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第３回中野区環境審議会 議事録 

 

１ 日時 

  平成２６年１１月７日（金） 午後１時３０分～午後３時４０分 

 

２ 場所 

  区役所７階 第１０会議室 

 

３ 次第 

《 第１部 委嘱式 》 

１ 委員の辞任について 

２ 委嘱状交付 

 

《 第２部 中野区環境審議会 》 

議事 

１ 「環境」に関する区民・事業所アンケート 結果報告（速報）について 

２ 環境像と環境像の基本的な考え方について 

３ 重点的に取り組むテーマの検討について 

４ その他 

  

４ 委員等の出席状況  

（１）出席委員（14名） 

   会長 大沼あゆみ、副会長 田中充、小野 光、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、田辺謙二、福嶋豊、 

大石博基、山村宜之、藤原孝行 

（２）欠席委員（６名） 

   大野道髙、髙橋登志子、明石浩一、田中淳正、徳本一義、伊香賀俊治 

（３）委員以外で出席を求めた者（規則第５条） 

   東京電力株式会社 荻窪支社 地域渉外担当課長 高野 

   （徳本委員の代理として） 
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５ 事務局（７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５名 

 

６ 審議会出席職員（10名 代理出席含む） 

政策室副参事（基本計画担当）代理        神谷 万美 

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）代理 崔 玲子 

   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）代理      伊藤 典子 

   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）代理       藤塚 喜正 

   都市基盤部副参事（都市基盤整備推進担当）    千田 真史 

 

７ 配布資料 

資料１ 第４期 第３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（平成 26 年 11 月 7 日現在） 

資料３ 「環境」に関する区民・事業所アンケート 結果報告書（速報） 

資料４ 環境像と環境像の基本的な考え方 

資料５ 中野区環境基本計画 テーマ別検討シート 

資料６ 中野区の環境（平成 26（2014）年度版） 
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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、お時間になりましたので、始めさせていただきたいと思います。 

本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。私、地球温

暖化担当の鳥井でございます。どうぞ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、委員の委嘱式を行わせていただきます。 

お手元の資料１の次第と資料２の委員名簿、平成26年11月7日現在のものをご

覧いただいていますでしょうか。委員名簿につきましては、第２回でもお配りを

してございますが、今回、人事異動等がございまして、委員の委嘱がございますの

で、改めて名簿の作成をいたしてございます。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。 

本日の予定といたしましては、お手元の資料１ 次第にございますように、第１

部といたしまして、まず委嘱式を行わせていただきます。また、第２部といたしま

して、審議会へと続けさせていただきます。 

それでは、第１部 委嘱式に入らせていただきます。まず、委員の辞任につ

いてでございます。まず、２名の議員が辞任をされましたのでご報告をいたし

ます。事業者さまからご推薦をいただきました委員のうち、東京電力株式会社

の荻原委員と、三菱自動車工業株式会社の堤委員が、人事異動がございまして、

昨日付けで辞任されてございます。 

その後任といたしまして、同じくご推薦をいただいてございます、東京電力

株式会社からは徳本一義様がご推薦、三菱自動車工業株式会社からは大石博基

様がご推薦をいただいてございます。 

本日、東京電力株式会社の徳本様からはご欠席の連絡をいただいてございま

すので、次回の審議会のときに委嘱状をお渡しする予定でございます。 

 それでは、委員の委嘱式を執り行います。 

 委嘱状でございますが、区長に代わりまして環境部長からお渡しをさせてい

ただきます。最初に、三菱自動車工業株式会社 大石博基様、その場でお立ち

願います。 

＜環境部長から大石委員に委嘱状の交付＞ 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 続きまして、委嘱状のお渡しをしてございませんでした中野区清掃協力会の
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小野委員に、委嘱状をお渡しさせていただきます。 

 小野委員、お願いいたします。 

＜環境部長から小野委員に委嘱状の交付＞ 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 どうもありがとうございました。後ほど、委嘱状をお渡しした委員につきま

しては、ご紹介申し上げます。以上をもちまして、委嘱状の交付を終了とさせ

ていただきます。 

これから第２部に入りますので、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。今日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうござ

います。 

 それでは、これから第３回中野区環境審議会を開催させていただきます。 

 本日は、大野委員、髙橋委員、田中（淳正）委員、徳本委員、伊香賀委員、

明石委員より欠席の連絡を受けております。現時点で出席の委員の皆さんは13

名です。また、田中副会長におかれましては、遅れていらっしゃるということ

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。 

 なお、本日は徳本委員の代わりに、東京電力株式会社荻窪支社より高野さん

が出席されていますので、ご了承をお願いいたします。審議会運営上の申し合

わせにおきまして、委員の代わりに出席された方は、採決に加わることはでき

ませんが、意見を述べることはできますので、どうぞよろしくお願いいたしま

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。まず、大石委

員、簡単に自己紹介のほどお願いできますでしょうか。 

○大石委員 

 ご紹介にあずかりました、三菱自動車工業の大石と申します。私たち、元々

EVに力を入れてやっているものですから、EVビジネス本部というところに渉外

グループがございました。 
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 そこが７月に独立しまして、総務渉外部となりました。そこで元々のEVをや

