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第２回中野区環境審議会 議事録 

 

１ 日時 

  平成２６年７月１８日（金） 午後３時～午後５時１０分 

 

２ 場所 

  区役所 議会棟４階 第１委員会室 

 

３ 次第 

《 第１部 委嘱式 》 

委嘱状交付 

《 第２部 中野区環境審議会 》 

議事 

１ 国、東京都及び中野区の動向について 

２ 中野区環境基本計画第２次アクションプログラムの進捗状況について 

３ 中野区環境基本計画改定の基本的な考え方等について 

４ 「環境」に関するアンケート調査の実施について 

５ 2011年度温室効果ガス排出量（推計）算出結果について 

６ 中野区基本構想及び新しい中野をつくる10か年計画改定方針について 

７ その他 

 

４ 出席者 

（１）出席委員（15名） 

   会長 大沼あゆみ、副会長 田中充、大野道髙、髙橋登志子、佐々木直

巳、関口俊夫、井上於菟、中井敏雅、赤星義彰、鳥羽修平、荻原和也、 

田辺謙二、堤健一、山村宜之、藤原孝行 

（２）欠席委員（５名） 

   小野光、明石浩一、田中淳正、福嶋豊、伊香賀俊治 

（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（10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）         田中 謙一 

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 

   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２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 国の動向 

資料４ 東京都及び中野区の計画等の推移 

資料５ 中野区環境基本計画 第 2 次アクションプログラム 

平成 25 年度実績及び今後の予定調査結果 

資料６ 中野区環境基本計画改定の基本的な考え方等について 

資料７ 「環境」に関する区民アンケート 

資料８ 「環境」に関する事業所アンケート 

資料９  2011 年度温室効果ガス排出量（推計）算出結果について 

資料 10 中野区基本構想及び新しい中野をつくる 10 か年計画改定方針 

各種パンフレット 

① なかのエコポイントＣＯ２削減コース用チラシ 

② エコマークを集めてなかのエコポイントをもらおう！ 

（エコマーク台帳） 

③ 「中野の森」づくりに参加しよう！～環境基金への寄付募集中！～ 

④ はじめよう！なかのエコチャレンジ（家庭版） 

 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/472000/d012912_d/fil/140605_leaflet.pdf
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 第１部 委嘱式  

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、始めさせていただきたいと思います。 

 本日は、お暑い中、ご出席をいただきましてありがとうございました。私は

環境部地球温暖化対策担当副参事の鳥井でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 本日は、審議会に先立ちまして、委員の委嘱式を執り行いたいと存じます。 

 まず、お手元にお配りしております配布資料でございますが、資料１の第４

期第２回中野区環境審議会の次第、それから資料２の第４期中野区環境審議会

委員名簿をご覧いただけますでしょうか。委員の名簿につきましては、５月の

第１回の審議会でお配りをしてございますが、今回、新たに委嘱を行う委員さ

んがいらっしゃいますので、改めて名簿を作成してございます。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ます。 

 本日の予定としましては、まず、委嘱式を行いまして、その後、環境審議会

の開会へと進めさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、早速ですが、第４期中野区環境審議会の委員の委嘱式を行います。 

 委嘱状でございますが、区長にかわりまして小谷松環境部長からお渡しをい

たします。まず、最初に、赤星義彰様、その場でお立ちいただいてもよろしい

でしょうか。 

  

＜ 環境部長から赤星委員に委嘱状の交付 ＞ 

 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、今回から新たに委員になられる方の委嘱を行います。 

 このたび、中野区立中学校ＰＴＡ連合会より、佐々木様のご推薦をいただい

てございます。佐々木直巳様、その場でお願いいたします。 

 

＜ 環境部長から佐々木委員に委嘱状の交付 ＞ 

 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 よろしくお願いいたします。 
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 なお、小野委員につきましては、後日、委嘱状をお渡しする予定でございま

す。 

 以上をもちまして、委員の方への委嘱状の交付を終了いたします。 

 今の２名の方には、後ほど簡単な自己紹介をお願い申し上げます。 

 これによりまして、本日から中野区環境審議会の委員数は20名、定足数どお

りとなりましたので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これから審議会へと進めさせていただきます。大沼会長、よろし

くお願い申し上げます。 

 

 第２部 中野区環境審議会  

○大沼会長 

 皆さん、こんにちは。非常に蒸し暑い中、今日ご参集いただきましてありが

とうございます。それでは、ただいまより第２回中野区環境審議会を開催いた

します。 

 本日、小野委員、田中淳正委員、福嶋委員、伊香賀委員より欠席の連絡を受

けております。現時点でのご出席の委員は15名です。 

定足数は委員数20名の半数の10名ですので、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、有効に成立していますことをご確認願います。 

 それでは、まず、本日委嘱されました委員をご紹介いたします。２名の委員

の方は、お名前と所属団体などの自己紹介を簡単にお願いいたしたいと思いま

す。赤星委員から、お願いいたします。 

○赤星委員 

 東京商工会議所中野支部を代表して参加いたしました赤星と申します。 

 東京商工会議所では、建設分科会に所属しておりまして、私個人といたしま

しては、建築設計事務所を営んでおります。環境には非常に仕事柄も興味がご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、佐々木委員、お願いいたします。 

○佐々木委員 

 皆様、初めまして。中野区立中学校ＰＴＡ連合会から選ばれて来ました、現
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中野区立第三中学校のＰＴＡ会長の３期目をさせていただいております、佐々

木直巳と申します。 

 自宅は東中野の山手通り沿いにありまして、あの長い工事をずっといろんな

ことや何かに苦しみながらいた経緯もございます。個人的に仕事のほうは、小

さな会社で独立しておりまして、実はいろんな環境関係の調査とか、アンケー

ト調査とか、それから官公庁からも委託業務等をさせていただいている会社に

勤めております。少しでもお力になれればと思いまして、ひとつよろしくお願

いいたします。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 以上で委員の紹介を終了といたします。 

 ここで、事務局から連絡事項がありますのでお願いいたします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは事務局から、審議会に出席いたします職員の人事異動についてご報

告させていただきます。 

 ただいまご覧いただきました資料２の名簿の裏面をご覧いただけますでしょ

うか。これは本日現在の環境審議会の事務局の職員及び審議会に出席いたしま

す職員の名簿を印刷してございます。７月16日付の人事異動がございまして、

審議会出席職員のうち、行政監理担当副参事が交代いたしましたので、紹介を

させていただきます。 

  

＜ 経営室副参事（行政監理担当）の紹介 ＞ 

 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、配布資料の確認を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） 

 本日の配布資料の確認をさせていただきます。 

 資料１と資料２は、先ほど確認させていただきました。資料３といたしまし

て、国の動向ということで、Ａ３のものを折ったものと、それからクリップ留

めの資料が下についてございます。それから、次が資料４でございまして、同
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じくＡ３のものを折ったものと、クリップ留めがしてございます。それから、

資料５でございますが、Ａ３のものを折ってございますが、中身は中野区環基

本計画 第２次アクションプログラムの平成25年度実績及び今後の予定調査結

果でございます。続きまして、資料６でございます。中野区環境基本計画改定

の基本的な考え方等についてという資料でございます。その裏にＡ３の別紙が

ついてございます。続きまして、資料７でございます。「環境」に関する区民

アンケートでございます。続きまして、資料８、「環境」に関する事業所アン

ケートでございます。続きまして、資料９、2011年度温室効果ガス排出量（推

計）算出結果についてということで、ぺらとホッチキス留めのものがクリップ

留めしてございます。続きまして、資料10、中野区基本構想及び新しい中野を

つくる10か年計画改定方針というものでございます。 

 その下にパンフレット類がございまして、クリップ留めしてありますが、

「なかのエコポイントＣＯ２削減コース用チラシ」、それから「エコマークを

集めてなかのエコポイントをもらおう！」、それから「「中野の森」づくりに

参加しよう！」というもの、それから「はじめよう！なかのエコチャレンジ

（家庭版）」がございます。それから、缶バッジが一つずつ机の上にあろうか

と思います。これにつきましては、後ほどご説明をさせていただきます。 

 以上、事務局からは10点の資料とパンフレット類、それから本日の座席表を

お配りしてございます。足らない資料などございますでしょうか。よろしいで

しょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、以上でございます。 

 

議事１ 国、東京都及び中野区の動向について 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、資料１の次第に従って議事を進めさせていただきます。 

 まず、議事の１番は、国、東京都及び中野区の動向についてです。事務局か

ら資料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） 

 まず、資料３をご覧ください。ちょっと座らせていただきます。 

 資料３、Ａ３のものを折り込んでございますのでお開きいただけますでしょ
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うか。これは、環境関係、地球温暖化関係の国の動向につきまして、平成20年

から25年以降につきましてまとめさせていただいたものでございます。 

 真ん中の平成23年には東日本大震災、原子力発電所事故がございましたので、

そのことは書かせていただいております。 

 最初に、下のほうの世界の動きのほうからご説明をさせていただきます。 

 一番左のところでございますが、国連気候変動枠組条約の採択、これが平成

４年５月にございまして、その後、平成９年12月に京都議定書の採択というこ

とになってございます。この京都議定書の採択によりまして、その右のほうに

京都議定書第一約束期間というのが書いてございますが、2008年から2012年と

いうことで、温室効果ガスの削減目標といたしましては、1990年比で６％とい

うふうになってございます。その下に、国連気候変動サミットが書いてござい

ますが、ここで日本が25％の削減ということを表明したということが、この期

間にはございました。 

 右のほうに参りまして、京都議定書の第二約束期間、2013年から2020年がご

ざいますが、日本は参加しないことを表明してございます。その下に、COP19、

平成25年11月の、国連気候変動枠組条約の締約国の会議でございますけども、

ここで日本は新たな温室効果ガスの削減目標ということで、平成32年度までに

平成17年度比で3.8％削減というのを表明してございます。また、2020年以降

の京都議定書にかわる新たな枠組みにつきましては、平成27年のCOP21までに

採択される予定ということになってございます。 

 その右には、平成26年４月に、いわゆるIPCCの第５次評価報告書などが既に

発表されてございまして、その中で第３作業部会の報告書のことを書かせてい

ただきましたが、このまま本格的な温室効果ガスの抑制に取り組まないと、世

界の平均気温は最大4.8度上昇すると。もし２度以内を目指すならば、2050年

までに2010年比で最大70％の削減を実現し、今世紀末までにはほぼゼロかマイ

ナスにする必要があるというふうなことが報告をされてございます。これが最

近の世界の動きということでございます。 

 上の欄が国内の動きになってございます。左のほうからでございますが、平

成10年には地球温暖化対策推進法が制定されてございまして、国、地方自治体、

事業者、国民が一体となっての取り組みについて定めてございます。 

 それから、右に参りまして、平成21年９月でございますが、温室効果ガスの
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削減目標ということで、25％の削減ということを掲げ、また、チャレンジ25キ

ャンペーンといったものを展開したということでございます。その下には、京

都議定書の第一約束期間の削減目標の達成ということも書いてございます。こ

れにつきまして、排出量は増になってございましたが、京都メカニズムのクレ

ジットを加味ということや、森林吸収効果などがございますので削減は達成さ

れたということが発表されてございます。 

 その後、大震災等ございまして、平成24年度の上のほうでございますが、第

４次環境基本計画の策定がございまして、この中では2050年までに80％の温室

効果ガス排出削減を目指すということが書かれてございます。また下のほうで

ございますが、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の開始、平成24年

７月でございました。 

 その後、平成25年に入りまして、上のほうでございますが、当面の地球温暖

化対策に関する方針が出てございます。この中では京都議定書の第一約束期間

が終わったということを受けているわけでございますが、新しい削減目標は

COP19までにゼロベースで見直すこと。また、京都議定書にかわるものとしま

して、地球温暖化対策計画の策定、それまでの間は、同等以上の取り組みの推

進ということで方針が出てございます。その下、これを受けまして、地球温暖

化対策推進法の改正が行われてございます。その下に、新たな温室効果ガスの

削減目標というものが11月に発表されてございますけども、内容的には平成32

年度までに平成17年度比で3.8％の削減をすると。これにつきましては、原子

力発電による温室効果ガスの削減効果を含めずに設定した現時点での目標とい

うことで出されてございまして、今後はエネルギー政策やエネルギーミックス

の検討の進展を踏まえて見直し、確定的な目標を設定するというふうに発表さ

れてございます。 

 平成26年度でございます。その後、今年の４月でございますが、エネルギー

基本計画の閣議決定がされてございます。内容は多岐にわたりますが、一つは

原子力を、安全性の確保を大前提に、エネルギー需給構造の安定性に寄与する

重要なベースロード電源と位置付けるとともに、依存度は再生可能エネルギー

の導入などで可能な限り減らすというふうに表明されてございます。なお、再

生可能エネルギーにつきましては、2013年から３年程度、導入を最大限に加速

していき、その後も積極的に推進していくというような方針が出されてござい
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ます。その下に、気候変動キャンペーン、Fun to Shareのことが書いてござい

