手元に配付してございます資料４、中野区環境基本条例をご覧い

ただきたいと思います。 

 こちら資料４の５ページをお開きいただけますでしょうか。５ページの下段

のほうでございます。こちらに第４章、環境審議会とございます。（設置）と

ございまして、第１５条第１項に、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とございます。本規定に基づきまし

て、この環境審議会が設置されたものでございます。 

 次に、第２項をご覧いただきたいと思います。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。（１）基本計画に関すること。これにつきま

しては後ほど正副会長を選任いただきました後、諮問につきまして副区長から

予定してございます。 

 次に、ページおめくりいただきまして、６ページをお開きいただけますでし

ょうか。そちらに（委員）とございます。第１６条、審議会の委員は、２０人

以内とし、区民、事業者及び学識経験者のうちから区長が委嘱するとございま

す。本規定に基づきまして、先ほど各委員の委嘱をさせていただいたところで

ございます。 

 続きまして、資料５をご覧いただけますでしょうか。資料５、中野区環境審

議会規則でございます。 

 こちらの１ページの下段、（会議）とございます。第４条第１項、審議会は、

会長が招集する。第２項、審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議

を開くことができないとございます。この第４条第１項で、審議会は会長が招

集し、一つ前の第３条第３項では、会長が議事進行を行うこととなってござい
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ますが、審議会の委員が全員新たに委嘱されましたので、後ほど会長が互選さ

れるまでの間、私のほうで議事進行を務めさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、改めまして、ただいまから第１回中野区環境審議会を開催いたし

ます。 

 本日、ご出席の委員は１７名でございます。定足数は、委員数１９名の半数

以上の１０名でございますので、先ほどご確認をいただいたとおり、中野区環

境審議会規則第４条第２項の規定に従いまして、有効に成立してございますの

で、ご確認をお願い申し上げます。 

 早速、お手元の次第に従いまして、議事を進めさせていただきたいと存じま

す。 

 

 議事１ 委員自己紹介及び事務局等の紹介  

○環境部長 

 それでは、議事の１番、委員自己紹介及び事務局等の紹介を行います。 

 まず、委員の皆様に自己紹介をしていただきたいと存じます。 

 資料の２の委員名簿をご参照いただきながら進めていただきたいと思います。

なお、時間に限りがございますので、大変勝手ではございますが、お名前と、

それからご専攻ないし、所属団体などの役職の紹介に限らせていただきたいと

存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、名簿に従いまして、大野委員から順次よろしくお願い申し上げま

す。 

○大野委員 

 中野区町会連合会から出ております大野です。よろしくどうぞお願いいたし

ます。副会長でございます。よろしくどうぞ。 

○髙橋委員 

 名簿の２番目でございます。中野区町会連合会の婦人部長をしております髙

橋登志子でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○関口委員 

 中野区地域環境アドバイザーの関口です。よろしくお願いします。 

○井上委員 

 ５番目でございますけども、公募委員の井上於菟と申します。 

よろしくお願いします。 

○中井委員 

 同じく公募委員の中井と申します。よろしくお願いいたします。 

○明石委員 
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 中野区商店街連合会で副会長をやっております明石です。 

よろしくお願いします。 

○田中（淳正）委員 

 中野工業産業協会の副会長をやっております田中でございます。よろしくお

願いいたします。 

 

○鳥羽委員 

 中野区造園緑化業協会の会長を承っています鳥羽でございます。よろしくお

願い申し上げます。 

○荻原委員 

 東京電力荻窪支社中野営業センター所長をしております荻原でございます。

よろしくお願いします。 

○田辺委員 

 東京ガス中央支店広報課長、田辺です。よろしくお願いします。 

○福嶋委員 

 積水ハウス株式会社東京営業部の課長をしております福嶋と申します。よろ

しくお願いします。 

○堤委員 

 三菱自動車工業株式会社ＥＶビジネス本部からやってまいりました堤と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山村委員 

 キリン株式会社の環境推進部におります山村と申します。どうぞよろしくお

願いします。 

○大沼委員 

 慶應義塾大学経済学部の大沼と申します。よろしくお願いします。 

○田中（充）委員 

 法政大学社会学部の田中充です。よろしくお願いいたします。 

○伊香賀委員 

 慶應義塾大学理工学部の伊香賀と申します。よろしくお願いいたします。 

○藤原委員 

 東京都環境公社東京都環境科学研究所の藤原でございます。よろしくお願い

いたします。 

○環境部長 

 ありがとうございました。 

 窓を閉めましたが、エアコンが入ってございません。どうぞ暑いので上着は

お脱ぎいただいて結構でございますので、リラックスして進めさせていただき
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たいと思います。 

 それでは、引き続きまして、ここで恐縮でございますが、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たいと思います。 

 皆さんのお手元の資料３をご覧いただきたいと思います。それぞれ自己紹介

をさせていただきます。 

（事務局職員の自己紹介） 

○環境部長 

 今ご紹介申し上げました事務局の職員が、これから各委員の皆様方といろい

ろな形で連絡をとり合わせていただくことが多いと思いますので、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 なお、今期の審議会では、環境基本計画の改定に関する内容をご審議いただ

くために庁内の関連部署の職員も出席してございますので、ここで紹介をさせ

ていただきたいと思います。 

 ただいまの資料３の下段のほうでございます。審議会出席職員をご覧いただ

きたいと思います。 

 それでは、ここで順次自己紹介でお願い申し上げます。 

（審議会出席職員の自己紹介） 

○環境部長 

 ありがとうございました。 

 ご覧のとおり庁内の各関係の管理職が出席してございます。この審議会の中

でのご議論、これを庁内でしっかりと共有しながら中野区としての環境政策、

それを進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 議事２ 会長及び副会長の互選  

○環境部長 

 それでは、議事の２番目でございます会長及び副会長の互選に入ります。 

 これから審議会を進めていくに当たりまして、審議会の会長及び副会長を決

めさせていただきたいと思います。 

 こちらにつきましては、資料５、中野区環境審議会規則をご覧ください。１

ページ中ほどに会長及び副会長とございます。この中野区環境審議会規則第３

条第１項及び第２項の規定に基づきまして、会長及び副会長につきまして、そ

れぞれ委員の互選により選出をしていただきたいと存じます。 

 まず、会長の互選を行いたいと思いますが、もし各委員にご異議がなければ

事務局のほうから推薦をさせていただきたいと存じますが、よろしゅうござい

ましょうか。 

（異議なし） 
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○環境部長 

 ありがとうございます。 

 それでは、会長につきましては、第１期中野区地球温暖化防止対策審議会に

おいて会長を務めていただきまして、また環境問題にも大変造詣の深い、慶應

義塾大学経済学部教授でいらっしゃいます大沼あゆみ委員にお願いしたいと思

いますが、よろしゅうございましょうか。 

（異議なし） 

○環境部長 

 それでは、ご了承賜ったということで、会長につきましては大沼委員にお引

き受け願います。 

 大沼委員、大変恐縮でございますが、席をお移りいただきまして、会長から

一言ご挨拶を頂戴いたしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○大沼会長 

 このたび審議会の会長に皆さんの推薦をいただきまして務めさせていただく

ことになりました慶應義塾大学の大沼でございます。 

 前回も環境基本計画というものの作成で、皆さんと一緒に区民の方々や、そ

れから事業者の方々と一緒につくり上げてきたんですけども、さらによい環境

基本計画をつくっていけるように、皆さんと協力してこれから審議をしていき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