っているところから移ったという形になります。皆さまのお力になればと考え

ておりますので、どうぞ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。引き続きまして、小野委員、お願いいた

します。 

○小野委員 

 小野でございます。よろしくお願いいたします。 

 私は中野区町会連合会の会長を兼ねておりますが、中野町会連合会は中野区

の中でも最大の組織でございまして、町の安全・安心、それから、楽しい明る

い町づくりをモットーにして、活動を続けております。 

 環境の問題についても、深い関心を持ってこれからも取り組んでいきたいと

思っております。今後とも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。それでは、新しい委員の紹介を終わりに

いたします。続きまして審議に入っていきたいと思います。 

○大沼会長 

まず、配付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） 

 それでは、お手元の本日の資料を確認をさせていただきます。一番上に座席

表がございますが、その下にございます。 

資料１ 第４期第３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（平成26年11月７日現在）  

資料３ 「環境」に関する区民・事業所アンケート 結果報告書（速報）  

資料４ 環境像と環境像の基本的な考え方 

資料５ 中野区環境基本計画 テーマ別検討シート 

資料６ 中野区の環境（平成26年（2014）年度版） 

でございます。中野区の環境につきましては、昨年度版をお配りしてございま

すが、新年度版ができましたので、改めてお配りをいたしました。よろしくお

願いいたします。なお、その下にチラシ類を３つほど参考にお配りをさせてい

ただきました。 
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１つ目が「なかのエコフェア2014」というチラシでございます。これは、11

月15日（土曜日）に中野サンプラザの前で開催いたします私どもの環境イベン

トのチラシでございます。こちらの委員としてお願いをしております事業所の

皆さま、東京電力、東京ガス、また積水ハウスの皆さま方にもご出展をいただ

く予定になってございます。委員の皆さま方におかれましても、ぜひ、お立ち

寄りいただければと存じます。 

それから次が、11月30日（日曜日）の「地球温暖化防止講座」のチラシで、

「エコ実験ショー」と書いてございますが、地球温暖化防止の啓発ということ

で、毎年こういった事業を行ってございます。環境パフォーマーということで

活躍をされている、らんま先生という方のショーでございます。 

それから、その下に「資源とゴミの分け方・出し方（保存版）」というもの

をお配りしてございます。これは、10月に中野区内のご家庭に全戸配布をした

ものでございまして、中野区におきます資源とゴミの分け方や出し方の詳しい

説明が書いてございます。 

また、後ほどご審議いただく中でゴミや資源、資源循環の問題についてもご

議論いただくことになろうかと思いますが、現在、中野区のルールですとか、

あるいは資源回収の様子につきまして、ご理解いただければと思いますので、

ご参考にしていただければと存じます。 

資料は以上でございますが、何か足りないものはございますでしょうか。よ

ろしゅうございますでしょうか。 

それでは、以上でございます。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

それからご審議に入っていただく前に１点、事務局からご報告をさせていた

だきます。 

 第２回審議会の資料につきまして、中井委員から審議会の際にご質問をいた

だいてございました。具体的には、「はじめよう！なかのエコチャレンジ（家

庭版）」を前回お配りしてございまして、この中に、世界の国別のＣＯ２の排

出量や、国民一人当たりのＣＯ２排出量といったもののデータをお出ししてご

ざいました。 

 その中で、日本は排出量全体としては世界で５番目で、国民一人当たりでは

４番目ということで記載をさせていただいてございました。この点につきまし
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て、中井委員からご質問をいただいてございました。もっと多い国があるので

はないかということですが、この点につきまして確認をさせていただきました。 

 委員のご指摘のとおりでございまして、環境省のデータによりますと、環境

省が定義する主な国であります21カ国の中では、一人当たりという意味では日

本は９番目でございまして、その点データのずれがございました。 

 なお、この「なかのエコチャレンジ」そのものは、環境省の21カ国のデータ

ではなく、別のところ、日本エネルギー経済研究所のデータをとってございま

して、そこでは21カ国、主な国ではなく、８カ国でのデータになってございま

して、その中では日本が４番目にあたるということで、データの出どころによ

り順位が違うことがわかりました。 

 今後、このデータを引用する場合には、「主要国何カ国の中では」といった

言葉をつけまして、誤解のないような記述に向けて修正したいと考えてござい

ます。中井委員にはご指摘をいただきまして、誠にありがとうございました。

以上でございます。 

 