ます。平成26年３月でございますけども、最新の知恵をみんなで楽しくシェア

しながら、低炭素社会をつくっていこうという合い言葉でございまして、企業、

団体、地域社会、国民一人ひとりが連携しまして、豊かな低炭素社会づくりに

つながるような情報、技術、知恵を共有しまして、ライフスタイルを変えてい

こうということで、そういった取り組みがされてございます。 

 以上が、ここ10年程度の国等の動向をまとめたものでございます。 

 その下には、環境省のものとか、Fun to Share、IPCCの報告のコピーがつけ

てございますので、後ほどお読み取りをいただければと存じます。 

 続きまして、資料４をお開きいただけますでしょうか。資料４は東京都及び

中野区の計画等の推移ということでまとめさせていただいてございます。 

 上のほうに東京都の計画等の推移がございますので、ご覧いただけますでし

ょうか。まず、一番左からでございますが、平成20年３月に、東京都の環境基

本計画が定められてございまして、この中ではやはり温室効果ガス25％削減と

いうことが書いてございました。 

 それから上のほうに行きまして、平成22年４月でございますが、大規模事業

所を対象に、温室効果ガスの排出総量の削減義務、排出量取引制度というもの

が東京都において義務づけがされてございます。 

 その後、平成23年12月、大震災後でございますが、「2020年の東京」計画が

出まして、さまざまな状況がございますけども、大震災後の新たな状況に対し

て、日本の再生と東京のさらなる進化を目指したということが書いてございま

す。これにつきましては、その右下の平成25年１月からアクションプログラム

ということで、平成27年度までの計画、これが立てられてございます。 

 その左のほう、平成24年５月でございますか、東京都省エネ・エネルギーマ

ネジメント推進方針というのが出されてございまして、この中では低炭素と快

適性と防災を同時に実現するスマートエネルギー都市ということの取り組みの

推進が表明されてございます。 

 その後、平成26年に入りまして、少し下のほうにございますが、東京都の省

エネルギー目標というものが今年３月に発表されてございまして、この中では

2020年までに東京のエネルギー消費量を2000年比で20％削減するということが

表明されてございます。これは先ほどの平成20年の環境基本計画と点線の矢印
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で描かせていただいておりますが、東京都の環境基本計画では温室効果ガス

25％削減ということでございましたが、今年３月に出たものはエネルギー消費

量に着目したものになってございます。これにつきましては、ここに書いてご

ざいますが、特に電気のＣＯ２の排出係数の変化がございまして、都民や事業

者の努力がなかなか見えにくい状況がございますので、エネルギー消費量その

ものに着目をして、見えやすい形で対策に取り組もうというような考え方にな

ってございます。 

 それから、その下のほう、中野区の計画等の推移についてご覧いただけます

でしょうか。一番左でございますが、平成20年５月に現在の中野区環境基本計

画が策定されてございまして、ＣＯ２の削減目標は約10％ということになって

ございます。その右下にアクションプログラムが書いてございますが、これを

平成20年度から平成22年度の３年間実施をしてございます。 

 それから、その上に、新しい中野をつくる10か年計画（第２次）がございま

すが、これが現在生きておりまして、改定に入ったものでございますけども、

この中では15％の削減目標ということで環境基本計画よりアップした形で目標

を掲げました。 

 それから下に参りまして、第３期の中野区環境審議会でございますが、これ

は環境基本計画に基づきまして、平成20年から22年まで地球温暖化防止条例を

つくるに当たって、それに盛り込むべき主な事項等についてご審議をいただい

たというところでございます。これを踏まえまして、その上のほうに矢印が描

いてございますが、平成23年７月に中野区地球温暖化防止条例の制定をしたと

いうことでございます。 

 この条例の制定を受けまして、その下でございますが、審議会の設置をして

ございます。第１期中野区地球温暖化防止対策審議会、これを初めて設置をい

たしましてご審議をいただきました。この中では、「中野区地球温暖化防止条

例で定めている４つの対策に係る制度のあり方やしくみについて」と、それか

らもう一つ、「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」の２つの事項につきましてご審議をいただき、昨年12月に審議報告

を区長宛てに提出をされたというところでございます。この審議報告書につき

ましては、５月のこの審議会でお配りをしてございます。 

 その右上に参りまして、そのご意見を反映いたしまして、環境基本計画の第
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２次アクションプログラムというものを平成25年度から平成27年度の３年間で

策定をいたしました。以上がこれまでの状況でございます。 

 その右に参りまして、一番上からでございますが、中野区基本構想及び新し

い中野をつくる10か年計画の改定の検討が始まりました。計画期間は平成28年

度からの10年間を想定してございます。その下に、中野区環境計画の改定に係

る検討開始ということで、この整合を図っていくということを考えたところで

す。これにつきましては、その一番下でございますが、この第４期中野区環境

審議会を５月から始めさせていただきまして、中野区環境基本計画の改定に当

たっての基本的な考え方、それから同計画へ盛り込むべき事項等について審議

をいただいているという状況でございます。この後、この答申をいただくとい

うふうな流れになってございます。 

 その下に、少し資料をつけさせていただいております。これは東京都の環境

基本計画や「2020年の東京」計画全体概要、東京都省エネ・エネルギーマネジ

メント推進方針、東京都省エネルギー目標の資料でございますので、後ほどお

読み取りをいただければと存じます。 

 国、東京都、中野区の計画の動向につきましての資料のご説明は以上でござ

います。よろしくお願いいたします。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 今の説明について、何かご質問等はありますでしょうか。よろしいですか。 

 では、私からちょっと確認を１点だけ。IPCCの、さっきありましたIPCCの説

明が、今年の４月に出たというところなんですが、最後のところで世紀末には

ほぼゼロかマイナスにする必要があると。マイナスっていうのは、これどうい

うことをイメージしてると理解すればよろしいですか。大気中から吸収して、

それを排出量より多くするっていう、そういうことですか。 

○田中副会長 

 人工的に強制的に吸収させていくということでしょうか。そうですね、吸収

が森林と海洋で、両方で吸収されます。その吸収量以下、吸収量より排出量を

下げるということかと思います。 

○大沼会長 

 排出量を下げるということですか。 
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 ちょっと多分、非常にわかりにくいと思うので、ここは補足されたほうがい

いんじゃないかと思うんです。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 今、田中副会長のほうからちょっとご説明いただいたんですけども、済みま

せん、ここには特別に書いてございませんで申しわけございませんでした。ゼ

ロはゼロということで、マイナスにつきましては、吸収努力のほう、森林等も

含めてかと思いますが、そういった意味での排出量をマイナスにしていくとい

うような理解かというふうには思ってございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

排出量をマイナスにするということですね。非常にそういう意味では野心的

なものなわけです。ぜひ補足されていただければと思うんです。  

 それでは、他にご質問がないということですので、次の議事に移りたいと思

います。 

 

議事２ 中野区環境基本計画第２次アクションプログラムの進捗状況について 

○大沼会長 

それでは、議事２番、中野区環境基本計画 第２次アクションプログラムの

進捗状況についてに移ります。 

 事務局から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５をご覧いただけますでしょうか。先ほどご説明い

たしました中野区環境基本計画 第２次アクションプログラム、これは資料に

つきましては第１回審議会でお配りをしてございますけども、これが平成25年

度からの３年間の計画ということで、平成25年度の実績が出てございます。ま

た、今後の予定等について確認いたしましたので、そのご報告の資料でござい

ます。 

 資料５の表をご覧いただきますと、左のほうに（１）、（２）と書いてござ

いますが、これに沿いまして主なところについてご説明させていただきます。 

 （１）環境エネルギープロジェクトにかかわるアクションプログラムは８つ

ございまして、②太陽光発電機器の設置（小中学校）でございますけども、こ
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れにつきましては、平成25年度、中野中学校を予定してございますが、実際、

中野中学校に太陽光発電機器を設置しオープンをしてございます。右のほうに

は今後の予定を書いてございます。改修改築にあわせて設置を検討していくと

いう状況でございます。 

 それから④なかのエコポイントによる家庭のＣＯ２削減の取り組み促進とい

うところでございますけれども、これにつきましては、目標2,000世帯という

ことでやってございましたが、現在1,400幾らというような世帯数にとどまっ

ている状況でございまして、これにつきましては、後ほどまたチラシ等のご説

明をさせていただきますが、環境イベント等での参加の勧誘、それを強化いた

しまして、現在、参加登録世帯数も増やしてきているという状況にございます。 

 それから、下のほうに参りまして⑧区管理街路灯のＬＥＤ化でございます。

これにつきましては、目標100％完了予定でございましたけれども、平成25年

度に6,377基ということで完了したところでございます。 

 それから、（２）みどりを守り自然を活かすプロジェクトのほうでございま

す。①みどりのカーテン・屋上緑化・校庭芝生化など環境教育の推進のところ

でございますけども、実績といたしましては、小・中学校に設置されている緑

のカーテン、屋上緑化、校庭の芝生化などを通じて、児童生徒の環境教育を行

ったということでございます。 

 それから、②カーボン・オフセット事業による森林整備・植林活動でござい

ます。これにつきましては、平成25年度に事業スキームの策定をいたしまして、

連携自治体としまして群馬県みなかみ町の選定がございまして、実施の準備を

行いました。右のほうに行きますと、平成26年度にみなかみ町と協定を結んで、

年間３ha、約6,000本、５年間植林を行うという計画をつくって始めてござい

ます。後ほど、またパンフレットでご説明いたします。 

 それから、⑤公園緑地などの増加というところがございます。平成25年度の

目標としましては、４つ書いてございます。南部防災公園の整備、本町５丁目

公園整備、中野四季の森公園拡張の整備、用地取得ですね。それから鷺の宮調

整池上部多目的広場整備の整備工事等を行いますけども、いずれも目標どおり

達成してございまして、右にございますとおり、今後、またさらに進めていく

という状況になってございます。 

 裏面２ページをご覧いただきますでしょうか。左側、（３）環境に配慮した
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快適なまちづくりプロジェクトでございます。 

 上のほうから、まず①なかのエコポイントによる環境商品の購入促進でござ

います。目標2,000世帯で、実績としましては環境商品コースの事業スキーム

というものを策定してございまして、右のほうの平成26年以降の見通しという

ことで、５月から開始をしたとこでございます。後ほどチラシにつきましてご

説明をさせていただきます。 

 ②カーボン・オフセットにつきましては、これにつきましては、もう既に開

始をしてございます。後ほどご説明させていただきます。 

 ③省エネ行動の推進につきましては、ちょっとお読み取りいただきたいんで

すが、さまざまな環境、地球温暖化に関する啓発活動を行っているということ

でございます。 

 ④ペットボトル破砕回収機による効率的な回収の増加でございますけども、

平成25年度80トン、10台という目標を掲げまして、実績としましては103トン、

９台というふうになってございます。平成26年度のほうは、またさらに回収量

を増やし、設置台数も増やしていくということで現在取り組んでございます。 

 それから、⑤、⑥ということで、資源回収量の増加、それからプラスチック

製容器包装回収の実施がございますけども、これらにつきましては、目標を下

回っているところがございますが、理由が書いてございますが、容器の軽量化

や紙の電子化等が進み、あるいはプラスチック製容器包装も薄くなっており、

容量も減っているということもございまして、そういった影響があって回収量

が減少しているという状況でございます。 

 それから、（４）区役所の二酸化炭素排出ゼロプロジェクトでございます。 

 ②区有施設の太陽光発電機器の設置推進でございますけども、これにつきま

しては、平成26年度以降、南中野区民活動センターや南部すこやか福祉センタ

ーというとこで予定をしてございます。 

 それから、③ＣＯ２排出量の少ない自然エネルギーを活用した電力の調達推

進でございますけども、平成25年度は区立保育園４園実施をしてございまして、

平成26年度以降はさらに９施設を追加していくということで、今年の４月実施

になってございます。 

 それから、下に（５）その他がございますけれども、商店街街路灯のＬＥＤ

化促進ということがございまして、これはアクションプログラムの計画にはな
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かった内容でございますが、平成26年度予算編成の中で500基分ということで