（拍手） 

○環境部長 

 ありがとうございました。 

 それでは、私の議事進行役はここまでとさせていただきまして、以降につき

ましては大沼会長に議事進行をお任せしたいと思います。よろしくお願い申し

上げます。 

○大沼会長 

 それでは、ここから私が議事を進行させていただきます。 

 続きまして、副会長の互選ということになると思いますけれども、差し支え

なければ、会長指名ということにさせていただきたいのですが、よろしいでし

ょうか。 

（異議なし） 

○大沼会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、第１期中野区地球温暖化防止対策審議会でも副会長としてご尽力

いただき、環境政策に大変ご造詣が深い、法政大学社会学部教授の田中充委員
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に副会長をお願いしたいと思いますが、皆様、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

○大沼会長 

 それでは、ご了承いただいたということで、副会長は田中委員にお引き受け

願います。恐縮ですが、お席をお移り願いまして、一言ご挨拶を頂戴いたした

いと思います。 

○田中副会長 

 今、皆様からご推挙いただきました法政大学の田中充でございます。 

 規定によりますと副会長は、会長が事故あるときにその補佐をするというこ

とでございますが、私の経験からは会長の事故あることはほとんどありません

ので、恐らくここで座っていることになるかと思いますけれども、どうぞ一緒

にさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（拍手） 

 

 議事３ 審議事項の諮問  

○大沼会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、議事の３番、審議事項の諮問に入ります。 

 資料６、中野区環境審議会への諮問についてをご覧いただきたいと思います。 

 諮問につきましては、区長を代理しまして、副区長から諮問をしていただき

ます。 

 金野副区長、よろしくお願いいたします。 

○金野副区長 

 それでは、諮問文を読み上げさせていただきます。 

 中野区環境審議会への諮問について。 

 中野区環境基本条例第１１条第３項及び同条第６項の規定に基づき、下記の

とおり諮問いたします。 

 記。諮問事項。中野区環境基本計画の改定に当たっての基本的考え方と同計

画に盛り込むべき事項等について。 

 諮問理由。中野区環境基本計画、（以下基本計画という）は、平成２０年度

を初年度とし、平成２９年度までの１０年間を計画期間として策定しました。

策定後６年が経過しますが、この間に基本計画策定当初とは状況が大きく変化

しました。平成２３年３月１１日の東日本大震災と原子力発電所事故を機に、

国はエネルギー政策の枠組みの見直しを進め、平成２６年４月には新しいエネ

ルギー基本計画が閣議決定されたところです。また、国の地球温暖化対策も新

しいエネルギー基本計画を踏まえ見直しが行われるとされています。さらに、
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東京電力管内の全原子力発電所の停止によって、当面ＣＯ２を多く排出する火

力発電への依存が高まり、電力のＣＯ２排出係数が大幅に増加している状況で

す。このように基本計画を策定した当初とは大きく変動している状況を踏まえ、

基本計画を改定する必要があります。 

 一方、区では、平成２６年度から２７年度にかけて、中野区基本構想及び新

しい中野をつくる１０か年計画（第２次）の改定作業を予定しています。上位

計画である新しい中野をつくる１０か年計画と、計画期間や目標とする姿・目

標値、事業の取り組み等について、整合性が図られたものとしていきたいと考

えています。 

 ついては以上の趣旨を踏まえ、基本計画の改定に当たっての基本的考え方と

基本計画に盛り込むべき事項等についてご審議をお願いするものです。 

 それでは、諮問したいと思いますので、大沼会長、よろしくお願いいたしま

す。 

○大沼会長 

 確かに承りました。 

 それでは、今、金野副区長から諮問をいただきました。この諮問に沿って十

分に審議を行い、答申をいたしたいと思います。 

 金野副区長は次の予定がございますので、ここでご退出されます。ありがと

うございます。 

（金野副区長退出） 

○大沼会長  

それでは、これから議事を進めていくわけですけれども、以降の議事進行に

先立ちまして、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、本日お手元にお配りの資料の確認をさせていただきます。 

 先ほどから資料１の次第から資料６の中野区環境審議会への諮問については 

使わせていただきました。漏れはございませんでしたでしょうか。 

 それでは、資料７以下の確認をさせていただきます。 

資料７、審議会運営上の申し合わせについて。 

 資料８が第４期中野区環境審議会の開催スケジュール。 

 資料９が新しい中野をつくる１０か年計画（第２次）の抜粋でございます。 

 資料１０が、表紙の黄色いものでございますが、中野区の環境（平成２５年

度版）でございます。 

 資料１１が中野区環境基本計画概要というものでございます。 

 資料１２が中野区環境基本計画第２次アクションプログラムでございます。 

 資料１３は、第１期中野区地球温暖化防止対策審議会の審議報告でございま
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す。 

 それから資料１４でございますが、環境行動・意識調査（区民・事業者）の

概要というものでございます。 

 以上の資料をお配りしてございますが、過不足ございませんでしょうか。何

かございますでしょうか。以上でございます。 

 

 議事４ 審議会運営上の申し合わせについて  

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、議事４番に移りたいと思いますけれども、審議会運営上の申し合

わせについて、委員の皆さんにお諮りしたいと思います。 

 事務局から、申し合わせ（案）の説明をお願いいたします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、お手元の資料７をご覧ください。今回の審議会運営上の申し合わ

せについての案でございます。 

 １、委員の皆様が審議会に出席できない場合の取り扱いでございます。委員

の中で団体等から推薦された委員がご出席いただけない場合、会長は、その委

員に代わりまして所属する推薦団体等の方のご出席を認めることができること

といたします。ただし、この場合、意見を述べることはできますが、採決に加

わることはできません。 

 ２、環境審議会の公開及び傍聴時のルールにつきまして、（１）会議は、原

則公開といたします。（２）傍聴時のルールについて ①録画、写真、ビデオ

カメラ、写真機能つき携帯電話等による撮影は原則できません。ただし、審議

会の議決により許可した場合は、この限りではありません。②審議会の秩序を

乱すなど議事を妨害した場合、会長は退席を命じることができることといたし

ます。 

 ３、議事録について、（１）事務局は、議事録をまとめるためレコーダーで

録音させていただきます。（２）委員の方には、審議会後でございますが、議

事録の案をお送りいたしまして、確認をいただいた上で議事録として作成をい

たします。（３）議事録は、中野区のホームページで公開をいたします。

（４）議事録の発言者の氏名は、原則として記載をいたします。 

 以上が案でございます。よろしくお願いいたします。 

○大沼会長 

 今、事務局から審議会運営上の申し合わせについて説明をいただきましたが、

この案についていかがでしょうか。 

 ご異議がなければ、事務局案のとおりにしたいと思いますが、よろしいです
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か。 

（異議なし） 

○大沼会長 

 ありがとうございました。それでは、このとおりにさせていただきます。 

 

 議事５ 中野区環境審議会の開催スケジュールについて  

○大沼会長 

 次に、議事の５番です。中野区環境審議会の開催スケジュールについてに移

らせていただきます。 

 今後のスケジュールについて、事務局から説明をお願いします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、お手元の資料８をご覧ください。第４期中野区環境審議会の開催