議事１ 「環境」に関する区民・事業所アンケート 結果報告（速報）について 

○大沼会長 

 ありがとうございました。それでは、審議に入っていきたいと思います。ま

ず、資料1の次第にしたがって、議事を進めさせていただきます。 

 議事１番は、「「環境」に関する区民・事業所アンケート 結果報告（速

報）について」を行います。 

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） 

 それでは、お手元の資料３をお出しいただけますでしょうか。着席させてい

ただきまして、ご説明いたします。 

このアンケート結果の速報が出ましたので、ご報告をするものでございます。

第２回中野区環境審議会におきまして、このアンケートの内容の案をお示しを

いたしましてご質疑をいただきました上で、８月にアンケートを実施をいたし

てございます。 

目次がございますが、１ページをおめくりいただいてもよろしいしょうか。

まず、区民の部分と事業所の部分を分けて、調査の概要が１ページ目に書いて
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ございます。一番上の調査目的は前回申し上げたとおりで、環境基本計画の改

定の資料で、審議会においてもご参考にしていただくという目的でございます。 

調査方法は、区民は20歳以上の方、1500件、事業所につきましては、区内で

500件ということで郵送により実施をしたことでございます。回収数につきま

しては、区民の方につきましては412件､27.5％でございました。事業所につき

ましては、109件、21.8％でございまして、前回よりも少し低い数字になって

ございます。 

今回は結果の速報でございますのでクロス集計等はしてございませんので、

お読み取りをいただければと存じます。 

なお、脱字の修正をさせていただきます。資料３の５ページ、 

「四季の移り変わりを感じるなどの生活に潤えてくれる」を 

「四季の移り変わりを感じるなどの生活に潤いを与えてくれる」に訂正して

いただきますよう、お願いいたします。 

 

＜資料３ 「環境」に関する区民・事業所アンケート 結果報告書（速報） 

に沿って説明＞ 

 

以上が速報結果の簡単なご説明でございます。今後はクロス集計等も行いま

して、また、比較できる限り、他の自治体等ともできるものがありましたら比

較等もいたしまして、予定では次回の１月の審議会でご報告を、速報ではなく

報告書という形でご報告をしたいと考えてございます。ご説明は以上でござい

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、

これから質問、あるいはご意見など承りたいと思いますが、何かございません

でしょうか 

○中井委員 

 よろしいでしょうか。 

○大沼会長 

 中井委員、お願いします。 
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○中井委員 

１つ教えていただきたいのですが、事業所のところは、省エネ法対象の企業

とかいう区分けはできているのでしょうか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 今回の事業所の中でそういう区分けはしてございません。13ページのところ

で、事業所の回答、属性ということで業種や建物の用途、従業員数、建物の延

床面積や所在地等についてはお伺いしてございますが、東京都の大規模事業所

とそうでないところだとか、エネルギー消費の量といったことでのお伺いはこ

こではしてございません。 

 ただ、各事業所にどれぐらい燃料等を使っていますかということについて書

く欄は作ってございますので、最終報告の中では、その辺りはどれぐらいご回

答があるのかについては、確認をさせていただきたいと思います。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。他に何かございませんでしょうか。田辺委員、お願

いいたします。 

○田辺委員 

 今、アンケート結果をお聞きしますと、ほとんど情報不足が盛んにクローズ

アップされていると思いますので、まだまだ地道なPRが必要と感じております。 

 私自身も広報を担当していまして、町会などいろいろなところに顔を出しな

がら、ケーブルテレビ会社のジェイコム中野さんに取材放映していただいたり

して、効果的な広報活動を実施しています。地道な活動にもう少し力を入れて

いかないと、非常にもったいないなと思います。せっかく、いい制度があるの

にと感じました。 

○大沼会長 

おっしゃる通りだと思います。今、田辺委員からありましたように、情報不

足というものが浮かび上がってくるわけです。ですから、こういったものは、

具体的にどういった取組をすればいいのかなど、ぜひ事務局でも対応を考えて

いただきたいと思います。他に何かございますでしょうか。 

はい、藤原委員。 

○藤原委員 

 藤原でございます。19ページのところです、こういう回答が出てくるのは多
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分、同じような傾向にあると思いますが、この対応策では、私どもの組織であ