予算を立てまして実施をしているということでございます。これは区の街路灯

ではなく、商店街で設置をされていらっしゃる街路灯のＬＥＤを促進していく

というものでございます。 

 以上がこの第２次アクションプログラムにつきましての平成25年度の実績と

今後の予定でわかっているものにつきましての調査結果でございます。 

 それから、恐縮でございます。この流れの中で、今日配布した資料の一部に、

パンフレットにつきましてご説明をさせていただきたいと思います。 

 資料の一番下のほうにカラー刷りのパンフレット類が固まっているかと思い

ます。一番上に「なかのエコポイントのＣＯ２削減コース」のチラシがござい

ます。これはちょうど平成23年７月、初めて電力が非常に危機になったときに

始まったものでございまして、中身としましては、各ご家庭で節電、それから

その後、都市ガスも入りまして、節電、節ガスに取り組んでいただいて、その

１年前の量と比較して、減らした量に応じてＣＯ２算定をいたしまして、ＣＯ２

で言いますと１キログラムあたり10ポイントになるんですが、そういったポイ

ントを差し上げるという制度でございまして、中野区独自のものでございます。

現在、参加世帯がまだ1,400程度にとどまってございますので、2,000世帯を目

指しましてご参加をいただくようにしていきたいと思ってございます。 

 それから、その下に、「エコマークを集めてなかのエコポイントをもらお

う！」というＡ４のチラシがございます。これはエコポイントにつながるもの

ですが、節電、節ガスではなくて、エコマーク商品を購入していただいて、そ

のマークを集めて、裏側が張る台帳になってございますけども、こういった形

で集めていただきます。これだけでもいいですし、ご家庭での節電、節ガスの

ＣＯ２削減コースに加えていただいてもいいということで、今年の５月から始

めさせていただいております。もちろんご家庭ではこの台帳かと思いますが、

団体で集めていただいてる、あるいはオフィスなどではたくさん文房具などエ

コマークのついたものをご購入される場合もあると思いますので、その場合に

は張っていただく必要はございませんので、レシート等お持ちであれば、商品

の購入数を書いていただければポイントになるという形で５月から始めてござ

います。 

 それから、その下に、「「中野の森」づくりに参加しよう！」というリーフ
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レットがございます。表に写真がございますけれども、これが群馬県みなかみ

町の牧場跡地の中野の森でございまして、ここには載っておりませんが、既に

6,000本の植林を４月に終えたとこでございます。現地には、この中野の森プ

ロジェクトと書いた看板が設置をされてございまして、５年間でこれから

30,000本の植林をして自然林に戻していきたいというとこでございます。 

 これにつきましては、環境基金という中野区の基金からお金を使っておりま

して、今年度でいいますと600万円ほど使うんですけれども、その環境基金へ

の区民、事業者の皆様の寄付募集というところでお開きいただけますでしょう

か。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとコースをつくってございます。Ａが「Ｍｙ記念」コース

といいまして、１口1,000円でございますが、皆様の人生の節目、結婚、出産、

還暦、入学、卒業、いろいろとお祝い事があるかと思いますが、その機会を捉

えて植樹証明書という形で、現地の写真やその記念の内容を書いた証明書を発

行し、また、お手元にお配りしました缶バッチも、これも差し上げるというも

のでございます。 

 Ｂは「ワンコイン」コースということですが、子供さんのお小遣い等でお出

しいただけると思いますが、１口500円ということでの寄付をいただくもので

ございます。缶バッチを差し上げております。 

 右上のＣコースにつきましては、「中野の森パートナー」コースということ

で、現地に名称看板を設置ということで、１区画1,250平米でございますが、

５年間で75万円のお約束をいただきまして、現地に看板を設置し、また、植林

は区でいたしますけども、植栽体験なども費用別途でできるというものでござ

います。 

 Ｄの「中野の森づくり貢献協賛店」コースにつきましては、これは商店等で、

例えば売り上げの0.1％を環境基金に寄付しますとか、あるいはこの商品は環

境基金分、寄付分を上乗せして、例えば100円を乗せて販売しますというよう

なものを設定していただきまして、実際、後ほどいただくと。そのかわり、区

のほうからは、そういう環境貢献の協賛店であるというプレートをお渡ししま

して、店に掲げていただくというような仕組みを考えてございます。裏面には、

その寄付の申込書というふうについてございますので、よろしければお願いし

ます。 

 それから次が、「はじめよう！なかのエコチャレンジ（家庭版）」というの
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で、これは区のいろいろな施設にもお配りしてございますし、あと小・中学校

を通じて、ほとんどの区立小・中学校でお使いいただいているものでございま

す。お開きいただきますと、地球温暖化の深刻化の状況や、あるいは私どもの

ＣＯ２を出している量、または国民１人当たりの量、あるいは右下のほうでは

中野区でどれぐらい出ているのかといったことについても書いてございます。 

 お開きいただいて、３ページ以降は子供さんを中心に、各ご家庭で節電、節

ガス等の省エネ等の活動、行動をしていただくということで、それらを記録す

るとどれぐらいのＣＯ２を減らしたのかということが５ページ、６ページでわ

かるというようなものになってございます。ほとんどの区立小・中学校で採用

いただいてございますので、今後もこれを継続してまいりたいというふうに思

ってございます。 

 リーフレット類のご説明は以上でございます。 

 第２次アクションプログラムの進捗状況につきまして、何かございましたら

関係の管理職も全て出席してございますので、ご質問等いただければと思いま

す。以上でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 今の説明について、何かご質問等はございますでしょうか。 

○中井委員 

 よろしいですか。 

○大沼会長 

 中井委員。 

○中井委員 

 ２つお願いします。一つは、第２次アクションプログラム（４）のところで、

ＣＯ２排出量の少ない自然エネルギーを活用した電力の調達を推進というとこ

ろの保育園で実施ということは、具体的にはどういうところから電力を買われ

ているかを教えていただきたいのが１点目です。 

 それから２つ目は、このパンフレットの中で、２ページ目で日本のＣＯ２排

出量が世界で５番目、１人当たりの排出量が４番目に多いと書かれているので

すけれど、これは事実でしょうか。ちょっと何かデータに、これは2011年と書

かれているのですが、もっと現実的には多い国がたくさんあったように思い、
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ちょっとここがひっかかってるところです。例えばオーストラリアとかカター

ルとか、中東の国々のところも排出量としては多かったと思うのですが、この

２点、お願いします。 

○大沼会長 

 事務局から、よろしくお願いします。 

○経営室副参事（施設担当） 

 １点目でございますが、いわゆるＰＰＳでございまして、調達元といたしま

しては、一つは東京エコサービス、これは23区の一組という清掃事業ですね、

ここからのいわゆるごみの燃焼による熱源、それから電力を調達して、そこか

ら私どものところに入ってくるというのが１点と、それからもう一つは、出光

興産、これがプレミアムグリーンパワーという会社をつくっていまして、そこ

から比較的、多分、現在の中では一番ＣＯ２の排出係数が低いんですけども、

この２つから調達をしてございます。それで、なお現在、平成26年４月１日で

もって41施設、これは学校と、それから区有施設と、他の区有施設ですね、こ

れらを合計して41施設を対象に現在ＰＰＳから調達をしているということでご

ざいます。 

○中井委員 

 すみません、ついでで申し訳ないのですけれど、そのＰＰＳで、今は現実的

には単価というか、キロワットアワーはいくらぐらいで購入されていることに

なっているのですか。 

○経営室副参事（施設担当） 

 はい。東京エコサービスの基本料金が1,234円ということですね、あと、そ

れにそれぞれ使用料にかかってきます単価が、夏季が17円13銭、それからその

他の季節でいきますと15円99銭ですね。それからプレミアムグリーンパワーに

つきましては、基本料金が1,651.1円でございます。それで夏季が16円79銭、

その他の季節が15円67銭でございます。以上です。 

○中井委員 

 はい、わかりました。どうもありがとうございました。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 ２番目のご質問でございますけども、なかのエコチャレンジ（家庭版）の２

ページのところの、これにつきましては、出典は書かせていただいてございま
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すが、このホームページからとってございますので、これが私どもとしまして

は新しいデータであろうという前提でこのように書かせていただいております。

１人当たりという意味ではアメリカが１番、ロシア、韓国、日本という順番か

なということでございます。 

○中井委員 

 ああ、そうですか。この出典のところの前の本当のＥＤＭＣのエネルギー・

経済統計要覧の実は2014年度っていうのはまだ見ていないのですが、その前の

年のデータで見ると違っていたと思うのですが。わかりました、新しいデータ

を見てみますけれど。以前のですと、カタールだとかアラブ首長国連邦とかア

メリカ、オーストラリア、サウジ、カナダ、それからここに書かれている韓国、

ロシア、それから2010年度だとドイツのほうが若干多目になっています。今回

の震災があったので、実際の排出量が増えて逆転していることじゃないかと思

いますがちょっと何かその辺が私の理解しているのと違っていたので、本当か

なと思ったものですから。 

○大沼会長 

 よろしいでしょうか。 

○中井委員 

 はい。 

○大沼会長 

 他にございませんでしょうか。 

 それでは、次の議事に移りたいと思います。 

 

議事３ 中野区環境基本計画改定の基本的な考え方等について 

○大沼会長 

 それでは、次の議事ですね、第３番ですが、中野区環境基本計画改定の基本

的な考え方等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） 

 資料６をご覧いただけますでしょうか。それから下のほうに別紙もついてご

ざいますので広げていただいてご覧いただきたいと思います。 

 これは中野区環境基本計画改定の基本的な考え方等についてという資料にな

ってございます。順番に１番、基本的な考え方、（１）改定の背景ということ
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で、現行と改定案が並べてございます。ここで言う現行といいますのは、第１

回審議会で現在の環境基本計画の概要を書かせてございますが、そこに書いて

ある記述ということでございます。現行はそんなふうでございます。 

 下の改定案につきましては、今回の概要を踏まえて作成いたしました審議会

でご検討、ご論議をいただくためのたたき台的なものでございまして、現時点

での区の正式見解を示したというような趣旨ではございませんので、その前提

で改定案という部分につきましてはお読み取りをいただければと思います。あ

くまでも議論をいただくためのたたき台的なものでございます。 

 それでは、内容につきまして一つずつご説明をさせていただきます。 

 まず、１番、基本的な考え方、（１）改定の背景でございますが、現行のも

のには地球温暖化の問題が緊急に取り組むべき課題となる中、新しい中野をつ

くる10か年計画の地球温暖化防止戦略をさらに発展させ、区民、事業者、区が

共有する明確な目標に向かって取り組みを進めるための基本計画の改定を行い

ますということが書いてございます。 

 改定案の部分につきましては、これはちょっと同じレベルではないんですけ

ども、現在の10か年計画をその計画途中で改定する理由ということで、第１回

の審議会の際に、私どもの区長からの諮問文をお配りしたかと思うんですけど、

その中に書いてある状況でございます。それで、計画策定後６年の中で大きく

状況が変化して、これは大震災等影響がございまして、国のエネルギー政策や

温暖化対策も大きく、先ほど申し上げたように見直しが進められている状況が

ございます。また、ＣＯ２の排出係数、電力について上がっている状況がござ

いますので、こういったことを踏まえまして計画改定をする必要があるという

ふうに考えたというものでございます。 

 それから、（２）改定の考え方でございまして、現行のものにはこの５点が

書いてございます。①温暖化対策を中心に、②重点的なテーマ、③チャレンジ

する姿勢、④関係者が一体となって取り組む、⑤数値目標や指標を設けて進行

管理を行うなどということが書いてございます。 

 改定案のほうもほぼ同じではございますが、①地球温暖化対策を中心にした

いという考えであります。②重点的に取り組むテーマを明確に、それから③に

ついてはちょっと書きぶりが違いますが、人類共通の重要課題となってござい

ます地球温暖化について区としての取組を発展させますというようなことです。
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２ページ目に入りまして、④連携の推進、⑤は同じく数値目標等を設けて進行