スケジュールでございます。 

 お手元の資料のとおり、平成２６年度は６回程度、平成２７年度は２回を予

定してございます。 

 第１回は、本日、５月１６日でございまして、このような内容で考えさせて

いただいてございます。 

 第２回目につきましては、後ほど最後にお諮りいたしますが、７月１８日金

曜日の午後３時からを考えてございます。 

 その後、第３回から第６回まで、８月下旬、１０月下旬、１月下旬、３月下

旬といった形で考えてございます。この中でさまざまご審議をいただきまして、

可能であれば第６回目に答申をいただければというふうに考えてございます。 

 ２７年度は、第７回、第８回でございます。５月下旬に答申を踏まえました

環境基本計画の素案のたたき台のご報告等、それからその後手続にさまざま入

りまして、１０月中旬にパブリック・コメントの結果の報告や決定した環境基

本計画の報告ということで考えてございます。 

 なお、下の米印でございます。先ほど副区長からも申し上げましたが、今回

の環境基本計画の改定に当たりましては、中野区の基本構想とその下にござい

ます新しい中野をつくる１０か年計画（２次）、これとの改定スケジュールや

内容につきまして、あわせて検討させていただきたいということでございます。

この改定ケジュールが６月以降に発表されるかと思いますので、それと合わせ

る形で審議会のご審議につきましてもお願いしたいと思ってございます。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６回、来年度は２回というスケジュールになっており



15 

ますけれども、進捗状況により変更もあるということでございます。 

 この審議事項及び開催スケジュールについて、何かご意見やご質問はありま

すでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、基本的にこのスケジュールに沿って審議を進めていきたいと思い

ます。 

 

 議事６ 中野区の現状及び環境行政の概要について  

○大沼会長 

 それでは、議事６番、中野区の現状及び環境行政の概要についてに移ります。 

 事務局から説明をお願いします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、資料９から資料１２につきましてご説明をさせていただきます。

いずれも中野区の状況、あるいは環境行政の概要につきましてご説明するため

の資料でございます。すみません、時間が少しかかりますので、座らせていた

だきます。 

 最初に、資料９をご覧ください。これが現在の新しい中野をつくる１０か年

計画（第２次）の抜粋でございます。 

 これは平成２２年度から３１年度の中野区の最も基本となる計画でございま

すが、この改定作業がこの６月、７月から行われるということでございます。 

 １枚おめくりいただけますでしょうか。その中で環境行政あるいは地球温暖

化対策に関連するものにつきましてご説明させていただきます。 

 おめくりいただきますと左側、目次でございますが、第２章、未来への扉を

ひらく４つの戦略と重点プロジェクトというのがございます。 

 その少し下に戦略２ということで地球温暖化防止戦略、これが４つの戦略の

一つとして位置づけられてございます。 

 中身的には、展開１、脱炭素社会、展開２、ごみ半減、展開３、みどりを増

やすというようなことで内容は掲げてございます。 

 この内容につきましてご説明させていただきますので、７ページをお開きい

ただけますでしょうか。抜粋でございますので、ちょっとページが飛んでござ

いますが、７ページをお開きください。７ページより前につきましては、この

計画の基本的な位置づけなどが書いてございますので、後ほどお読み取りいた

だければと存じます。７ページから未来への扉を開く４つの戦略と重点プロジ

ェクトとなってございます。 

 次ページをお開きください。８ページでございます。真ん中に未来への扉を

開く４つの戦略とございますが、これを重点ということで、戦略１はまち活性

化、戦略２は地球温暖化防止でございまして、戦略３が子育て、戦略４が健



16 

康・生きがい戦略というふうになってございます。 

 右の１６ページをご覧ください。こちらが地球温暖化防止戦略の内容の分で

ございます。最初の５行で世界の温室効果ガスの状況につきまして、当時の状

況が記されてございます。 

 その下、また以下から３行で当時の日本の温室効果ガス削減の目標等２５％

削減というような考え方が記述をされてございます。 

 そこで以下がそれを受けまして、この時点におきまして中野区における二酸

化炭素の排出量の状況、４５％が家庭、さらにオフィスなどがございましたの

で、こういった状況の説明が書いてございます。 

 これらを受けまして、１７ページから展開が３つ書いてございます。１７ペ

ージが展開１ということで脱炭素社会に向け志が行動に結びつくまちでござい

ます。解決すべき課題といたしまして、温暖化の原因である二酸化炭素排出量

の削減、持続的な環境対策、積極的な自然エネルギーの活用が書いてございま

す。 

 そのための取り組みとしまして、３つ星が書いてございます。星一つ目、エ

コポイントや基金を活用し、区民が自らＣＯ２を削減するしくみをつくります。

また、星２つ目、環境交流をすすめ、都市と地方が協働して環境保護に取り組

みます。星３つ目、太陽光等の利用や環境保全の取り組みにより、区が率先し

て環境負荷を低減します。 

 １８ページは、その実現へのステップということで、ステップ１、２、３、

４ということで、このような流れで１０年間取り組むという流れが書いてござ

います。 

 ページをおめくりいただけますでしょうか。１９ページでございます。展開

２、ごみ半減、ごみゼロへ道筋を確かなものにということで、解決すべき課題

といたしまして、更なるごみ減量と資源化、また限りある最終処分場というこ

とで書いてございます。 

 取り組みといたしまして、星１つ目、ごみを出さない生活スタイルの浸透に

よって、ごみの減量、資源化をすすめます。また、星２つ目、事業系ごみの排

出者責任によるごみ減量をすすめますということで、ステップとしまして１０

年間のステップがこの図に描かれてございます。 

 それから２０ページ、右のページをご覧ください。展開３でございます。み

どりを増やし、みどりをつなぐということで、解決すべき課題といたしまして、

ヒートアイランド現象の防止、緑地・樹林の増加、みどり分布の全区展開とい

ったことが掲げてございます。 

 取り組みといたしまして、星１つ目、新たな公園や街路樹を整備し、みどり

の連続をつくります。星２つ目、身近なみどりを増やす取り組みによって、地



17 

域のみどりを増やしますということで、その実現へのステップが下に書いてご

ざいます。 

 以上が１０か年計画の中で環境に関する部分を抜粋したものでございますの

で、また後ほどお読み取りいただければと存じます。 

 続きまして、資料１０の中野区の環境をご覧いただいてもよろしいでしょう

か。 

 これは中野区の環境というタイトルでございまして、条例に基づきまして中

野区環境白書として毎年つくっているものでございまして、間もなく平成２６

年度版ができますので、またお配りをいたしたいと思います。今回は２５年度

版で恐縮でございますが、これにて説明をさせていただきます。 

 黄色いページをおめくりいただきまして、中野区の環境の目次をご覧いただ

けますでしょうか。はじめにという下に中野区の概要が書いてございますので、

今回は中野区の現況ということで、この前半の部分につきまして少しかいつま

んでご説明をさせていただきます。 

 ページをおめくりいただきまして、３ページ目よろしいでしょうか。３ペー

ジ目が第１章、中野区の現況でございます。１が面積と地形でございますけど

も、ご存じのとおり中野区は２３区の西のほうに位置をしてございます。面積

は、約１５平方キロメートルでございます。区内には５つの川が流れてござい

ます。江古田川、妙正寺川、旧桃園川、神田川、善福寺川という５つでござい

ます。また、標高は、主に約４０メートル、神田川の流域では３０メートルと

いうような状況でございます。中野区の地形は、その地図をご覧いただければ

と存じます。 

 ２の下の人口でございます。総人口は２５年現在で３１万１，２５６人とい

うことで、横ばいでございます。その下に人口密度、１平方キロメートル当た

り１万９，９６５人。２３区で一、二を争う高い値でございます。 

 次のページをご覧ください。グラフは、ちょっと後ほどお読み取りいただけ

ればと存じます。 

 下のほうに３、住環境（みどり・公園）がございます。昭和３０年代以降の

人口の急増や急激な宅地化に伴いまして区内から自然緑地や農地が減少して、

その結果、過密な市街地が形成されてきたという状況でございます。また、住

宅地を結ぶ道路の約７割が幅員４．５メートル未満という狭いという状況にご

ざいます。下のほうでみどり率が書いてございますが、中野区全体で平成１９

年１７．５％ということでございます。点在する小さな緑が多くて、まとまっ

たものが少ないという状況にございます。 

 右のページの４、産業構造でございます。事業所数でございますけども、平

成２１年の経済センサス基礎調査では１万４，３６７社となってございます。
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従業員４人以下が６５％を占めているということで、小さな事業所が多いこと