りますクール・ネット東京という組織があります。 

 これらも傾向を見ると、だんだんと省エネ診断の件数が減ってきていまして、

いかにPRをして診断効果を上げていくかという、件数をですね、という話があ

りますので、ぜひとも区と連携していただいて、クール・ネットをどんどん使

っていただきたいと思います。決して予算とかを余すことはないと思いますの

で。 

○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。 

特に事業者の方々にお聞きしたいのですが、東京電力の高野さん、それから

福嶋委員、それから大石委員、山村委員におかれましては、どうなのでしょう

か。自社の環境活動、あるいは製品の中での環境配慮的なものという、何か伝

える上で特段こういった、非常に効果的な工夫があるのだというような取組が

ありましたらぜひご紹介いただきたいのです。いかがでしょうか、ご自由に。 

では、大石委員。 

○大石委員 

 三菱の大石です。これは紹介という形になると思いますが、このアンケート

の中でも、マイカー規制とか、自動車の関係の話が結構ありますが、最近は、

まちとかインフラの整備という形で充電器をつけることに加え、会社、事業所

に充電器を付けて、通勤に使いやすい環境づくりを進めているところでありま

す。特に、電気自動車は皆さんご存じのとおり、電池使用量から活動範囲が非

常に限られることもありますが、行って帰ってくる容量ではなくて、会社に行

くまでの片道分走ればいいという考え方から、活動範囲が広がるのです。皆さ

んも所望されている方は、多分ご家庭にいる時間よりも仕事をしている時間の

ほうが長い方もいらっしゃると思います。そうしますと、会社に止めている間

車に充電をして、車でまた帰るという距離を、今までの往復の場合ですから距

離が延びるわけです。 

より広い範囲に通勤にできるということと、会社側にとっては、例えば、通

勤交通費みたいなもので負担しているガソリン代があると思います。ガソリン

代よりも電気代のほうが安いので、そういった意味では事業者の負担も減りま

すし、環境への負荷も削減できますし、電気自動車をお持ちの方は距離を倍ぐ
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らい使えるということで、距離も延びることもあって、ワークプレースチャー

ジングとよく言われますが、事業所で充電環境の整備も一役買うのではないか

と考えております。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。非常に興味深いご紹介いただきありがとうございま

す。他に、委員の方いかがでしょうか。 

はい、福嶋委員、どうぞお願いいたします。 

○福嶋委員 

 積水ハウスの福嶋と申します。まず感想は、９ページの家庭での再生可能エ

ネルギー・省エネルギー設備・機器の導入ですが、弊社はネット・ゼロ・エネ

ルギーハウスということで、太陽光設備ですとか、省エネ設備ですとかを導入

して、基本的に１次消費エネルギーをゼロにしましょうという施策で住宅販売

を促進していますが、導入状況ということで、単独の設備で申し上げると、太

陽光の利用設備は導入している方が2.5％ということで、かなり低いのだなと

思いました。 

 今後の導入意向の中で、太陽光利用設備が18.5％、逆に防災にも役立つ蓄電

システムが20.1％ということで、中野区民の方は防災とかの方が意識が高いの

かなという感じを受けました。 

 10ページに、今後の導入意向に当たってわからないと答えた理由があります

が、「導入できる環境にない」という方については、クロス集計をしてみない

とわかりませんが、恐らく属性で言うと、持家でない方がそういうことを理由

に挙げられているのかなと思います。 

 あとは、効果に比べて価格が高いという面では、いろいろな設備メーカーで

すとか、いろいろな業者が、これは中野区に限った話ではありませんが、環境

を意識したもう少し手の届きやすいところ、例えば冷蔵庫で言うと非常に今後

の導入意向は高いものですから、その辺りを真剣に取り組んでいきたいなと思

った次第でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。住宅メーカーの観点からいろいろご意見をいただ

きまして、どうもありがとうございます。では、高野さん、いかがでしょうか。 

○徳本委員代理 高野氏 
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 東京電力の高野でございます。こちらの10ページのところ、「なかのエコポ

イント制度」の認知の状況ということですが、先ほど田辺委員もおっしゃられ

たとおり、なかなか取組のほう、よくも悪くも皆さん、区民の方に認知いただ

くというところ、私どももいろいろな施策等を区民の方々にお伝えをしている

ところです。 

なかなかできないという状況の中で、やはり地道にいろいろな機会を通じて

お話を差し上げるというところでございます。 

私どもとしては、月に１回、将来的にはスマートメーターというどうなるか

わからないですが、月に１回検針にお伺いしているという機会がございますの

で、その機会にいろいろなお知らせとかを機会を捉えて、検針票の裏でお知ら

せを入れるとか、別のものをいれるとかいう形でいろいろ取り組んでいるとい

うところです。 

なかなか検針票の裏について、実は認知度が数％くらいというデータもござ

いまして、どのように私どもの言いたいこと、環境に関するところをお知らせ

するときにどう言ったらいいのかなと、ちょっと難しいところですが、地道に

接触する機会を捉えてお話をしている状況でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。区も接触する機会は、多分区民の方々とあると思い

ますので、なかなか難しいという点、こうしたら、区だったら、こういうこと

をできるのではないかなということがありましたら、ぜひご提案いただければ

と思います。山村委員はいかがでしょうか。 

○山村委員 

 キリンの山村です。私たちの事業の特徴としてということで言いますと、私

たちが捉えているのは、飲料をつくって運んで売るようなところと、調達段階

からも含めて全体を見ようとしている中で言えば、実はものをつくっている工

場のところで出るＣＯ２はそんなに大きなウェートではなくて、むしろ原料、

それから、容器の材料を取っているところのＣＯ２が非常に大きいという問題

があります。 

 ですので、例えば、容器をどれだけ軽量化するかとかいうことが効いてくる

というところが我々の領域としてはあり、お客さまから見たときに、我々のよ

うな企業に対する環境取組の何がイメージされているかというと、あまり省エ
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ネとかＣＯ２の話はイメージされていなくて、自然保護だとかいうところを期