管理を行います。⑥は新しく加えるものでございますけども、新しい中野をつ

くる10か年計画の改定にあわせて、その内容とか計画検討について整合を図っ

ていくということを掲げています。 

 それから（３）位置付けでございます。現行の基本計画のところにつきまし

ては、これは区政全体の環境に関する指針であり、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、地球温暖化

対策推進法に基づく地球温暖化対策地域推進計画となるものです、そういうふ

うに書いてございますが、法の改正がございましたので、下の改定案には次の

ように示しております。基本計画云々は同じでございますが、最後のところ、

地球温暖化対策推進法に基づく地球温暖化地方公共団体実行計画の区域施策編

となるものというふうに改めさせていただきたいと考えております。下に米印

ございますが、法律改正がございまして、この区域施策編と事務事業編に分か

れたということがございます。事務事業編は、中野区、それから区役所がみず

からの事業を事務に従って発生する温室効果ガスを削減していくという計画で

ございまして、それといわゆる区域内におきまして、区民の皆様、事業者の皆

様等の排出ガスの抑制を行うというところの別々に法律の規定がされましたの

で、こういった位置づけにしたいというものでございます。 

 それから、（４）計画期間でございます。現行のものには平成20年度から平

成29年度までの10年間ということ。それからアクションプログラムは３年間の

取り組みですよということで、これは３年たつと見直しを行うということが書

いてございます。また、アクションプログラムを３年ごとに見直した際に、計

画本体の見直しの必要がある場合にはあわせて必要な修正を行うことが書いて

ございますが、改定案のほうでは、10か年計画の改定と整合を図っていきたい

ということで、現時点ではまず10年間については平成28年度を初年度とし、平

成37年までの10年間ということで考えてございます。また、アクションプログ

ラムの具体的な取り組みの施策のことでございます。これについての計画期間

を５年間としたいという考え方を書かせていただいております。米印には、ア

クションプログラムは10年後のその姿ですね、こうしたいというものを見据え

て、計画本体を改定するまでの５年間に何を達成するのかを定めた実行計画と

いうような位置付けにするということでございます。 
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 ３ページ目に入りまして、（５）改定、この計画を改定する考え方でござい

ます。現行は、環境基本計画はアクションプログラムの改定に際し、見直しの

必要がある場合は、あわせて必要な部分の修正を行いますというようにしてご

ざいますが、改定案では、10か年計画とあわせて改定を行います。このことか

ら、概ね５年後、または今後、区を取り巻く社会経済情勢が大きく変化した場

合には、必要に応じて改定いたします。また、環境基本計画本体を５年ごとに

見直すということから、アクションプログラムをつくっても５年ごとに見直し

を図るというような考え方にしております。内容は、今の新しいなかのをつく

る10か年計画（第２次）からの記述を引用したものでございます。 

 それから、ちょっと中身の話に入ってまいりますけども、２番、環境像と目

標達成までの方策でございます。 

 （１）中野区のめざす環境像でございます。現行につきましては、このよう

に書いてございます。脱温暖化の取り組みが根付いた「エコシティなかの」。

一人ひとりが地球的視野に立って環境を考え行動し、環境をより良くしながら、

地域経済か健全に発展し、だれもがやすらぎを感じる真に豊かな持続可能な活

力のあるまち、をつくるという形で書いております。 

 改定案でございます。この環境像の内容につきまして、現時点で大幅な変更

は考えてはございませんけども、10か年計画とか上位計画になりますと、その

改定の中で変更の検討はさせていただきたいと思ってございます。あとは例を

書かせていただいてございます。例えばということで、低炭素で活力のあるま

ちとか、環境像ですね、未来につなぐ低炭素都市なかの、あるいは脱温暖化の

取組の根付いた持続可能な都市なかの、あるいは国際的環境都市なかのといっ

たもので、例示に書かせていただきました。米印でございますが、10か年計画

にあわせたいということが一つにございます。低炭素という言葉が幾つか使っ

てございますが、いわゆるエコまち法、都市の低炭素化の促進に関する法律な

どができまして、法令でも用いられている言葉でございます。また、2020年度

の東京でのオリンピック・パラリンピックの開催もまたございますので、そう

いうことも加えたいと思ってございます。また、グローバル化の進展に貢献す

る中野のまちづくり推進というふうな方針もございますので、そういったこと

も踏まえた環境像というふうにしていければというふうに思ってございます。 

 ４ページ目をご覧いただけますでしょうか。（２）削減目標でございます。
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これは現行の計画の中では、10％、約９万トンのＣＯ２を削減することを目指

すということを現在書いてございます。年度でいいますと、平成16年度に比較

して平成29年度でということでございます。 

 下にちょっと改定の案をたたき台として書かせていただいてございます。ま

ず、国のエネルギー政策や地球温暖化対策の動向を踏まえて、この目標は設定

していきたいというものでございます。変更は、そこの米印に書かせていただ

きました昨年11月のCOP19の目標でございます。これについては、暫定目標で

ございますので、今後の見直しが図られる予定ということでございます。これ

らの動向を踏まえたいということでございます。 

 それから、②削減目標の内容でございますけども、二酸化炭素の排出量の削

減を現在掲げてございますが、これとリンクする形でエネルギー消費量の削減

ということを併記したものを考えてございます。エネルギー消費量は、米印で

書いてございますけども、さまざまな購入電力や都市ガス、灯油、ガソリン等

ございますが、それぞれ同じように熱量に換算していって、総エネルギーの消

費量を削減していくというような方法についてはどうかという考え方でござい

ます。 

 その下のところにも書いてございますが、電力のＣＯ２の排出係数が大きく

増減しているという状況がございます。それから先ほど説明しましたが、今年

３月に出ました東京都の省エネルギー目標というのが出てございます。こうい

った社会情勢も踏まえまして、このような改定案を出させていただきました。 

 それから、（３）体系でございます。これにつきましては、別紙をまずご覧

いただいてもよろしいでしょうか。Ａ３の別紙でございます。 

 このＡ３別紙の左側が現在ある環境基本計画、平成20年５月の体系図という

ものでございまして、一番左に環境像、エコシティなかのがございます。その

右にプロジェクトが４つぶら下がってございます。その右に取り組みの方向と

いうものとアクションプログラムという形になってございます。取り組みの方

向とアクションプログラムはそれぞれ４つのプロジェクトにぶら下がっており

ますが、一番右のアクションプログラムは取り組みの方向にはぶら下がるとい

う形にはなってございません。現在このような考え方とか、目指すべきものの

実行をする事業の内容という形でなってございます。 

 一方、右側をご覧いただきますと、これは昨年９月に第２次アクションプロ
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グラムをつくりましたときの体系図でございまして、環境像とプロジェクトに

ついては変わってございませんけれども、取り組みの方向という記述は取りま

して、アクションプログラムを、これを直接各プロジェクトにぶら下げるとい

う形で整理をさせていただいたというものでございます。現在このようになっ

てございますので、４ページのところにお戻りいただきますと、改定案といた

しましては、まず一つ、第２次アクションプログラムと同様に、プロジェクト

の下にアクションプログラムを位置付けたいという案でございます。取り組み

の方向はどうするかといいますと、これについてはプロジェクトの記述の中に

含めたいというふうな考えでございます。 

 それから、②４つのプロジェクトに現在分けてございます。これにつきまし

ても、区民、事業者の皆さんにとってもう少しわかりやすい表現、あるいは区

分けを検討したいということでございます。 

 それから③でございますが、体系の中にまちづくりにおける環境への配慮を

盛り込むことを検討したいと考えております。まちづくりにおける環境への配

慮とは、省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用、環境に配慮した建物

の建築や建物間のエネルギーの融通、さまざま今議論がされてございます。そ

ういうまちづくりも進んでいるかと思います。そういったことにつきましては、

特に現在の環境基本計画でも記述がございませんので、そういうことを取り組

むことも検討したいというものでございます。 

 以上が資料のご説明でございますが、最初に申し上げましたが、現時点での

区の正式見解を申し上げるというような改定案ではございませんので、この審

議会でご議論いただくための素材、たたき台でございますので、そういうこと

でご審議をいただければと思います。以上でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 今日の会議の最も重要なところの一つですので、少し時間をかけて議論して

いきたいと思います。 

 今ご説明いただいた資料６では、１番、２番とあり、それぞれについて、さ

らにまた分かれていたわけで、この一つ一つを検討していくという形で進めて

いきたいと思います。 
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１ 基本的な考え方（１）改定の背景 

○大沼会長 

 それでは、まず１番、基本的な考え方の中の（１）改定の背景ですね、ここ

について何か質疑ございませんでしょうか。 

○荻原委員 

 ちょっとよろしいでしょうか。 

○大沼会長 

 荻原委員。 

○荻原委員 

 恐れ入ります。前回もこの改定案を初めて見させていただいて、ちょっと私、

前回読んだときに、おやっと思ったものがありまして、このＣＯ２の排出関係

で、今、原子力発電所が止まっていることによって、火力発電の依存が高まっ

てＣＯ２排出量が増加していると。トレンド的にはこのとおりなんですが、ど

の程度増加していたかは、私もそのとき自信がなかったので、ちょっと持ち帰

って調べさせていただいたんですが、今、環境省のホームページにもオープン

になってる資料でございまして、電気事業者ごとの実排出係数と、それからも

う一つ、調整後排出係数が公表されてます。 

 これ平成18年度からずっと追っかけてみると、確かにトレンドとすると増加

してるというふうには雑駁には言えるんですが、例えばここの表現の中に、主

語が国全体含めておっしゃっているのか、例えば東京電力だけを指しておっし

ゃっているのかがわからないので、仮にもし東京電力だけだとすると、やや大

幅にということが言えなくなってしまうというような実はデータが出ておりま

す。というのは、事故を起こしてる私も当事者でございますので、原子力当然

止まってますから、火力炊き回してるのは事実なんですが、実係数でいくと平

成23年度より平成24年度のほうが実排出係数は若干伸びてますが、調整後の排

出係数はむしろ下がってるというようなところもあって、ちょっと全体を見ま

すと結構跛行がございます、データには。結構でこぼこしてまして、ですので、

ここの中では全体の文意としては全然私も依存はないので、徐々に増加してる

傾向にあるとか、ただ大幅にというと、何をもって大幅にと言うのかなという

ところがありますので、ちょっとそこがひっかかったところでございます。 

 実はその関係で、先ほど、ちょっと飛んでしまいますが、最後のほうの削減
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目標のほうの米印にも大きく変動しておりますっていうような、表現が、ＣＯ

２排出量にありましたが、ここも同様で、変化が見られますという程度でない

と、ちょっと大げさな表現になってしまうかなというのをちょっと危惧してい

ます。 

○大沼会長 

 それじゃあ、実際の数値を教えていただけませんか。 

○荻原委員 

 今、ありますが、これ事業者ごとに出ていますし、細かいデータですので、

もし必要でしたら事務局の方にお渡しいたします。 

○大沼会長 

 ああ、そうですね。それじゃあ、ここのところは、排出係数が増加はしたん

だけれど大幅にというのが妥当かどうかという疑問があったわけで、ここのと

ころはこの場でどっちというわけにはいきませんので、一度お調べになってい

ただければと思いますが、事務局、いかがですか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 ここは昨年の５月ごろですけれど、この改定をしていくという方針を決めま

して、今回この審議会に諮問をさせていただく中で使わせていただいた表現で

ございますけども、委員のご指摘も踏まえまして、最終的にこれを、より適切

な表現にしていきたいというふうには思います。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 他に何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