が特徴でございます。下のほう、第３次産業が大きな比重を占めてございまし

て、製造業、建設業等２次産業の割合は低いという状況でございます。 

 ６ページ目をご覧いただけますでしょうか。こちらでは道路状況と交通量で

ございます。幹線道路、北の方は新青梅街道、南の方は方南通りまでございま

して、東の方から順に、山手通り、中野通り、環七、中杉通り等があるという

状況でございます。特に環七では交通量が１日７万５，０００台を超えている

という状況でございます。 

 それでは、右の７ページに入らせていただきます。第２章、中野区の環境行

政の基本でございます。 

 １、中野区環境基本条例。先ほどお配りしたものでございますけども、平成

１０年７月に施行したものでございまして、四角の中で環境基本条例の掲げる

基本理念が書いてございます。環境の保全は、次に掲げる事項を基本としてと

いうことで、自然の循環の重視、人とともに生き物とともにすすめる環境、す

べての資源を有効に活用するといったことが掲げられているものでございます。 

 ２番が中野区環境審議会、この審議会でございます。この条例に基づきまし

て設置されました区長の附属機関でございます。委員は２０人以内、区民、事

業者、学識経験者で構成されまして、任期は２年でございます。今回第４期で

ございますが、第１期は平成１０年でございますけども、第１期の審議会では

最初の環境基本計画につきまして答申をいただいたという状況でございます。

第２期につきましては、現在あります第２次の環境基本計画につきまして答申

をいただきました。 

 ８ページ目をご覧ください。この前の第３期環境審議会は、この基本計画で

はなく、（仮称）中野区地球温暖化防止条例制定に向けた考え方につきまして

ご意見をいただいたというところでございます。 

 この次に３、環境基本計画がございますが、これにつきましては別の資料で

ご説明申し上げますので、１０ページをお開きいただけますでしょうか。１０

ページ左、４、中野区地球温暖化防止条例でございます。これも第３期の環境

審議会のご意見をいただきまして制定した条例でございます。中野区が取り組

むべき４つの対策ということで定めたものでございます。１つ目が対策①でご

ざいますが、住宅や事務所の断熱性を高めるということになってございます。 

 １１ページに移りまして、対策②は、再生可能エネルギーを利用した設備や

省エネルギー性能の高い家電製品などを選びましょうという取り組みでござい

ます。 

 下の対策③、環境に配慮した製品やサービスを選びましょう。エコマークな

どの商品を購入しましょうということでございます。 
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 １２ページに入りまして、対策④、自動車の利用のことでございますが、利

用に配慮いたしまして、購入するときはＣＯ２排出量の少ないものを選びまし

ょうという、この４つの対策を条例で定めまして推進をしているところでござ

います。 

 その下に５、中野区地球温暖化防止対策審議会がございます。こちらの審議

会でございますけども、環境審議会は環境問題全体につきましてご審議いただ

くものでございます。この審議会は地球温暖化防止対策の効果的な実施という

ことで、どちらかといいますと理念というよりもこの中身、どういうものを進

めていくのかということにつきまして専門的にご審議いただいたものでござい

ます。後ほどこの第１期の審議報告につきまして報告をさせていただきます。 

 資料１０の中野区の環境につきましては、以上でご説明は終了させていただ

きます。 

 恐れ入ります。次は、資料１１をご覧いただけますでしょうか。中野区環境

基本計画については、緑の冊子ですが、今現在在庫が切れてございまして、申

しわけございません。概要で現在の計画のご説明を申し上げます。 

 まず、第１章、計画の基本的な考え方でございます。 

 １、計画改定の背景でございますけども、先ほど申し上げました新しい中野

をつくる１０か年計画の地球温暖化防止戦略、これを発展させるものでござい

ます。 

 ２、基本計画改定の考え方、さっきのこれは第２次の計画改定の考え方でご

ざいますけども、地球温暖化対策を中心にすること、重点的に取り組む点を明

確にすること、新たな環境の創造に向けチャレンジする姿勢を掲げること、区

民・事業者・区が一体となって取り組むしくみを構築させることなどというこ

とで改定をいたしました。 

 ３、計画の位置づけでございますけども、区政全体の環境に関する指針とい

うことで、中野区みどりの基本計画や中野区一般廃棄物処理基本計画をリード

する計画であるとともに、温対法に基づきます地球温暖化対策地域推進計画、

これになるものでございます。 

 ４、計画期間でございますが、平成２０年度から１０年間でございます。中

に３年間の取り組みを記しましたアクションプログラム、これを中身として持

ってございます。 

 第２章といたしまして、環境の現状と課題ということで、まず１、中野区の

二酸化炭素排出量につきまして、その状況の説明をしてございます。 

 次のページをお開きいただけますでしょうか。２、地球温暖化の現状認識と

主な課題ということで、当時の平成２０年度の状況でございますけども、地球

規模の温暖化の状況、いわゆるＩＰＣＣの第４次、現在第５次でございますが、
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第４次の報告書の内容に従って記述をされてございます。（２）日本の二酸化

炭素排出の現状と課題ということで、当時の状況が記述をされてございます。 

 また、３、国、都における地球温暖化対策の動向ということで、（１）国の

動向、京都議定書の目標達成計画のことが書かれてございます。（２）東京都

の動向ということで、東京都のエネルギー戦略やカーボンマイナス東京１０年

プロジェクトなどにつきまして、あるいは都民の健康と安全を確保する環境に

関する条例のことが書いてあるというものでございます。 

 ３ページ目をご覧いただけますでしょうか。ここからが環境基本計画の大き

な中身になってございます。第３章、環境像と目標達成までの方策でございま

す。 

 １、中野区の目指す環境像といたしまして、脱温暖化の取り組みが根づいた

エコシティなかのという言葉を掲げてございます。 

 ２といたしまして、二酸化炭素の削減目標と４つのプロジェクトを掲げてご

ざいます。このときの削減目標でございますけれども、平成２９年度、１０年

後の時点で平成１６年度に比較しまして約１０％、９万トンの削減をするとい

うことを目指したという計画でございます。 

 これに基づきまして、次のページでございますが、４つのプロジェクト、４

ページをご覧いただけますでしょうか、ここが全体像になりますけれども、い

わゆる環境基本計画の理念の部分とアクションプログラム、行動計画の部分が

この１ページにまとめてございますので、これをご説明申し上げます。 

 一番左に環境像ということで、先ほど申し上げましたエコシティなかのがご

ざいます。 

 プロジェクト４つ掲げてございまして、１、２、３、４ということで、１ 

環境エネルギープロジェクト、これは環境負荷の少ないエネルギーの効率的な

利用が進んだまちということでございます。それから２、みどりを守り、自然

を活かすプロジェクト、３、環境に配慮した快適なまちづくりプロジェクト、

それから４としまして区役所自体の二酸化炭素の排出ゼロプロジェクトも加え

てございます。 

 この４つのプロジェクトにつきまして、右のほうに取り組みの方向とアクシ

ョンプログラムということで、アクションプログラムにつきましては１から１

４まで掲げてございました。 

 アクションプログラムの１は、太陽熱温熱水器の設置のことでございます。

②は、里・まち連携、特に風車の建設というものでございました。③は、省エ

ネ家電等の買いかえ。④でエコドライブのことを掲げてございました。 

 また、プロジェクト２につきましては、⑤、みどりのカーテンづくり、⑥屋

上緑化、⑦小・中学校の校庭芝生化を掲げてございました。 
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 また、３のプロジェクトにつきましては、⑧ごみの発生抑制と資源回収、ま