待されているようなことがあります。 

 ですので、やることはしっかりやるのですが、あまりＣＯ２の話を我々のよ

うな産業が言っても、お客さまには響きづらいので辛いなと思っているところ

があります。 

 １つ、これは完全に観点を変えてのお話で、先ほど、どなたかからも、情報

がもっとあればみたいなお話があったところでの関連ですが、別の話をして申

し訳ありませんが、地球温暖化防止全国ネットが事務局をされている低炭素杯

という催しがあります。 

○大沼会長 

杯というのはカップですか。 

○山村委員 

 カップです。全国のいろいろな団体とか、企業だとか学校とかが、それぞれ

の地域に応じていろいろな取組をして、いいねと思う方々が集まって最終的に

言うと発表会をするというものです。私、企画審査委員で審査をしていますが、

見ていても、例えば、地域によっては中小企業の省エネ診断をいかに中小企業

に負担をなく受けていただけるようにするかという工夫であったりとか、ある

いは、そこに地域通貨をどう絡ませるかだとか。 

 田舎でしたら、地域の特産品みたいなことを農業高校とかがどうやってまち

づくりに繋げていくかみたいな、いろいろな事例があったりして、頑張ってい

らっしゃるところはいろいろあると思いますので、もしそういうのも参考にな

るようであれば、ご紹介していくみたいなこともあってもいいのかなと思いま

した。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。いろいろな観点から、こういった形で環境の情報や、

啓発活動をできるのではないかなということをご提案いただきましたが、区民

の皆さんは、例えば逆に受け手から見て、こういう企画があれば、もうちょっ

とわかりやすくなるのではないかというご意見などございませんでしょうか。

井上委員、お願いします。 

○井上委員 

 ちょっと変わった話になってしまうかもしれませんが、先ほど大石委員が言
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われたEVの自動車、EV化すると車のコストも物すごく高いですよね。 

 それより、自動車、パークアンドライドという言葉を皆さんご存じだと思い

ますが、それを山手線の外側くらいに、中野区なんかも外側、そういうパーキ

ング場を作っていったらどうかなと思ったのです。 

 そのパーキングがたまたま中野区では、昨日の新聞に出ていましたが、南口

の大再開発をしますね。何か100メートルの高さのビルをつくって、地下に駐

車場を作ってというのです。中野から都心までは20分くらいで東京まで行けま

すが、電車を利用したりして。そういうＣＯ２削減の方法も、今の車のお話か

らは思ったのです。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。今後のシステムのご提案ということで、ありがとう

ございます。他に、両方の受け手という形で。中井委員、お願いいたします。 

○中井委員 

 実は会社へ行っていたときは、区報はほとんど読んだことがなかったのです。

区報は読むと意外と情報が入っています。ですから、そういう意味では情報は

結構発信されているので、発信の仕方に工夫がいるのではないでしょうか。 

例えば、つい最近もエコの関係がたくさん書かれていて、いついつ何々があ

りますとか、今日配っていただいた資料のような説明が入っていました。 

逆に言いますと、会社に行っていたときにどういう形で区報が来ていたら本

当に見ていたのだろうかと考えますと、興味のないところは、どんなことをし

ても情報は見てもらえずに捨てられてしまうのです。 

そこが非常に悩ましいところであり、本当にどうしたらいいかはよくわから

ないですが、先ほど東京電力さんが検針に来られる時とか、何かそういうタイ

アップでもしていただて、区報も一緒に配っていただくとか、何か違う形で提

供されるともっと目に入ってくるのではないかという気がします。 

おっしゃられるとおり、東電さんの裏は見たことはなく、昨年度比何％増え

ていますというのばかりしか見ないですが、見たい情報は自然に見ていくと思

います。そういう意味では、先ほど申し上げたタイアップというのも意外とい

い手段ではないかという気がします。 

 目に触れる機会、結局、区報は家庭のポストに新聞と一緒に入ってきたり、

あるいはぽっと入っているだけなので、他のあまり必要ではないものと同じよ
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うな感じで見てしまう場合があります。見え方がもっと違うと、非常に重要な

情報を発信をしているのだと区民が思うのではないかと考えます。情報量は多

いと思いますので、ぜひご検討下さい。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。他に。佐々木委員、お願いします。 