１ 基本的な考え方（２）改定の考え方 

○大沼会長 

 それでは、（２）改定の考え方に移りますが、何かご意見はございますでし

ょうか。 

はい、田中副会長。 

○田中副会長 

 改定案のほうで、これ現行案を引き続きということで、地球温暖化対策を中

心にしますと、それから③のとこにも人類共通の重大課題で、温暖化について
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区としての取り組みを発展させますということですね。以下、４、５、６とい

うことで、全体的な話になっていくわけですが、この次のところとも関係する

んですが、実際に別紙のこの枠組みのところを見ると、環境エネルギープロジ

ェクトというのは、確かに温暖化対策と省エネ対策だと思うんですね。それか

ら、みどりを守り自然を活かすというの、これは温暖化対策でもあるけれども、

むしろ身近な緑、自然を増やしていくということだと思うんですね。 

 それから３つ目は、これは環境に配備したまちづくりということで、これを

ちょっと見ると、省エネ行動もありますし、資源の問題もあります。それでも

う少し駅前の広場だとか自転車の話もありますので、生活環境全般の話かなと

いうふうにも感じます。 

 最後、４番はちょっと特殊で、これは区役所としての率先行動計画というん

ですかね。ＣＯ２削減の率先行動計画ですので、区民からすると１、２、３の

この３つの柱を想定してるかなと思いました。 

 それで何を言いたいかというと、改定案のところは温暖化対策を中心にしま

すということですけれども、改定の内容を見ると、温暖化だけの計画ではなく

て、自然の保全もあれば廃棄物もある。それから、さらには次の位置付けにも

書いてありますが、一般廃棄物処理基本計画をリードする計画だろうというこ

とで、環境の全般的な計画というふうに考えてもいいのかなと思うんですが、

温暖化対策を中心にするという意図はどういうところにあるのかなということ

を確認させてください。 

○大沼会長 

 わかりました。 

 事務局のほうから、よろしくお願いします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 環境基本計画は、これは中野区の自治体ごとの計画でございますけれども、

国の計画、あるいは東京都の、あるいは他の自治体の計画を見ますとかなり多

岐にわたっている、公害の問題ですとか、生き物、生物多様性とかさまざまご

ざいます。中野区の今ある計画のもっと前の計画には多少そういった記述もご

ざいまして、今の計画をつくる際に温暖化対策的なものを大きく取り上げて、

それを中心にしたという経過がございます。今、副会長からご指摘をいただき

ました点につきましては、確かに温暖化対策を中心といいながら廃棄物の関係
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もございますし、緑の関係もございまして、そういう意味では、本当のいわゆ

る温暖化対策だけに絞ったと、限定したということにはなってございませんで、

そういった一面がもちろんございます。 

 ただ、緑の問題や、あるいはごみの関係につきましては、ＣＯ２の削減にも

つながっているという一面もございますので、そのように別になっているとい

う状況かと思います。ご指摘のとおり、温暖化対策だけに絞ったものとはもち

ろん言えない。ただ一方では、生物多様性ですとか、そういったものについて

はもうここを言及していないというような内容かなというふうに思っておりま

す。 

○大沼会長 

 今のやりとり、あるいは他に何かございませんか。 

 今、国の環境基本計画だと、循環、生物多様性と温暖化対策が３つの柱なん

ですけれども、この３つの柱と中野区の環境基本計画というのは、今、例えば

生物多様性については言及していないということをおっしゃったんですけれど

も、そこでの整合性というのはどのようになることなのかとか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 ちょっとお答えになっているかわかりませんが、国の環境基本計画につきま

しては、会長からご紹介いただきましたように、さまざまな内容のものが入っ

てございます。国際的な取り組みというのもございますし、それから日本の国

土自体が非常に広い、海もあり山もありという、湖もあり川もありというよう

な状況がございますので、国の環境基本計画にはそのような内容になるという

点はあろうかと思います。 

 また、東京都の環境基本計画につきましても、奥多摩もあれば都心もあり、

また小笠原諸島もあるというような状況もございますので、そういった幅広い

観点から書かれるということは当然かな思いますけども、一方、中野区という

区域の環境基本計画についてのを考えますと、実際に大きな川があるわけでは

ない、海があるわけではない、大きな沼や、あるいは湖があるわけではないと

いうような状況も踏まえまして、区が地方自治体として、やはり区の事業とし

て取り組むということを重点に考えますと、環境の問題の中でもやはり温暖化

の問題、人がたくさん３２万人いまして、一定の大きさもあるということでの

エネルギーの大消費地であるという状況がございますので、温暖化対策という
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のは一番中野区が取り組んでいく課題としては大きいだろうというようなこと

がございます。 

 また、たくさんの人が住むことによって、ごみがたくさん発生している、た

くさんのものを消費しているという現状がございますので、そういったことも

大きな課題の一つかというふうに思ってございます。そうした中で、また都市

の緑をどうやって増やし維持していくのかというようなことも、今現在の課題

かなというふうに思ってございまして、そういった意味では、この区域、15平

方キロのこの中野区の区域、30万の区民の皆様ということで考えますと、今申

し上げたような内容が中野区としては中心になるのかなというような考え方を

持ってございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 そういった方針、よく理解できます。 

 他に何か質問ございませんか。 

○堤委員 

 よろしいですか。 

○大沼会長 

 はい、お願いします。堤委員。 

○堤委員 

 別紙のほうなんですけれども、私、自動車屋なもんで自動車のことが気にな

ってしまうんですが、まず、平成20年５月版の１番、環境エネルギープロジェ

クトの中の右のほう、１の３、環境に配慮した自動車利用や運転の普及を進め

ますということで、自動車に関することに触れていただいてます。 

 一方で、平成25年９月版を見ると、自動車のことに関して触れていただいて

いるのは、一番下の４の区役所の取り組みというところの中の⑤と⑥、ここで

触れていただいてます。先ほど副会長がおっしゃるように、１番から３番まで

が区民及び区内企業等の取り組み、そして４番が区役所の取り組みと考えるな

らば、この上の１から３の中にも、自動車に触れることについて言及していた

だいたほうがよいのかなというふうに思ってしまいます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 
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 それについて事務局、いかがですか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 今、委員からご指摘いただきましたとおり、別紙の中で、左にはエコドライ

ブ、クリーンエネルギーという部分があって右にはないということですが、私

どもは第２次アクションプログラムを検討いたしました際に、アクションプロ

グラムはあくまでも重点的な事業を書いたというものでございまして、決して

エコドライブ、クリーンエネルギー自動車の普及ということについて何か、や

らないとかいうことではございません。むしろ今回、地球温暖化防止対策条例

を平成２３年につくりました際に、中野区が重点的にやるべき姿という、４つ

の対策ということで、４つ目はまさにこの内容でございます。ただ、アクショ

ンプログラム的なものとして書くに当たりまして、私ども区役所が行う事業と

しまして、エコドライブ、クリーンエネルギーの普及につきまして、なかなか

目に見える施策として書くものが十分ちょっとなかったという、広い意味の普

及啓発を行っているという状況がございましたので、右のアクションプログラ

ムに特に大きな事業という形でちょっと書いてないということでございますが、

非常に重要なことだと思ってございますので、また今回の環境基本計画の改定

や新しいアクションプログラムの中では十分検討させていただきたいというふ

うには思ってます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 堤委員におかれましても、ぜひ何か具体的にありましたら、またの機会にご

提案いただければと思います。 

 それでは、（２）は特に他になければここまでにいたします。 

 

１ 基本的な考え方（３）位置付け 

○大沼会長 

 次、（３）位置付けに移ります。これについて何かご質問、ご意見などござ

いますでしょうか。 

（３）位置付けについてはよろしいですね。 

 

１ 基本的な考え方（４）計画期間 
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○大沼会長 

それでは、（４）計画期間、この部分についていかがでしょうか。 

 以前はアクションプログラムを示すということで、アクションプログラムは

３年間ですね、３年ごとに見直しを行うということで、今度は５年になったん

ですね。こういったことも含めまして、特にご意見などございませんでしょう

か。 

 これは、３年間の取り組みだとやっぱりちょっと短かったとか、そういった

実施の中で出てきた問題点というのは何かあるんでしょうか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 ３年間だから、特に問題があったということではないというように思ってご

ざいますけども、今回、現在の環境基本計画は今の10か年計画（第２次）の少

し前につくっておりまして、その約２年後に多少内容の違うようなものをつく

ったという面も一面ではございました。今回は新しい10か年計画の改定とちょ

うどスケジュール的にもきっちり合ってございまして、やはり整合がきっちり

とれたものがいいだろうということで、10か年計画をつくる際、現在５年間と

いうことでの改定や、その中身の記述がございますので、それときちっと整合

を図っていくという意味では、５年間というのが適当ではないかというような

意味で、５年間の考え方を掲載しました。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。 

 他に何か、この部分で質問などございませんでしょうか。 

 田中副会長。 

○田中副会長 

 アクションプログラムの例で、資料５の関係を教えてください。 

 アクションプログラムは資料５にあるように、例えば平成25年度の数値目標、

平成26年度以降の数値目標、こういうのが書かれていますよね。この数値目標

というのは、例えば第２次アクションプログラムは、策定時が決まったのはい

つだったですか。第２次ですから、平成25年に策定して、25、26、27の３か年

の計画だと思います。そうすると、年度ごとに計画を、目標値を立ててるわけ

ですね。５か年計画になった場合に、同じように年度ごとに先行き５年分です

ね、目標立てるのかどうか。かなり先になるような気がするんですが、つまり
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期間が長いので、目標の立て方は難しいように思うんですが、その点、いかが

でしょうか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 副会長ご指摘のとおりかというふうに思います。現在の10か年計画で申し上

げますと、１年ごとの計画ではなく、４つに分けたステップという形で、２年、

２年、２年、４年というような形があって、おおむね想定したものになってご

ざいます。10か年計画がまた同じようなステップ、スケジュール的な感じで示

していくのがどうかということもちょっと整合をとっていく必要があるかと思

いますけども、そういった意味では、仮に５か年というふうなアクションプロ

グラムの場合に、全てを５か年に分けて数値目標をつくるという形にするのか、

多少、前期、後期とかというような形にするのかにつきましては、10か年計画

の動向も見ながら考えさせていただければというふうには思います。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。意見など、他にありますか。 

 山村委員。 

○山村委員 

 山村です。今、５年ごとの計画ということについてはご説明いただいたので、

そういうことなんだろうなというふうに思ったんですが、非常に感覚的なこと

などを含めて申し上げると、やっぱり先行きのいろんなエネルギー政策とかの

不透明感というんでしょうか、不確実性みたいなものがあるような部分だと思

うので、計画というものと見直しというものがセットの５年間なのか、見直し

自体は必要に応じて、場合によっては見直しをかけていくというようなことな

のか、そのあたりというものの兼ね合い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） 

 例えば計画は10年だけども、５年ごとに見直すというような考え方もあるし、

５年の計画で５年ごとに見直すものもあるしと、そういったことでしょうか。 

○山村委員 

 そうですね。例えば５年で計画になっているんだけれども、５年たたないと

見直さないということなんですかっていうことですね。反対に言うと、ある程

度やっぱり毎年毎年見直してというか、進捗を見ていって、この計画でこの目

標なんかがいいのかっていうのは、ある程度もうちょっと短いスパンの中で判
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断していくみたいなことが起こるのでしょうかということなんです。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 今回のたたき台の考え方の２ページ、３ページで計画期間や改定について出