た⑨公共交通の利用促進、⑩環境情報の提供と地域の環境教育・学習の輪、ま

た⑪なかのエコチャレンジの推進、⑫（仮称）環境基金の創設、また⑬環境行

動に配慮するエコポイントの仕組みづくりを掲げてございました。 

 ４の区役所の二酸化炭素ゼロプロジェクトにつきましては、⑭でございます。

このような形で内容を掲げてございます。詳細につきましては、後ほどご覧い

ただければと存じます。 

 ５ページでございます。３、エコシティなかのをつくるためのしくみづくり

ということで、（１）先ほどご説明しました地球温暖化防止のための基本理念

などを定める条例の整備。これに基づきまして、先ほどご説明した条例をつく

ってございます。また、（２）連携・協働の仕組み。 

 それから４、計画の進行管理のしくみづくりということで、（１）区の内部

的な推進体制と（２）ＰＤＣＡによる計画管理、こういったものを掲げてござ

いました。詳しくは後ほどお読み取りいただければと存じます。 

 以上が資料１１の計画概要のご説明でございます。 

 次に、資料１２をご覧いただけますでしょうか。もう少しお時間をいただけ

ればと思います。資料１２でございますが、これは中野区環境基本計画の第２

次アクションプログラムでございまして、先ほど説明したのはこの環境基本計

画の最初のアクションプログラムを含めた部分でございますが、平成２５年９

月、昨年９月に第２次アクションプログラム定めてございます。 

 １ページおめくりいただけますでしょうか。ここにアクションプログラム改

定の考え方が書いてございます。改定の背景ということでございますが、先ほ

ど副区長から諮問申し上げましたとおり、最近の計画策定後の状況、東日本大

震災、原発事故、エネルギー政策の見直し、温暖化対策の見直し、ＣＯ２の増

加といったことが掲げてございまして、そのために今回お願いいたします環境

基本計画の改定をするということが書いてございますが、中ほど、しかしとい

うところからでございますが、区といたしましては基本計画を改定するまでの

間もこの新しい中野をつくる１０か年計画（第２次）に定める地球温暖化防止

戦略を着実に推進していきたいということで、こうしたことから国のエネルギ

ー政策や地球温暖化対策の見直しを待たずに、これまでの取り組みの実績を踏

まえまして、継続実施する３か年のアクションプログラムをつくるということ

で策定をいたしました。 

 位置づけは、具体的な取り組みの手だて、スケジュールをお示ししたもので

ございます。 

 ３、プログラム期間でございますが、２５年度から２７年度までの３年間で

ございますが、なおこの現在の環境基本計画が改定されました時点で新しい計
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画のほうに移行するということになってございます。 

 ２ページ目をご覧いただけますでしょうか。改定の視点でございますけれど

も、（１）から（５）まで、（１）ＣＯ２削減努力の継続、（２）区の関連計

画等との整合性、（３）実践行動を促す取り組みの拡充、（４）ＣＯ２削減に

効果的な取り組みの選択と集中といったことを考え方として持って行ったもの

でございます。 

 ３ページから今後の取り組むべき課題がございますが、ここでは先ほどご説

明しました環境基本計画と最初のアクションプログラムの検証も行いまして、

今後の課題を明らかにしてございます。 

 （１）はＣＯ２削減の取り組みを継続するということで、先ほどの４つのプ

ロジェクトの環境エネルギープロジェクトの部分でございます。この中では太

陽光発電設備等の設置が大きく伸びたということや街路灯のＬＥＤ化等を行っ

たことの評価をしてございます。（２）は、着実・多様に緑化を進める。これ

はみどりを守り自然を生かすプロジェクトの部分でございます。緑化の推進に

つきましては、緑のカーテンあるいは屋上緑化等の状況を踏まえまして、今後、

中野におきまして緑化の進め方といたしましては、そういったものも継続をし

ていきますけれども、里・まち連携を踏まえまして緑の拡充、カーボン・オフ

セット、植林等も行っていきたい。あと緑の拠点となる大規模公園の整備等も

予定されてございます。それを進めていくということを書いてございます。

（３）は、区民の実践行動を促すで、環境に配慮した快適なまちづくりプロジ

ェクトの部分でございます。このあたりはなかのエコチャレンジ、区内小・中

学校を通して行い、またなかのエコポイントがスタートしまして、削減の取り

組みが行われております。また、ごみの発生抑制ということでは、目標には及

んでございませんが、４ページに移りまして、プラスチック製容器包装の回収

を行いまして大きなＣＯ２削減を行ってございます。 

 今後につきまして、エコポイントの活用、これを環境商品のほうに広げてい

く、またごみの発生抑制ということで資源回収の拡大をまた行っていく、また

毎日の移動手段で自転車利用等公共交通の利用を推進していくということを方

針として掲げました。 

 また（４）は、区役所の部分でございますけども、これにつきましても公用

車への超低公害車等の導入、あるいはガソリンの削減、電力のグリーン購入等

を踏まえまして、今後も区役所が率先して取り組んでいきたいということを掲

げてございます。 

 このアクションプログラムの内容につきましては、６ページをご覧いただけ

ますでしょうか。６ページが第２次アクションプログラムの内容をまとめたも

のになってございますので、このページでご説明を申し上げます。この第２次
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アクションプログラム、先ほど申し上げました環境基本計画のアクションプロ

グラムの改定でございましたので、環境像や４つのプロジェクトは変わってご

ざいません。 

 右のほうにアクションプログラムということで８、５、８、９項目というふ

うに掲げてございます。こういったものを進めていくということで、２５年度

から３か年の計画でございます。 

 １の環境エネルギープロジェクトでは、無料省エネ診断、太陽光発電、ごみ

発電、エコポイント、省エネ研修会等ということが掲げてございます。 

 ２のみどりを守り、自然を活かすプロジェクトでは、みどりのカーテン、屋

上緑化、校庭芝生、あとカーボン・オフセット、接道部緑化の推進等を掲げて

ございます。 

 ３の環境に配慮したものにつきましては、なかのエコポイントによる環境商

品の購入促進、環境交流、省エネ行動の推進、ペットボトルの破砕回収機、資

源回収量の増加など掲げてございます。 

 また、４の区役所の二酸化炭素ゼロプロジェクトでは、１から９まで、ＬＥ

Ｄ照明、太陽光発電機器の設置等掲げたというものでございます。 

 詳しい内容につきましては、７ペー以降に記述をしてございますので、後ほ

ど詳しいものにつきましてはお読み取りをいただければと存じます。 

 お時間をいただいて恐縮でございました。以上が中野区の現状と環境行政の

概要のご説明でございます。以上でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、今の事務局からの説明につきまして、何かご質問や意見ございま