○佐々木委員 

 佐々木でございます。受け手として、先ほど積水ハウスの福嶋委員からもあ

りましたが、なぜか蓄電とかいう切り口になりますと、防災からいくと非常に

興味が高いけれども、環境の切り口から言うとなかなか関心が薄い。 

 子どもを持っている親、そういう家庭からしますと、やはり環境にいいこと

として蓄電があったり、他のことも太陽光利用も出ると思いますが、そこから

入るよりも、例えば蓄電ですと防災のときに、蓄電があれば微電流は出るわけ

ですから、携帯の充電は自分のうちでできますよとか、インフラでガスが止ま

って、ガスが復旧しても実は今のガスのメーターシステムだと、弱電が入らな

いと湯沸し器は結局使えませんよとかいうような形の切り口で、子どもを持っ

ている世代に訴えるのが１つありかなと思います。 

 東京電力さんの先ほどの検針の裏もそうですが、一般家庭、子育て家庭だと

大体汲々としておりますので、今、確か東電さんで電気家計簿を確か始められ

ていまして、これは省エネをしようという観点よりも、お宅でお使いの電気料

は電気の使い方、時間によって、もっと要は安くうまく使いましょうよという

ことが長い目で見たら省エネに繋がっていくのではないか。そっちの切り口か

ら言っても、家庭に伝える力は大きいのではないかと思います。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。非常に具体的で建設的なご意見をいただきました。

もう少しご意見をお伺いしたいところですが、まだ今日の審議事項があります

ので、もし、こうしたことがいいのではないかということがありましたら、ぜ

ひ、事務局へお願いします。 

○関口委員 

 ちょっとよろしいでしょうか。 

○大沼会長 

 短くお願いします。 
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○関口委員 

 地域環境アドバイザーの立場からということでお話しさせていただくのです

が、私たちは学校関係だとか、教育機関とかいろいろなところを入っているの

です。それとともに、子どもたちに教えたりするのですが、ほとんど情報がう

まく伝わっていないわけです。 

 その中で我々がきちんと教えればいいのですが、アドバイザーの中にもこう

いうような知識の波がありまして、なかなか教えられないということで、そう

いう子どもたちから教えるということを、やはり行政なり、何かがきちんとつ

くっていただいてやるのも１つの方法ではないかと思うのです、情報に関して

はということです。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。 

それでは、議事１番は「「環境」に関する区民・事業所アンケート 結果報告

（速報）について」を終わります。 

 

議事２ 環境像と環境像の基本的な考え方について 

○大沼会長 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 次は、議事の２番目、「環境像と環境像の基本的な考え方について」です。

これについて、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、資料４をご覧いただけますでしょうか。環境像と環境像の基本的

な考え方の資料でございます。 

 これは、前回の７月の第２回審議会におきまして、中野区の目指す環境像に

ついてご議論いただいたところでございます。委員の中から、中野区が目指す

町のやわらかいイメージですとか、具体的ではない表現もいいんじゃないか、

あるいは、ワンフレーズでわかりやすいものにしてはどうかと、さまざまなご

意見をいただいたところでございます。それらを踏まえまして、審議のたたき

台といたしまして、整理をさせていただいたものでございます。 

 １番につきましては、現行の中野区の目指す環境像ということで、「脱温暖

化の取組みが根付いた『エコシティなかの』」の内容でございます。 
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 ２番のほうでは、たたき台的なものということで、中野区の目指す環境像に

つきまして、３つほど、スマートエコシティなかの、コンパクトエコシティな

かの、クールエコシティなかのといったもの、ワンフレーズ的なものを挙げさ

せていただきました。 

 ２番のほうで、環境像の基本的な考え方につきまして、前回もお示しをした

ところでございますが、その際、いただいた意見等も踏まえまして、再度４つ

の項目ということで、内容の整理をさせていただきました。 

 １つ目が、人類共通の重要課題である地球温暖化を防止するため、一人ひと

りが地球的視野に立って考え、身近な地域で環境にやさしい行動をしている。 

 ２つ目は、区民、事業者及び区の連携・協働により、環境と経済が調和し、

真に豊かで持続可能な活力ある社会が次世代に引き継がれている。 

 ３つ目、少ないエネルギー消費でも豊かな暮らし方のできる情報・技術・知

恵が共有され、限りある資源を分かち合う取組みが、日常の生活や事業活動に

根づいている。 

 ４つ目が、環境に配慮したまちづくりが進展し、安全で安心して住み続ける

ことのできる、やすらぎのある生活環境が確保されている、といったような観

点で整理をさせていただきました。 

 改定で盛り込むべき内容につきまして答申をいただくことになってございま

して、この場では環境像の全体的なものをお決めいただくということではござ

いませんが、（２）環境像の基本的な考え方につきましては、ご審議をいただ

ければ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、事務局から、環境像の基本的な考え方で、この４つの文章を示したわけ