させていただいておりますけども、10か年計画にあわせたいということでござ

います。10か年計画は、今５年ごとに見直すという第１のルールと、それから

大きく社会経済情勢が変化した場合には、それにかかわらず見直すという、２

つ目のルールがございますので、仮に10か年計画と同じようであれば、環境基

本計画もアクションプログラムも同じような考え方に従ってということでござ

いますので、５年で立てたらその５年間はやらないということではなく、やは

り社会経済情勢の変化にきっちりと対応していくという意味での見直しは必要

かというふうに思います。そういったルールにすべきかなというふうに思いま

す。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。他に何かございませんでしょうか。 

 田中副会長。 

○田中副会長 

 大変重要なポイントで、私も気になったところです。５年計画をこの上位計

画の10年計画とあわせるということで、５年というのが一つの節目ということ

ですね。これは行政の取り組みの全体的な体系性というか、整合性の中の５年

というのはよくわかりました。その上で、やっぱり５年計画、アクションプロ

グラムで、特に気になるのは目標です。エネルギーとか温暖化とか、ごみとか

いうことが、社会経済状況によってかなり変動していくおそれがある。そうい

うときに、５年前に立てた目標値でずっと動いていいのか、そういうことがあ

るんだろうと思うんです。ですから、私は、計画体系は動かさなくても、目標

そのものは場合によってはローリングしていく。ある程度、その状況に応じて

改正したり、あるいは増やしたり、目標値をですよ、もう少し厳し目のものに

したり、あるいは緩やかなものにしたり、何かそういう工夫があってしかるべ

きかなということを思いました。 

 それをどういうタイミングでやるか。毎年やるのがいいのか、あるいは５年

という中で中間的に２年後、あるいは３年後のタイミングでやるのがいいのか、

ありますが、ハンドリング可能な工夫があるとよいと思います。計画を立てる
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上でも、先行き不確実な、あるいは不透明な社会状況の中で、より生きた計画

になるんじゃないかなと、そこらあたりの工夫は可能じゃないでしょうか、い

かがでしょう。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 今、副会長からご指摘いただきました件につきましては、確かにそのような

ことかというふうに思いますので、そういった内容を踏まえまして、最終的に

案を決定できるものと思います。 

○大沼会長 

 それでは、時間の関係もございますので、次に移りたいと思います。 

 

１ 基本的な考え方（５）改定 

○大沼会長 

 これは（５）改定というところですね。これは今のところと関わってくるわ

けで、他に何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、この部分もフレキシブルに見直すというものが可能かどうかとい

うのを少し検討していただくということでお願いしたいと思います。 

 

２ 環境像と目標達成までの方策（１）中野区のめざす環境像 

○大沼会長 

 じゃあ、２番、環境像と目標達成までの方策に移りたいと思います。 

 まず、（１）中野区のめざす環境像というところですね、ここはいかがでし

ょうか。 

○鳥羽委員 

 よろしいですか。 

○大沼会長 

 はい。鳥羽委員。 

○鳥羽委員 

 現行でいえばこういう文章になってますけども、環境像ということですから、

改定案を見ますと、どっちかというと定量的な考え方のほうがちょっと強目で、

これも案ですから、環境像と言うならば、上の表現であるようなやすらぎとい

うことっていうことは、多分これ景観みたいなことを考えているのかはちょっ
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とわかりませんけれども、いろんな意味でのやすらぎっていう表現は、環境像

とすればまさしく的確かなと私は感じてたものですから、あんまり改定案で定

量的なふうにすると、環境像ということでは、逆にむしろ定量的でないほうが

勝ってるかなというふうな気がしましたので、ここには大幅に変えませんって

書いてありますから、それはそれだろうと思っていますけども、そんなような

感じを受けました。 

○大沼会長 

 わかりました。もう少しやわらかい表現っていいますか、具体的な改定案に

書かれているような、具体的なイメージよりも、そういうことですね。 

 これについていかがでしょうか。ここはもう他の委員の方はどういったご意

見がありますでしょうか。 

 藤原委員。 

○藤原委員 

 今、東京都では、再生エネルギーに関する検討会と、それから2030年を見据

えて水素社会、会合が２つ立ち上がって動いているんですね。そういった意味

で、ここの環境像の中に、これらの動きを少し整合させていったほうがいいん

ではないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○大沼会長 

 こういったご意見もありますね。特に区民の方いかがでしょうか。こういう

ご意見がありましたけれども。 

○中井委員 

 よろしいですか。 

○大沼会長 

 中井委員。 

○中井委員 

 多分、私も最初おっしゃられたように、エコシティなかのというイメージの

ところと、具体的なアクションプログラムにつながるところでやっていくこと

との間で、いろいろな違いが出てきているんだと思うんですね。今のお話の国

や都が言っている水素社会等についてはある意味ではアクションプログラムの

中で、本当に区としてやっていくのか、やっていかないのかというのもあるの

で、とにかく私も環境像としては、本当にやっぱり中野っていいんだっていう
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イメージで何か書かれたほうが良いと思います。その中で具体的な定量化のも

のは、ある意味ではアクションプログラムのところでつながっていく形になっ

ていくので、まとめ方としては、何か現行のようなほうが、確かにわかりにく

いところはありますが、イメージはいいんじゃないかという気がいたします。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。他に何かご意見ありませんか。 

田中副会長。 

○田中副会長 

 ありがとうございます。私は、お話にありましたように、中野の将来像、環

境の姿の将来像を描くものだとすると、ここでは理想的な姿でもいいかなと思

いました。 

 現行案は、まず１行、ワンフレーズ、エコシティなかのがあり、その下にさ

らに説明書きがあるわけですが、こういう構成は一つあるのかなと思いました。

つまり、上の１行というのは、脱温暖化が根付いたエコシティなかのですか、

このエコシティなかのというのがどういうふうになるのか、環境都市なかのと

か、あるいは持続可能な都市なかのとか、何かそういうことになるんだろうと

思いますが、端的に言えば、理想的な都市を目指していくと、理想的なあり方

を目指していくんですね。その次に、２行で説明書きといいますか、もう少し

プログラムとしてわかりやすいことを書くわけです。そうしたときに、ぜひ入

れていただいたらよいと思うのは、区民の方の協働とか、区民と事業者は入っ

てもいいと思いますが、そういうお互いの取り組み、協力し合う、協働しあっ

てく。そうして持続可能な、あるいは理想な環境像を実現するという、そうい

う方向でぜひ協働という観点は入れていただいたらよろしいと思います。 

○大沼会長 

 ええとですね、ちょっと戻るんですけどね、この改定の考え方というところ

にも、例えばこういったところが重なるわけですね。環境像と改定の考え方と

いうところとがね。ですから、例えば具体的なものであれば、この改定の考え

方というところで書いて、それから環境像というところは、もう少し今いろい

ろなご意見あったように、非常に広い形での中野の環境のイメージがどういっ

たまちを目指すのかという、非常にやわらかいイメージというものを書くとい

うことで分けるということもあるんじゃないかなと思います。いずれにせよ、
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非常にこの辺はこれじゃなきゃだめだということはないと思いますので、今後

ご意見聞きながら収束させていきたいと思います。 

 他に何か。 

 佐々木委員、お願いいたします。 

○佐々木委員 

 現行のやわらかい表現というふうにわかりやすい表現と、確かにそう私も一

区民として思います。改定案は非常に具体化されているんですけれども、例え

ば一区民として、いきなり低炭素とか脱温暖化っていう話になると、あんまり

耳なれない単語が具体的に並んできてしまって、ここって環境像としての大項

目だと思いますので、あんまり具現化してしまうとなじみが薄くなるんではな

いかということと、基本計画自体で、今回からＣＯ２の削減が大目標なんです

が、そこでエネルギーも抑えましょうということが一番最初に出ているのと、

次の具体的なところでもジュールを使いますよというような話が出ていたとい

う、そこの例の中でエネルギーを抑えましょう、省エネルギーを進めましょう

みたいなことは一節も出てきていないんですね。だとしたら、細かいことでは

なく、大きなやわらかいところのほうがよろしいんじゃないでしょうかと思い

ますけど。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。 

 皆様に非常に貴重なご意見いただきました。いろいろお考えあると思います

けれども、次の審議会までに事務局のほうでもう一度ここのところを少し、今

のご意見に基づきながら、もう一度ご検討いただいて、提出していただければ

と思いますが、いかがでしょう。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 後ほどご説明させていただきますけども、基本構想、10か年計画の改定の作

業もこの後、始まってまいりますので、それらとの整合も踏まえつつ、今、会

長からいただきましたご指示に従いまして、次回以降の審議会でそのたたき台

を提供させていただければ思います。 

○大沼会長 

 じゃあ、その方向でよろしくお願いいたします。 
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２ 環境像と目標達成までの方策（２）削減目標 

○大沼会長 

 それでは、次に、今度は（２）削減目標に入ります。 

 例えば以前は、これは平成16年度の排出量と比較して、平成29年度（2017年

度）にマイナス10％ということだったわけですけれども、今度は国の目標とあ

わせて、2005年比で2020年にマイナス3.8％、こういった形にするということ

を含めて、このような改定案がたたき台として出されているわけですが、これ

についていかがですか。 

 山村委員。 

○山村委員 

 山村です。目標設定のところが、二酸化炭素の排出量とエネルギー削減量の

２つ立てにされるということで、先ほどもご説明をいただいてるとこの中で、

ひょっとしたら聞き漏らしたのかなと思うのと、反対に言うと、ちょっと懸念

するところは、二酸化炭素の排出量っていう目標が本当にうまく機能するかっ

ていうのが、ちょっと疑問に思うところが残ります。というのは、例えば東京

都は、先ほどの資料でご説明いただいたとおり、エネルギーのほうに目標値を

シフトしているわけですね。我々事業者も、やっぱり最終的には温暖化防止し

なければならないし、ＣＯ２の排出量を下げていかないといけないというのは

重々承知した上で、自分たちの管理のレベルは、ＣＯ２の量というよりもエネ

ルギーをどう管理して、どう削減していくかというふうに意識を向けようとし

てるっていうところがあります。 

 パンフレットなんかを拝見しても、中野区のＣＯ２の排出量が家庭部門と業

務の部門が多いというようなところからすると、やっぱりかなりのところは電

気由来のもの、電力由来のものというようなこととかがある中で、冒頭からの

お話のようなエネルギー政策がどうなるのかとか、排出係数がどうなるのかと

いうようなところで、我々の努力と違うところで動いてしまうみたいなことを

目標値に置くっていうことが、果たしてうまくいくかなっていうようなところ

の点について、むしろこう考えたほうがいいというようなことがあれば、ぜひ

補足をいただきたいと思います。 

○大沼会長 

 わかりました。 
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 今のご意見に対し、理由などありました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、山村委員からお尋ねのとおりでございまして、現在の科学の中ではＣＯ

２を中心にした温室効果ガスが地球温暖化をもたらすということでございます

ので、一応その目標としましては、温暖化を限りなく少なくしていくためには、

二酸化炭素を減らしていくというのが目標だということになってございます。 

 ただ、一方で、このＣＯ２排出係数の増減のこともございますが、私ども、

区民の視点、あるいは事業者の方の視点に立った場合に、何を意識してやるか

といえば、やはり今まで電気であったりガスであったりガソリンの消費であっ

たりということが当然ございますので、それがやはり目に見えやすい形であり、

努力の成果もわかるというとこでございますので、ＣＯ２削減というその目標

そのものを今回の考え方としておろすとかなくすという考え方はとってござい

ませんけれども、現実の行動として目の前にある数字という意味では、むしろ

二酸化炭素よりもエネルギー消費量のほうがふさわしい分があるであろうとい

うようなことも考えまして、併記をするのが適当かなということでございます。 

 具体的なアクションプログラム等から変えていく中では、併記できるものは

併記し、なかなか併記がしにくい、例えば二酸化炭素の排出量につきまして、

計算がしにくいものも現実にはございますので、そういった場合に、逆に目に

見えやすいエネルギー消費量のような形で示すというような形に厳密にはなる

のかなというようなこと考えてございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。 

 ＣＯ２を幾ら減らせるかというのは、例えばこのパンフレットのなかのエコ

チャレンジですかね、ここで何か非常にわかりやすく結びつけておられるよう

な感じがするわけですね。そういう意味で、エネルギーとＣＯ２の排出量とい

うのは、なかなか別個のものなんですが、今、山村委員よりご指摘がありまし

たように、うまく関連が見えるような形でやっていただけると非常にありがた

いんじゃないかなと思います。 

 何かここで他にございませんか。 

○中井委員 

 よろしいですか。 
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○大沼会長 

 中井委員。 

○中井委員 

 この二本立てというのは、非常にいいと思うのですね。それはエネルギーミ

ックスが出ていない状態では、実際に電力によるＣＯ２の削減ができるかどう

かというとこが見えない状況ですし、多分2015年ぐらいには出てくるでしょう

から、そこでどうなるかっていうことだと思いますので、そういう意味では、

二本立てというのは非常に今回はいいと思います。 

 ただ、目標のところで、東京都の場合、基準年を一応、国との整合性を持つ

という意味で、2005年が一つは基準年になるのではないかと思います。そうい

う意味で、東京都と同じように、2020年までに20％削減というエネルギーの削

減目標にするのか、この具体的な数字設定について、ここでは今回余り書かれ

てないので、実際の削減目標をどうするかは見えないのですが、そこの数字の

扱いについてはよくご検討いただけたらと思います。 

 それから、ＣＯ２削減のほうは、前回のアクションプログラムの中で、先ほ

ど質問させていただいたように、ＰＰＳなり、そういうものを使っての取り組

みをされていたり、ＬＥＤ化等を積極的にされているというところもあり、今

後、電力の自由化が入ってくれば、余計こういう意味での政策としてＣＯ２を

どうするかを中野区としてできるところではないかと思います。そういう意味

では二本立てで、そこの中で具体的なアクションプログラムをより明確にして

いくべきではないかというふうに考えます。あと数値目標、中野区として検討

した数値目標をＣＯ２含めてお願いしたいと思います。我が国の3.8％削減とも、

中野区にとって適切かどうかというものもありますし、東京都の20％削減もど

うかというのがあるので、ぜひこの辺の数字についてはいろんな先生方のご意

見も伺って、中野区に合った形での数値目標を設定していただきたいと思いま

す。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 会長、よろしいですか。 

○大沼会長 

 はい。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 
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 すみません。今、委員のほうからご指摘いただきました資料６の４ページの