すでしょうか。これまで中野区が、あるいは現状でどういった環境行政という

のを行ってきたか、あるいは行っているのかということだと思いますけれども、

何かございませんか。 

 堤委員。 

○堤委員 

 よろしいですか。資料１１の３ページ、真ん中あたりに表がありまして、部

門別二酸化炭素排出量の削減目標量とあります。２００４年度と２０１７年度

があるんですけども、自家用車から排出されるＣＯ２の量はこの区分けの中で

いうと民生家庭部門の中に入ってるのか、それとも運輸部門の中に入ってるの

か、どちらなのかなと、そこだけちょっと確認させていただきたいと思います。 

○大沼会長 

 では、事務局のほうからお願いいたします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 
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 この二酸化炭素排出量につきましては、また次回の審議会で詳しい資料をお

出ししたいというふうには思ってございますけども、今、委員がお尋ねの車の

部分につきましては運輸部門ということでございます。ただ、その算定の仕方

が例えば中野区の各家庭でお持ちのお車のＣＯ２がどうかということの算定は

ちょっと難しいものですから、中野区の主な道路を走っている車の量を測りま

して、その距離等から平均的なＣＯ２の排出量ということで、中野区内を走っ

ている車のというようなことでの算定になってございます。 

○堤委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

○大沼会長 

 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 山村委員。 

○山村委員 

 １点よろしいでしょうか。山村です。ちょっと具体的過ぎるのかもしれませ

んから、この場でなくても、ひょっとしたらこの後ということかもしれません

が、今ご説明をいただいてるこのアクションプログラムなどを推進されてきた

のに当たっての区としての体制だとか、対応する部署というんでしょうか、機

能というんでしょうか、例えばこういうセンターがあって、こういうところが

こういうものに対応してるみたいな、何かそういう体制みたいなものもいずれ

かわかってくるといいなというふうに思いました。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。これはいろいろな行政の施策の中でどこの部署がこ

ういったもの扱ってるのかということも書き入れていただきたいということだ

と思いますけれども、事務局の方からお願いいたします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 今の委員のお尋ねの点でございます。区政の推進でございますので、当然責

任者は区長でございますが、ふだんの地球温暖化を中心にしました環境施策に

つきましては環境部という組織がございますので、こちらが推進の母体になっ

ているという状況でございます。ただ、第２次アクションプログラムの７ペー

ジ以降をご覧いただきますと、それぞれの取り組みにつきましてどの部署が主

に担当しているのかという、中野区では分野と呼んでございますけども、この

第２次アクションプログラム、資料１２の７ページ以降にそれぞれの取り組み

の横にごみゼロ推進分野とか子ども教育施設分野とかさまざまな担当部署名が

書いてございます。これらの中で環境部に所属している部署は一部でございま

して、全庁的に推進をしているという状況でございます。 
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 そういった状況もございますので、主管部は環境部でございますが、今も委

員の後ろに管理職が１０数名出てございますが、この管理職を中心に中野区の

環境関連施策調整会議という内部の調整会議でございますけども、区役所の組

織の中で環境に関連する仕事を持っている部署ということで、この部署の集ま

る会議体を設けております。環境部長が主宰をいたしまして、こういった事業

の取り組みの状況や実績、あるいは今後どうしていくのかといったことにつき

まして情報共有をし、推進を図っていくという体制をとってございます。そん

な中で特に関係の深い管理職を今回この後ろに出席してございますが、環境審

議会にも出席をさせていただいて、それによってご説明をし、またご質問もお

答えするという形で全体の取りまとめを図っていくというような、現状ではそ

んな体制になっております。 

○山村委員 

 わかりました。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 ほかにはございませんでしょうか。 

 

 議事７ 第１期中野区地球温暖化防止対策審議会の審議報告について  

○大沼会長 

 それでは、特にないようでしたら、次の議事の７番ですね、第１期中野区地

球温暖化防止対策審議会の審議報告についてに移ります。 

 事務局から説明をお願いします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、資料１３をご覧ください。第１期中野区地球温暖化防止対策審議

会の審議報告というものでございます。 

 これは昨年、平成２５年１２月に審議会から区長に提出されました審議報告

でございます。 

 最初に、９ページをご覧いただいてもよろしいでしょうか。９ページに資料

が載ってございます。まず、この審議会の委員さんの名簿が書いてございます。

ご覧いただきますと、今回の環境審議会と選出された団体あるいは委員のお名

前がある程度共通している部分がございます。先ほど申し上げました環境審議

会の方は環境基本計画や環境行政の大きな部分につきまして考え方をご議論い

ただくことでございますが、この新しく設けました地球温暖化防止対策審議会

では、こういった委員の皆様からより実践的な内容につきましてご提案や事業

の内容紹介などをいただいたというものでございます。 

 右の１０ページにございますとおり、平成２４年から５回の審議を経まして、
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区長に対しまして審議報告をいただいたというとこでございます。 

 それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、２ページをご覧くだ

さい。２ページにはじめにというのがございます。真ん中から下のあたりでご

ざいますが、この審議会でご審議いただきましたのは、中野区地球温暖化防止

条例で定めてございます地球温暖化を防止する４つの対策に係る制度のあり方

や仕組み、これが１点でございました。もう１点が、今後区が地球温暖化防止

対策として取り組むべき施策や事業について、この２点につきまして５回にわ

たり審議を行っていただきまして取りまとめをいただいたものでございます。 

 では、内容のご説明に入らせていただきます。３ページをお開きください。

ここが２でございますが、４つの対策の制度の仕組みやあり方につきまして、

主に事業者の委員の皆様からものが多かったんですけども、あるいは学識経験

者の委員の方からさまざまな事業の紹介や、それについてご議論をいただいた

というものでございます。 

 ３ページは、１、建築物の断熱性の向上のための措置についてということで、

（１）でございますが、環境に配慮した住宅の事例紹介、事業者としての環境

に配慮した取り組みということで、住宅メーカーからさまざまな状況につきま

してご紹介をいただいたというとこでございます。 

 また、下のほう、（２）でございますが、高断熱建築物につきまして、賃貸

を含めましてその利点の伝え方や普及策の検討につきましてご意見をいただい

たというとこでございます。 

 右の４ページをご覧ください。上でございますが、２、電気機械器具等の省

エネルギー化及び再生可能エネルギーを使用する設備の導入につきましては、

（１）省エネ機器や環境活動のご紹介ということで、主にエネルギー供給事業

者からそういった内容のご紹介をいただきました。 

 また、下の（２）太陽熱機器の設備効率につきましては、東京のエネルギー

については太陽熱で非常に大きいけれども、夏場においては無駄が多い。これ

については除湿や家庭用の導入について実現を目指していくというような内容

の報告を委員の中からいただきました。 

 また、５ページ目でございますけども、これは簡易型ビルエネルギー管理シ

ステムでございますけれども、東京都環境科学研究所の委員から簡易型ＢＥＭ

Ｓのご紹介をいただいたというとこでございます。 

 また、右の６ページ目でございます。３、環境物品等の選択及び環境物品等

に関する情報の提供につきましては、企業等が行ってる環境交流事業の紹介と

いうことで、例えば、自動車メーカーやエネルギー供給事業者から企業の森づ

くり、あるいは自動車メーカーでの社員参加型募金というような形での事業の

ご紹介を詳しくいただいたというものでございます。 
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 続きまして、７ページをご覧いただけますでしょうか。こちらが４、自動車