ですが、これについてこれから議論していきたいと思いますが、４つ一遍に議

論、質問、コメントなどをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○井上委員 

 会長。 

○大沼会長 

 はい、どうぞ。井上委員。 
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○井上委員 

 環境にやさしいというのは、緑化だとか、いろいろあると思うんですが、私

の経験で言うと、私どもの土地を建設のために指定道路化しようとした。指定

道路化するためには、そこに生えている100年以上立つ木を全部切り倒せと、

区の建築課のほうから言われたことがあるんですが、区役所の中でその辺はど

ういう考えなんですか。 

○大沼会長 

 それは区の事業ということではなくて……。 

○井上委員 

 自分の自宅に通じる私道を指定道路化したかったんです。そうしたら、そこ

に生えている、100年ぐらい立つような大きな樹木が２本あったんですが、こ

れを切り倒さないと再建築できないと言われてしまったんです。 

○大沼会長 

 それはもちろん重要なことなんですが、それはまた次の機会に議論したいと

思います。ここで議論したいのは、基本的な考え方が４つあるということです。

つまり、基本的な考え方が４つの考え方というものに対して、これはちょっと

書き方がおかしいんじゃないか、もう少しこういうのを入れたらいいんじゃな

いか、あるいは、もっと別の観点というのもあるんじゃないかとか、いろいろ

なご意見が出ることもあると思うので、そういったところをちょっとお聞きし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○田中副会長 

 ちょっとよろしいでしょうか。 

○大沼会長 

 はい。 

○田中副会長 

 せっかくの機会ですので、問題提起をしたいと思いますが、まず片仮名の言

葉をつけるかどうか。今、エコシティというのがありますが、スマートエコシ

ティにするのかコンパクトエコシティにするのか、これを踏襲するかどうかと

いうのがあると思うんです。 

 「エコシティなかの」というのが区民にも共有されてきて、あるいは、され

つつあり、今後、こういうキーワードを中野区の環境政策のキャッチフレーズ
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にするという意気込みがあるとすれば、これをいかしていくか。 

 ですから、このエコシティという片仮名のキーワードをどう使うか。その上

に「スマート」とか「コンパクト」とか「クール」というものをつけるかどう

か、あまりそういうものは要らないという考え方もあるし、あったほうがいい

という考え方もあるかもしれません。 

 それから、（２）基本的な考え方というのは、計画が、10年計画か５年計画

かあると思いますが、環境像ですから、10年後、５年後にどういう社会に、あ

るいは、地域社会に到達していくか。そこを想定したときのあるべき姿、ある

いは、理想の姿というものを考えていくという趣旨だと思います。 

 この４つの項目はいずれも、拝見したところ、それぞれが実現すればいいと

思います。いいと思うんですが、よく読んでみると、例えば、環境と経済が調

和するというのは区だけではなかなかできにくいことがあります。つまり、中

野区と、そこに集う区民と事業者が協働でできる範囲といいますか、あるいは、

協働して、目指すべき方向がどこまでかということをやっぱり意識しないとい

けない。 

 そうすると、あまり大きな、射程が広過ぎるのもいかがなものかなと思って

います。ですから、このあたりの整理が必要かなと。個人の考え方ではありま

すが、基本的な考え方としてはそういうことがあると思います。 

 それから、３点目は、ここには載ってないんですが、区が持っている基本計

画とかマスタープラン、基本構想になると思いますので、そことの整合を図り

つつ、ある種の環境分野を体現する、具現化するということになるかと思いま

すので、区の全体のマスタープランがどういう方向性を持っているのか、そこ

のところの確認も必要かなと思います。 

○大沼会長 

 大変貴重なご意見ありがとうございました。射程の問題というのは確かにあ

るんじゃないかなと思います。こういったものはある程度、シンボリックなも

のもありますが、このバランスというのを考えていかなければならないと思い

ます。 

 他に何かございませんでしょうか。 

 はい、山村委員。 

○山村委員 
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 言葉としてこれがというようなことは全くなくて、中野区の皆さんにとって