削減目標のところの改定案①の米印のところでございます。国自体が昨年11月

に発表した目標値や暫定的なものだということを明確にしてございます。今回

の４月のエネルギー基本計画の策定の閣議決定がございましたので、昨年の秋

の報道では、早ければ今年の秋に暫定目標ではない本格的な目標が出るのでは

ないかという報道がございましたが、その後、エネルギー基本計画の閣議決定

自体がずれ込んでございましたので、秋に出るかどうかは国の動きや新聞報道

等ではまだはっきりしてございませんけども、今後出てくると思います。それ

を国の確定的な目標を十分備えた上で、改めて区としての目標をどうするのか

ということについては、ご議論もいただきまして検討してまいりたいというふ

うに思ってございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。 

 田中副会長、どうぞ。 

○田中副会長 

 目標値の話ですが、温暖化問題についてはＣＯ２とエネルギー消費量が、こ

れはこれでよく理解できます。問題はどなたかおっしゃいましたように、実は

ＣＯ２削減というのは結構大変で、区の努力だけでなかなかいかないところが

あるんですね。東京都全体の問題でもあり、あるいは日本全体での問題もある。

例えば自動車からの排出ガスの削減というのは、区だけの状況じゃとてもいか

ない、例えばそういうことです。 

 それから、もちろん区民の生活から出てくるものも、例えば電気機器だとか

住宅だとか、そういうことも変わっていかなきゃいけないので、これは大変だ

と思います。そういう意味では、エネルギー消費量というのをセットするとい

うのは、これはいいかなと思います。 

 もう一つ、私は先ほどごみと自然というのが中野区の計画の中につけられて

いるとすると、ごみ関係の目標と、それから緑の関係の目標を置いたらどうか

なというようなことを思っておりました。どんな置き方がいいのか、あるいは

どういうことが指標になるのかわかりませんが、ごみであれば１人当たりの排

出量が、ごみの排出量あるいはリサイクル率かわかりませんし、それから緑で

あれば、１人当たりの緑地面積っていうのは非常に小さいという問題なり、区
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全体としては緑地面積とか、そんな話もありますが、何かそういう目標値が置

ける可能性ないんだろうかと思いますが、その点はいかがでしょうか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 先ほど計画の位置付けの中で申し上げましたが、この環境基本計画は中野区

みどりの基本計画と中野区一般廃棄物処理基本計画のごみ処理の資源化の計画

をリードする計画であるという位置付けでございますので、それぞれの個別の

計画ほどの具体的な言及はできないかと思いますが、それとの関連の中で一定

の言及をしていくということは可能かと思っております。 

 なお、今申し上げましたリードする計画の一つは、中野区みどりの基本計画

でございますが、これにつきましては、また数年後の改定を予定してございま

すけれども、もう一つの中野区一般廃棄物処理基本計画につきましては、この

環境計画と同じようなスケジュールで改定を現在予定してございますので、そ

ちらもまたリードする計画ということでございますので、そういった意味での

整合を図りながらやっていくということで一定の言及は可能かというふうには

思ってございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 赤星委員、どうぞ。 

○赤星委員 

 済みません、ちょっと3.8％のところなんかいろいろと書いてあるんですけ

れども、例えば2020年というとあと６年後なんですけれども、その６年後に、

じゃあ中野の人口統計がどうなっているのかとか、例えば４％、約１万人ちょ

っとですか、中野の人口が減っただけで、一般家庭からの１人当たりは当然減

っていくわけですよね。あと事業所だとか、比率が変わっただけでも当然変わ

ってくるんだと思うんですけど、これ3.8％が一体何を根拠にした数字なのか、

2020年はどういう人口統計で、どういう比率でいると想定してやってあるのか

がよくわからないんですけど。 

○大沼会長 

 事務局、いかがですか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 委員からご指摘いただきました、この資料４ページの3.8％につきましては、
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国全体としての暫定目標でございまして、これはこの時点ではエネルギー基本

計画が決まっておりませんでしたので、原子力発電を使わない前提にした形の

もので、実際には1990年という基準年からするとふえるというような傾向でご

ざいますので、余りレベルの高い目標ではないというと、ちょっと言い方はあ

れですけども、そういった面がございます。 

 それから、私どもがさまざま今後計画を立てていくときに、今後の中野区の

人口とか世帯数、そういったものがどうなっていくのかということにつきまし

ては、当然考える必要があるのでございまして、これからの基本構想や10か年

計画の改定の中では、そういった人口推計も基本データとしながら計画を立て

ていくということになります。 

 委員がおっしゃったとおり、後でご報告しますが、中野区のＣＯ２の多くを

占めている住宅から出るもの、家庭から出るもの、ＣＯ２が出るものにつきま

しては、世帯数がどれぐらい中野が今後動いていくのかということは非常に大

きな要因になってまいりますので、現時点の中で申し上げますと、少し人口は

増えている、まちづくりが進んだということもあるかと思いますけども、世帯

数も増えているという状況がございますので、そういったことも当然考えた上

で、今回の目標ということも考える必要があろうかというふうには思っており

ます。 

○赤星委員 

 １人当たりに変えたらどうなんですか。１人当たりだといいですよね。どう

いうふうに統計が関わっているのか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 目標を設定していく上で、住民１人当たりというので幾らというような目標

設定ということは、当然考え方としてはあり得るところというふうには思って

ます。 

○大沼会長 

 藤原委員。 

○藤原委員 

 私が思うには、ＣＯ２削減目標という数字よりも、どちらかというとエネル

ギー削減を目標にしたほうが、しっくりくるなと思ってます。それは多分、状

況によってＣＯ２の排出量というのは変動しますので、そういった意味では、
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併せて書くのはいいんですけども、やはり削減目標を検討するに当たって、多

分、いわゆる事務所事業系のウエート、それと家庭のウエートがあって、家庭

用の排出量の削減というのは多分、生活がベースだから構成も含めてよく調べ

てやらないと、なかなか目標だけ立てても実際は実現不可能な分もありますよ

ね。特に電力のデマンドレスポンスだとか、そういったようなことを検討して

いる中ででも、家庭部門というのは非常にやっぱり価値観の相違があって、な

かなか一律にはいかないんですよね。なので、家庭部門のところの決定、それ

から生活っていうところがベースだということと、価値観が違うというところ

をどう勘案するかというところ。それから事業系のところでは、最近、東京都

でも言っているデカップリングというように、経済成長と、それからエネルギ

ー消費等が今までは並行して、活動が活発になれば消費も多くなるということ

じゃなくて、下がる政策を打っていきましょうという話が出ているので、この

辺も参考にして検討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した。 

 それでは、時間の関係もございますので、こういったご意見を踏まえながら、

もう一度検討のほうをお願いいたします。 

 

２ 環境像と目標達成までの方策（３）体系 

○大沼会長 

 じゃあ最後に、体系ですね、これについてはいかがですか。 

 これは、見せ方という意味ですね。あるいは体系というのは、ここで、今ま

で議論してきたことがここに収まっているわけですよね。この、体系というも

のの議論すべき点というのはどういうところにあるわけですか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 やはり環境像を前提にしまして、例えば目標値を前提にしまして、どういっ

たことを中野区としては取り組んでいくのかという、その内容を盛り込んでい

くという問題と、それから、その盛り込むべき問題をどのように体系的に整理

して、区民の皆様にもわかりやすく、また事業者の皆様にもわかりやすくお示

しをするかというようなことかというふうに思います。 

○大沼会長 
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 わかりました。 

 じゃあ、どうした形で区民にこれを示していくかということという理解でよ

ろしいかなと思うんですが、これについていかがでしょうか。 

 赤星委員 

○赤星委員 

 これ、ちょっと一つ教えていただきたいんですけど、特区指定を中野区、特

区の指定を受けるということになりましたよね。具体的な内容がどういう特区

なのかよく、まだ全然情報が入ってこないんですけれども、例えばそことこの

アクションプログラムを連動させることが可能なのかどうなのか、もしそうい

うことができるんであれば有効活用すればいいのかなと思ったんですけど。 

○都市政策推進室副参事（中野駅周辺計画担当） 

中野駅周辺計画担当なんですけども、特区指定については、まだ指定は受け

ておりませんで、都知事のほうから指定に向けて取り組むというようなことが

報道されたということでございます。それで、区としても国家戦略特区の指定

に向けて取り組む、国とか都に働きかけていきたいというふうに思っています。

仮にその指定となったときに、その中で特区の事業としてどんなことが位置付

けられるかということが、これから具体的に検討しなくてはいけないというふ

うに思います。 

 現在示されている特区そのものの規制緩和などのメニューの中では、具体的

に環境のほうのアクションプログラムと絡むものがあるかというと、なかなか

今は見当たらないかなと思っていますけども、今後、何らかそういった関連性

があるということですとか、また、逆に規制緩和として、こういった規制緩和

があればもっとプログラムがうまく進むんだということがあれば、そういった

ものもあわせて提案するというような場としては使っていけるのかなというふ

うに思います。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。 

 何か他にございませんか。よろしいですか。 

 それでしたら、時間もございますので、もし何かお気づきの点がございまし

たら、事務局までお寄せいただければと思います。 

 じゃあ、次の議事に移りたいと思います。 
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議事４ 「環境」に関するアンケート調査の実施について 

○大沼会長 

 議事４番の環境に関するアンケート調査の実施について、これ事務局からお

願いいたします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 お手元の資料７、８をご覧いただけますでしょうか。前回の審議会におきま

して、この環境基本計画の改定に資する、あるいは審議会でのご審議に資する

という意味で、区民、事業者の皆様にアンケートをとりますということでご報

告を示していたところでございます。今回その実施いたします内容をお配りを

してございます。スケジュールの関係がございまして、この場でご意見を伺い

まして直すということはできなくなりまして、事前に委員の皆様にはお送りい

たしまして、さまざまご指摘、ご示唆をいただきまして本当にありがとうござ

いました。いただきましたご指摘も踏まえまして、一定の修正を行いましたも

のがこれでございます。 

 ざっとご説明いたしますと、資料７につきましては区民アンケートでござい

ますが、１ページ目で環境に対する考えやまちの環境に対する満足度といった

ものを用意いたします。２ページ目のほうでは、環境に対するそれぞれの重要

度やその重要と思う理由。それから３ページでは、ご家庭での具体的な取り組

み状況や今後の取り組みの意向を聞いてございます。４ページにつきましては、

再エネ、省エネ設備・機器の導入についてのやはり導入状況や導入の意向をお

聞きしまして、下のほうではしない場合の理由などもお聞きをしているという

状況でございます。５ページ目では、中野区の取り組みのエコポイント制度に

つきまして、どれぐらい知られているのか、お聞きをしてございます。６ペー

ジ以降では、区への要望や自由意見を書いていただきまして、７ページでは、

いわゆるフェースシートになっているという形で、このような形で区民の皆様

にいろいろとお伺いする中で、今後も環境施策、温暖化対策に十分参考にして

まいりたいという内容にしてございます。 

 それから、資料８をご覧いただけますでしょうか。同じく、これは事業者の

方に関するアンケートでございます。１ページ目では、同じく環境への取り組

みに対する考え方や取り組みの環境管理の体制をお伺いしてございます。２ペ

ージ目では、事業者での環境の取り組みの実施状況や今後の取り組みの意向。
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また、３ページ目では、再エネ、省エネ機器等につきましての今後の導入意向、