等の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制についてということで、主に電気自

動車カーシェアリング等につきまして自動車メーカーからさまざまな対応につ

きましてのご紹介をいただき、ご議論いただいたというものでございます。 

 以上、７ページ目までは主に先ほど申しましたとおり、事業者の委員の皆様

あるいは学識経験者の委員の皆様からさまざまな状況につきましてのご報告、

ご紹介、ご議論があったというものでございます。 

 ８ページをご覧ください。ここにつきましては４つの対策とはまた別に今後、

区が取り組むべき施策や事業についてということで、具体的なご意見を頂戴し

たものでございます。 

 １番のカーボン・オフセットにつきましては、１つ目でございますが、お金

はかかるけれども、ＣＯ２削減だけじゃなくて、環境学習、木材利用といった

付加価値にも注目しているということや、あるいは区民や民間事業者との環境

交流推進の必要性などのご意見をいただきました。 

 ２つ目では、カーボン・オフセットの効果を伝えていくことの大切さ、例え

ば区画に民間事業者の名をつけたり、区のホームページで民間事業者の植林活

動をＰＲするような仕組みも考えられるというようなご意見もいただきました。 

 また、３つ目では、クレジットの購入による方法もご提案をいただきました。 

 また、２番の中野区環境基金というのは現在設けられてございますが、これ

につきまして１つ目は、寄付を募るのであれば事業規模、目標額を明確にする

必要がある。２つ目としまして、寄付をいただいた方に情報提供や報告を行っ

てインセンティブをきちんと保つようにというようなご意見もいただいてござ

います。 

 また、３番目のなかのエコポイントでございますが、１つ目は参加登録世帯

数をふやすための工夫の仕方、また２つ目は環境商品の購入の仕組みにつきま

して、また３つ目は手軽さ、インセンティブ、また楽しさなどを柱にして考え

る必要があるというようなご提案いただいてございまして、これにつきまして

は先ほどご紹介しました第２次アクションプログラムの中に一部取り入れをさ

せていただきまして、また今年度から実施をしているものもございます。また、

この内容につきましては、今後の環境基本計画やその中でのアクションプログ

ラムの中で生かしていきたいというふうに思ってございます。 

 以上が２５年１２月に頂戴いたしました審議会の審議報告でございます。 

 この内容につきましては、一部は既に実施をしてございますけれども、今回

の環境基本計画の中でも十分取り入れていきたいと思ってございまして、この

環境審議会でのご審議の中でも十分ご参考にしていただけるというふうに思っ

てございます。以上でございます。 
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○大沼会長 

 昨年度までこうした地球温暖化防止対策の審議会ですね、この中にもこの審

議会に加わった、議論をされた方もあったと思いますが、非常に先進的なエコ

ポイントというのも含んだ対策になっていると、こういうふうに思います。 

 今のこの地球温暖化防止対策審議会の審議報告について、何かご意見やご質

問はございますでしょうか。 

井上委員。 

○井上委員 

 会長、一度じっくり読ませていただいてのほうがいいかと思います。今そう

いう意見出せと、ちょっと無理でしょう。 

○大沼会長 

 そうですね。 

 ご質問か何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、持ち帰られまして、また次の審議会のときに何かありましたらご

質問などされていただければと思います。 

 

 議事８ 環境行動・意識調査（区民・事業者）の概要について  

○大沼会長 

 それでは、議事の８番ですね、環境行動・意識調査（区民・事業者）の概要

に移ります。 

 事務局から調査の概要について説明お願いいたします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、お手元の資料１４番をご覧ください。夏場に予定してございます

環境行動・意識調査（区民・事業者）の概要でございます。 

 環境問題につきまして区民、事業者の皆様方にアンケートをとるということ

でございます。 

 １、調査目的でございます。本調査は、中野区民及び区内事業者の環境に対

する行動や意識の実態を把握いたしまして、環境基本計画並びに環境施策検討

のための基礎資料とすることを目的に実施するものでございます。 

 実施後は、この審議会にご報告いたしまして、答申に生かしていく、また私

どもの答申いただいた後の環境基本計画の素案の作成に生かしていきたいと思

ってございます。 

 ２、調査対象でございます。現時点の予定でございますが、（１）区民につ

きましては、中野区全域から区民で２０歳以上の男女個人ということで、標本

数としましては区民１，５００人の無作為抽出を考えてございます。（２）事

業者でございますが、これは区内全域の事業者の中から５００事業所を無作為
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抽出いたしまして、アンケートを行いたいと思ってございます。 

 ３、調査の概要でございます。調査方法は、郵送を考えてございます。 

 調査期間は、７月下旬から８月下旬頃で、設問数につきましては、８ページ

立てで２０問程度を考えてございます。 

 集計方法につきましては、単純集計を基本に実施をいたしまして、フェイス

シートもとりますので、より詳細に分析するためのクロス集計も必要に応じて

行いたいというふうに思ってございます。 

 この意識調査の内容につきましては、現在区のほうで検討してございまして、

次回の審議会のときにその案につきましてお示しをしたいというふうに思って

ございます。以上でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 これから調査を行うわけですけれど、これは概要なんですが、何かこの概要

についてご質問やご意見などございますでしょうか。 

 山村委員。 

○山村委員 

 済みません。ちょっとわかってないので単純に伺いたいんですが、こういう

調査というのは、過去もやってきて、何か時系列の比較を調査するためのもの

なのか、今この時点で、ですから以前やってるようなものと同じような質問項

目が入って以前との比較がなされるみたいなことの調査なのか、全くそれとは

違う今のこの時点で何か区民のありようをとにかく抽出していこうとしてるの

か、どういった考え方でこれがなされていくものなのかというのちょっとお尋

ねしたいと思いました。 

○大沼会長 

 事務局から、お願いいたします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 ただいまのお尋ねでございます。両方の部分があろうかと思ってございます。

現在あります環境基本計画を策定いたしましたときにも同じような調査はアン

ケート調査を行ってございまして、その中身を環境審議会にご報告し、また生

かしてきたという状況でございます。 

 その設問の中身につきましては、今、委員がおっしゃいましたとおり経年変

化がとれるようなものもあろうかと思いますが、また大きな状況の変化により

まして設問そのものの内容を変更したり、増やしたり、新しい項目を追加した

りといったことも必要かと思ってございまして、その場合には正確な意味の経

年変化がとれないものも出てくるかと思ってございます。それらのバランスが

とれたものにしたいというふうには思ってございます。 
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○大沼会長 

 ありがとうございます。 

 他に何かございますでしょうか。特にございませんか。 

 では、私から一つちょっとお聞きしたいんですが、２０歳以上の男女という

ふうに限っています。例えば子供とか２０歳未満の人の行動なんかも見てみる

のも、少しこの調査に加えてみるのもおもしろいんじゃないかなとは思うんで

すが、その点はどうなんでしょうか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 今回の調査では、お一人おひとりで責任持ってお答えいただけるというのは

成人ということで予定をしてございます。中野区の区政全体で行うようなこう

いったアンケートも基本的には２０歳以上ということでございます。 

 ただ、大沼会長がおっしゃいましたとおり、子供さんたち、将来を担ってい

かれる方でございますので、子供さんたちの意見のとり方、意識のとり方につ

きましては検討させていただきたいというふうに思いますが。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、本日の配付資料の説明はこれで全て終わりということですね。 

 特に全体を通して、もう一度何か質問やご意見というのはありましたら今こ

の場でおっしゃっていただけばと思います。 

○田中副会長 

 ありがとうございました。特に資料１１でこの中野区環境基本計画の改定を

行うということになると思います。そうすると中野区環境基本計画は、およそ

の組み立てがこの資料に出ているわけですが、今回の改定はどこまでさかのぼ

るのかというか、あるいはどこまで行うのか、そこらあたりは今現時点で事務

局のお考えのことがあったら、改定の範囲、もっと具体的に申しますと例えば

３ページ以降の区の環境像であるとか、あるいは４つの重点プロジェクトなど

整理されてて、それが体系的に４ページにたてりとなってます。ですから一案

として、例えばこの環境像、目標像ですね、エコシティなかのという、こうい

う理念のところまでさかのぼって見直しをするという考え方もあれば、一応こ

の理念は理念とした上で、このプロジェクトの中身、あるいはプロジェクトの

柱立てを今度仕上げるものなのか、そういうところを再度という考え方もあろ

うかと思います。それからもっと言えばこの４つのプロジェクトは、一応これ

はこれとして継承しながら、施策の柱ですかね、こういう４ページでいけば取

り組みの方向性について具体的に対策の分を見直しをするというそういうお考

えもあろうと思いますので、一つはこの計画の今回の改定のもくろみですね、

どこを考えるのか、これが１つ目の問題、お尋ねの点です。 
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 ２つ目は、諮問事項ですね。諮問事項で基本的な考え方と、それから盛り込

むべき事項ということになりますので、ある意味、文書で答申をするというこ

とになるわけなんですね。地球温暖化の審議会の答申の例など、資料１３か何

か出てたと思うんですが、基本的考え方を盛り込んだ事項ということになると

思いますが、そういう認識でいいのかどうかですね。計画の骨子であるとか、

あるいは枠組みとかそういうものまで示してしまうのか、あくまで考え方と盛

り込むべき事項にこの諮問に対応して答申に向かっての方向性といいますか、

到達点、それをどう考えるのかということ、これが２つ目の質問です。 

 ３つ目は、非常に具体的なことで申しわけないですが、資料７の申し合わせ

事項、これは私これで結構だと思いますが、実は審議会に出席できない場合の

取り扱いというのがあります。これは団体等から推薦された委員ということで

すが、この場合の団体等の推薦委員というのは、この事業、委員リストの中で

誰を指してるか、どの分を指してるのか。少なくとも私は例えば法政大学社会

学部という所属ですが、団体の承諾を得ているといえば得ているんですけども、

推薦されたわけじゃないんですね。恐らく個人の資格で来てるかなと思います

が、例えば具体的にほかの委員で事業者委員なんか多岐にわたっていますが、

どこあたりまでそういう委員のこと指すか、ちょっとこれも確認をさせていた

だきたいと思います。ちょっと長くなって恐縮ですが、３点で済みません。 

○大沼会長 

 どうですか、事務局。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 ３点のお尋ねでございます。 

 まず、どこまで遡るのかというお尋ねでございますけれども、諮問自体が先

ほど資料６でさせていただきましたとおり、改定に当たっての基本的考え方等

というふうに盛り込むべき事項等についてということでございますので、この

新しくつくる、今のものを改定してつくるという意味で全体というふうに考え

てございます。 

 資料８をちょっと改めてご覧いただきたく存じます。資料８は、審議会の開

催スケジュールということで、内容につきましては今後、会長とご相談してい

くことにはなりますけれども、例えば平成２６年度の第２回目、７月１８日予

定してございますが、ここでは国や東京都の動向や第２次アクションプランの

進捗状況の次に中野区の環境像、基本的考え方、見直しの方向といったことに

つきまして、事務局の案でございますが、こういったことにつきましてご議論

いただきたいというふうに思ってございますので、そして今、副会長がお尋ね

の環境像や４つのプロジェクトといったものも含めてご審議をいただきたいと

いうことで考えてございます。 
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 それから２番目のお尋ねで文書としての答申の中で、骨子あるいは枠組みま

でなのかといったことのお尋ねでございます。どのように答申をまとめていた

だくかということにつきましては、答申そのものは審議会のものでございます

ので、会長から委員の皆様にお諮りいただきまして内容まとめていただくとい

うものと思ってございますけども、私どもは中野区としての立場とこの審議会

のもとにございます事務局としての立場がございますので、その事務局として

の立場で審議会、会長のご指示に従いまして補佐をさせていただくというふう

なものでございますので、その指示に従いまして行いたいと思ってございます。 

 それから３番目のお尋ねでございます。委員のリストの中で資料２で申し上

げますが、先ほど審議会の運営上、申し合わせについての案の７の中で団体等

から推薦された委員はという、この団体等から推薦された委員とこのルールが

適用されない委員はどの違いかということでございます。具体的に申し上げま

すと、資料２で申し上げますと区民委員の中で６名いらっしゃいますが、上の

３名の委員が団体からご推薦いただいた委員という認識でございます。下の３

名の委員の方は、個人としてお願いをしたという認識でございます。それから

事業者委員９名の方につきましては、全てその右に書いてございます団体等か

らご推薦をいただいたという認識でございます。それから学識経験者委員４名

の方につきましては、上の３名の方が個人としてお願いをしたという認識でご

ざいまして、一番下の藤原委員は環境科学研究所にご推薦お願いしていただい

た委員という認識でございます。ですので結論的には区民委員の方の下の３名

の方と学識経験者の上の３名の方が個人としてお願いした、それ以外の委員さ

んは団体等にお願いしたということでございますので、いわゆるルールの適用

があるという考え方で思ってございます。 

○田中副会長 

 わかりました。 

○大沼会長 

 よろしゅうございますか。 

○田中副会長 

 いいです。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。何か他にございませんか。 

 それでは、他にご意見がないようでしたら、配付資料の説明と意見の交換と

いうのはこれで終了といたします。 

 

 議事９ その他  

○大沼会長 
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 それでは今回の議事録は、申し合わせでもお話しいたしましたけれども、事

務局から委員の皆さんに案を送付いたします。それでそれをご確認いただいた

上で作成していきますので、皆さんにはご協力をお願いしたいと思います。 

 では、続いて、事務局から次回の日程について提案をお願いいたします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 次回の日程でございますが、先ほどの配付資料８でお示しいたしましたが、

７月１８日金曜日の午後３時から５時までを予定してございます。場所は、区

役所の会議室で考えてございます。また日にちが近づきましたら改めてご通知、

ご連絡申し上げますが、委員の皆様には現時点でのご予定を入れていただきま

すようにぜひともお願いを申し上げます。以上でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 今、事務局からお話がありましたように、次回の審議会は、７月１８日金曜

日の午後３時からです。どうぞよろしくご出席のほどお願い申し上げます。 

最後に、事務局から事務連絡をお願いします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 恐れ入ります。事務局から事務連絡を２点ほどさせていただきますので、お

聞きいただいてよろしいでしょうか。 

 本日は、ありがとうございました。 

 今回の開催通知は郵送をさせていただきましたが、今後、この開催通知等に

つきましてはメールアドレスをいただいている方につきましてはメールでお願

いをしたいと思ってございますので、ご了承をお願いいたします。 

 メールアドレスいただいていない方あるいはメールでは支障があるという委

員につきましては、郵送等の対応させていただきますので、事務局までお伝え

いただければと存じます。 

 それから２点目でございます。本日皆様にお配りをいたしました資料でござ

いますが、その中には次回以降も使うものがございます。環境のこともござい

ますので、紙の節減のために必要な資料につきましては、また開催通知等でご

連絡をいたしますので、大変お手数ではございますが、この資料につきまして

はお手持ちをいただきますようにお願い申し上げます。特に配付資料の９番か

ら１３番につきましては、毎回のように参考にして使っていただくということ

が想定されてございます。配付資料の９から１３につきましては、大切にお持

ちいただきますようにお願いを申し上げます。 

 事務局から以上２点でございます。 

○大沼会長 

 以上をもちまして、第１回中野区環境審議会を閉会させていただきます。ど
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うも皆さん、ありがとうございました。また７月によろしくお願いいたします。 

（閉会） 