あるいはしない場合の理由などを伺ってございます。４ページ目では、区の環

境施策の中で事業者の皆様に関する４点につきまして周知度などをお聞きして

ございます。５ページ目では、事業所と地域社会の連携、あるいは区の環境施

策へのご要望などをお伺いしてございます。６ページ目では自由意見、それか

ら事業所での燃料等の使用料につきましてわかる範囲で書いていただきまして、

７ページ目では、事業者のフェイスシートという形で、内容、規模などにつき

ましてお答えをいただくという形で、そういった状況になってございます。 

 これにつきましては、先ほど申し上げました一般廃棄物処理基本計画改定と

関連しまして、そちらのごみや資源のアンケートも同じように実施する予定に

してございまして、同じ封筒に入れまして、同じ方に２つのアンケートを一緒

に送る形で調査をいたしまして、これにつきましては、次の環境審議会の中で、

その結果等につきましてご報告いたしまして、またご議論の素材にしていただ

けるというふうに思ってございます。今回さまざまなご意見を審議会前にいた

だきまして、ありがとうございました。以上でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 内容については、もう既にこれが最終盤ですので、ここから変更はありませ

んけれども、特に何かここでお聞きしたいことなどありませんか。よろしいで

すか。これは８月１日から22日に実施されるということですね。よろしくお願

いします。  

それでは、次の議事に移らせていただきます。 

 

 

議事５ 2011年度温室効果ガス排出量（推計）算出結果について 

○大沼会長 

議事の５番目ですね、2011年度温室効果ガス排出量（推計）算出結果につい

てに移ります。事務局から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） 

 資料９をご覧いただけますでしょうか。2011年度、平成23年度でございます、

こちらの温室効果ガスの排出量の推計結果というものが、特別区協議会から５

月に発表されてございますので、その内容につきましてご報告いたします。 
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 これは東京の62市区町村の共同事業で、各市区町村別にどれぐらいのＣＯ２

が、どんなところから、どんな理由で出ているのかということを推計をしたと

いうものでございます。 

 なお、内容につきましては、23区におきましては温室効果ガスの中で二酸化

炭素が大半を占めてございますので、二酸化炭素の量に絞ってご報告をさせて

いただきます。 

 １番、23区の二酸化炭素排出量でございますけども、これ１年前、2010年度

になりますが、比べまして4.6％増えているという状況でございます。基準年

というのが1990年度でございますが、これに比べましても13.3％の増加を見て

ございます。 

 ２番、23区の二酸化炭素排出量の増加要因の分析でございますが、（１）電

力の二酸化炭素排出係数、この増大が原因というふうに書いてございます。 

 それから（２）民生家庭部門におきましては、23区の世帯数が増えていると

いうことが大きな要因、原因だというふうに分析してございます。 

 それから（３）民生業務部門、いわゆるオフィス、店舗等でございますが、

これにつきましては、延べ床面積が23区全体として増えているということが大

きな要因であるというふうに分析されてございます。 

 裏面をご覧いただけますでしょうか。３番、中野区の二酸化炭素排出量の分

析でございますが、2011年度、量的には98万トンでございます。前年度が95万

4千トンでございましたので、2.7％の増でございまして、基準年1990年度の比

較でも17.4％の増をしてございます。 

 下の表をご覧いただきますと、民生家庭、民生業務、上から２段目、３段目

の割合が49.9％、27.3％というふうに、どちらも中野区の二酸化炭素の半分と

４分の１を占めるこの部分が、中野区としてはこれまで注目をしてきて対策を

考えてきたとこでございます。 

 下のホッチキス留めの資料をご覧いただいてもよろしいでしょうか。１ペー

ジおめくりいただきますと、市区町村別ＣＯ２排出量というのが出てございま

す。ちょっと色がついてなくて恐縮でございますが、これをご覧いただきます

と、23区で比較をいたしますと､中野区は左から14番目に並んでございますが、

かなり棒グラフが下のほうになってございまして、４つ右にございます荒川区

が実は23区で一番少ないんですけども、２番目に少ないと、23区では量的には
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２番目に少ないというふうになってございます。中に非常にグラフの棒が高い

ところがございますけども、例えば左から３番目の港区を見ますと非常に多い

わけですけども、色分けで見ますと民生業務部門、いわゆるオフィスが大変多

いというようなことで、このような状況になっているというふうに言えるかと

思います。 

 次のページご覧いただきますと、これは東京全体でございますけども、この

中の特別区の部分がそうでございますけども、今年度は、2011年度は一番右の

ほうでございますが、2010年度より増えたという状況にございます。 

 少しおめくりいただきまして、下に15ページと書いてあるところがございま

す。これが中野区の温室効果ガスの推移になってございますのでご覧いただき

たいと思います。 

 下に棒グラフがございます。一番右が2011年度でございまして、左、その隣

が2010年度でございますので、やはり少し増えたということが棒グラフ上ご覧

いただけるかと思います。この棒グラフなどでちょっと見ていただきますと、

一番下の白いところが2010年度のときにぐっと膨らんでおりまして、2011年度

はまたもとに戻るというような状況がございますけども、これは建設業という

部分でございまして、これは推測でございますけど、2010年度は中野区におき

まして、建物の着工が非常に一時的に多かったということがございまして、こ

の部分が膨らんだと。2010年度はそれが主な要因になって、2009年度よりも増

えたわけでございますけども、2011年度は、またその部分はもとに戻り、しか

しながら、世帯数やオフィスの面積が増えたことがありまして、家庭、業務等

が増えたというような状況になっておるということでございます。 

 25ページ以降につきましては、先ほど申し上げました、なぜ23区全体として

温室効果ガスが増えたのかということにつきましての具体的なデータが出てご

ざいますので、お読み取りをいただければと存じます。 

 全体といたしまして、先ほど申し上げましたとおり、10％削減や15％削減と

いった目標を掲げてやってきたとこではございますが、現実にこのように各自

治体的に二酸化炭素を割り振りをしてみると、特に平成23年度でございますね、

大震災があった後の割り振りでございますけども、23区全体としても中野区と

しても若干増えているというような状況でございます。以上でございます。 

○大沼会長 
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 ありがとうございました。 

これについて、何かご質問等ございますでしょうか。 

 中井委員。 

○中井委員 

 前回、運輸部門の測定の仕方について、ご説明があったと思うのですが、基

本的に前回のご説明のとおりなのでしょうか。産業、民生、家庭とか業務、廃

棄物というのは実際の数字がとれると思うのですが、運輸のところは、何か実

際に走っている台数とか、その辺を見て想定しているというようなご説明があ

ったように記憶しているのですが。そういうことなんでしょうか。 

○大沼会長 

 運輸のところですね。事務局、お願いします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 運輸部門につきましては、多くが自動車の部分でございます。この自動車は

区境に関係なく走っておりますので、それをどうやって各区に割り振るのかと

いうことにつきましては、主要幹線道路の実際の交通量を何年かに１度と思い

ますけど、実際にその台数を数えて、あとその距離ですね、そういったものか

ら各区に割り振っているというふうに聞いてございます。 

 それからもう一つ、鉄道部門につきましては、各区にある駅の乗降客数の割

合によって、鉄道部門のＣＯ２を割り振ってるというふうに聞いてございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 他に何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それではご質問がないようですから、次の議事に移りたいと思います。 

 

議事６ 中野区基本構想及び新しい中野をつくる10か年計画改定方針について 

○大沼会長 

 議事の６番、中野区基本構想及び新しい中野をつくる10か年計画改定方針に

ついて、事務局からご説明をお願いします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 資料10をご覧いただけますでしょうか。これは平成26年６月23日の基本構想

と10か年計画の改定の方針というものでございまして、詳しくはお読み取りを
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いただきたいんですけども、１ページ目でご覧いただきますと、１の（１）基

本構想でございます。これが中野区の最も基本的な区政運営の指針でございま

す。それからその下に（２）10か年計画、これが区の基本計画ということで、

区政全体の計画ということでございます。これらの改定作業が進むということ

でございまして、２ページ目をお開きいただきますと、３の検討の進め方の中

に、（１）基本構想審議会での審議というところがございます。こちらの環境

審議会と同様、区民の方、事業者の方、それから学識経験者の先生方の委員等

から成ります、こういった審議会の設置をされまして、審議がこれから進めら

れていくということになってございます。 

 それから、恐れ入ります、４ページをご覧いただきましてもよろしいでしょ

うか。スケジュールが書いてございまして、今後の環境審議会のスケジュール

ともちょっと重要な関連がございますので、こちらをご覧ください。平成26年

６月に条例が可決されまして、この８月に基本構想審議会の設置をされまして、

諮問は区長がいたします。これに対しまして、いわゆる答申、お答えをいただ

くのが来年３月ということでございまして、当初は12月ごろを想定したという

のもございましたが、前回、環境基本計画の改定や審議会のスケジュールをち

ょっとお示ししたとこでございますけども、今回、上位計画になります基本構

想、10か年計画の改定自体が３カ月ほどずつずれていくというようなことがス

ケジュールで出されましたので、ここの環境審議会の開催スケジュールにも影

響があるということがございます。この資料を出させていただきましてご報告

とさせていただけたらと思います。以上でございます。 

○大沼会長 

 わかりました。 

 10か年計画と環境基本計画は整合的に作成していく必要があるんだというこ

とだと思いますけれど、これについて何か質問ございませんでしょうか。 

 特にないようでしたら、次の議事に移りたいと思います。 

 

議事７ その他 

○大沼会長 

 最後に、その他というものがございますけれども、その他について事務局か

らお願いいたします。 
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○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 事務局から２点ほどご報告をさせていただきます。 

 １つは、この会議の公開ルールについてでございます。後ろに傍聴席を設け

てございます、実際にはいらっしゃっておりませんが、この会議は公開という

ことで、前回の第１回の審議会におきまして、審議会運営上の申し合わせとい

うことで公開の取り決めを行いました。その後、実は私どものほうで、この審

議会の会議の規則を改正をいたしまして、その規則には公開というルールが書

いてございませんでしたが、今回その規則に公開というルールを明記をさせて

いただきましたので、運用としては何も変わりませんが、申し合わせではなく、

規則上のルールになったということでご報告をさせていただきます。それが１

点でございます。 

 それから２つ目は、次の第３回の審議会の日程についてでございます。第１

回審議会でお配りしたスケジュールの中では、次回の第３回目は８月下旬頃と

いうことでご報告させていただいたんですけども、先ほど申し上げました上位

計画のほうのスケジュールのちょっと変更もございまして、その整合を図りな

がらご審議をいただく必要がございますので、８月の下旬につきましては、１

回見送りをさせていただきたいと存じます。 

 次回でございますが、具体的には11月７日金曜日でございますけども、午後

１時半から３時半までを予定をしていただければと存じます。11月７日金曜日、

午後１時半から３時半、区役所でございます。また、改めて開催通知を送らせ

ていただきますが、予定に入れていただければと存じます。 

○大沼会長 

 以上で本日予定しておりました議事は終わりですが、委員各位から特に何か

あるという方いらっしゃいますか。 

 特にないようですね。それでは、次回の審議会は11月７日、午後１時半から

開催いたします。４か月ぐらい間があきますけども、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 また、今回の議事録は、第１回と同様に事務局から委員の皆さんへ案を送付

し、ご確認をいただいた上で作成しますので、ご協力をお願いいたします。 

 では、以上をもちまして第２回中野区環境審議会を閉会させていただきます。

どうも今日はありがとうございました。 