は当たり前のことを言うだけに過ぎないのかなと思いながら話しますが、先ほ

どお聞かせいただいたアンケートとかを見ても、公共交通の利用のしやすさだ

とかというような、非常に集積されて、利便性が高い立地というものが中野の

１つの特徴というか、プラスのポイントだと思うんです。 

 やっぱり、環境というようなところを、我慢する環境というよりも、よさを

活かした、総体としては、それによって環境負荷が減るみたいなところがうま

く進むようなところがあればいいなと。 

 例えば、基本的な考え方で言うと、３つ目ぐらいに書いていらっしゃるのか

なとも思うわけですが。ですので、人が集積しているからこそ我慢しなければ

ならないところもあるんだけれども、便利に、うまくエネルギーを、全体とし

ては削減できるようなまちづくりみたいなところがうまく表現できるようにな

ればいいのではないかなと思いました。 

○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。 

 赤星委員、お願いします。 

○赤星委員 

 整理できていないんですが、まず１番の、「脱温暖化の取組が根づいた」と

書いてあるんですが、先ほどのアンケートとかでいくと、例えば、ごみだとか

何だとかというのがいろいろ出てきているんですが、そういう部分の環境とい

うのをどう捉えるのかというのがまず１つです。 

 それと、あと、下のほうに、２の（２）で書いてありますが、確かに、人類

共通の重要課題であり、地球的視野に立って考えなきゃいけないことだと思う

んです。 

 しかし、僕も含めてですが、一人一人の人にとっては、例えば、ごみ箱が遠

いから、ぽいってどこかにやるとか、シャワーを浴びていても、まめに止めれ

ばいいものを、１回止めると温度が下がるので、そのまま出し続けるとかとい

うことの繰り返しというのが、日常生活の中で果たしてどれだけ環境に負荷を

かけているんだというのを、何らかの形で発信していかないと、身近な問題に

置き換わらないんじゃないかと。 
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 だから、関心がないまま、興味がないまま続いていく可能性があるかなと思

うので、その辺を反映していただける方策があれば、ありがたいかなと思いま

す。 

○大沼会長 

 今ご指摘いただいた、脱温暖化の取組が根づいたというのは、他の環境問題

はどうなるんですかということを言う人が出てきても、これはしようがないな

という気はするので、もう少しうまい言い方で、エコシティの中に、恐らく多

くの環境問題というのが入っていると思うんですが、そういった言い方という

のが大事だと思います。 

 それから、今おっしゃっていただいた、一人一人の、何て言うんでしょう、

持続性のようなものなのか、インセンティブと持続性、動機づけと持続性のよ

うなものというのは、確かに、そういったものが浸透しているということが、

どこかに入ってもいいのかもしれないなという気がいたします。ありがとうご

ざいます。 

 他に何かございますか。 

 藤原委員、お願いします。 

○藤原委員 

 （２）の４つを読ませていただいて、３つ目のところの「限りある資源を分

かち合う仕組み」と書いてありますが、つまり、イメージがなかなか浮かんで

こなくて、これは、例えば、どういうようなイメージをされているのかという

のを教えていただければなと。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 （２）の３つ目にございます「限りある資源を分かち合う取組」ということ

自体が、特別な、何と言うんでしょうか、目の前に鉄があって石油があって、

それを分け合うというイメージではないんですが、これまでのいろんな地球温

暖化防止の取組が、基本的に省エネという視点がかなりこの１０年は多かった

と思いますが、現在は、同じことをやるのに少ないエネルギーでということだ

けではなく、総体としてはエネルギーを少なくしていこうと。 

 それは、すなわち、化石燃料も含めまして、限りある資源をみんなで大切に

使っていくということでもございますので、そういったイメージとして書かせ

ていただいたということでございます。 
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○大沼会長 

 カーシェアリングとか、そういったものは直接分かち合うという形になるん

じゃないですか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 そうですね。会長が今おっしゃったとおり、カーシェアリングの試みも全国

でさまざま行われてございます。車であったり、あるいは燃料であったり、そ

ういったものをみんなで分かち合っていくということだと思いますので、会長

のご指摘のとおりかと思います。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。他に何かございませんか。 

では、小野委員、お願いします。 

○小野委員 

 実際、町会の経験では、エコポイントのポスターを貼っても、多分、何の反

響もないだろうなと思いながら貼っているんです。この環境像というのが大き

なムーブメントというか、大きな流れの中でそれを実施していくための１つの

キャッチフレーズというような、ちょっと違う発想で考えていくべきじゃない

かなと思うんです。 

 じゃあ、どんなムーブメントなのか、どんな動きなのかというと、１つ考え

られるのは、ごみの問題が出てきましたが、１つの例ですよ、思い切って有料

化する、有料化してみようと。有料化するということは、いろいろ議論があっ

て、詰めなきゃならないこともいっぱいあると思いますが、そういう場合の１

つのキャッチフレーズとして、こういうのが使えるんじゃないかなというよう

な視点もあるのかなということです。 

 ですから、わかりにくいんです、今の環境問題というのは。だから、具体的

な動きの中でそれをわからせていく。そういうキャッチフレーズをつくるとい

うことじゃないかなと思うんです。 

○大沼会長 

 そうすると、いろいろな問題を包含するような１つのキャッチフレーズとい

うのは難しいんですが、確かに、そういうのがあればかなり全体的に進んでい

くような感じがしますが、何かもしいいキャッチフレーズがあったら、ぜひご

提案を。 
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○小野委員 

 わからないですけれども。 

○大沼会長 

 また事務局のほうにご連絡いただくなり。 

○小野委員 

 さっきの議論ともつながると思うんですが、議論ばかりしていたってしよう

がないので、具体的につくっていくということが必要なんだろうと思うんです。

我々も知恵を出しますので、中野区民が、よし、それならやってみようという

ようなものにする、わかりやすいものを考えるということが必要だと思います。 

 例えば、ちょっと違う例かもしれませんが、ペットボトルを破砕回収機で砕

くということをやっています。以前は誰も利用しなかったんです。ところが、

最近、持っていってやろうと思ったら、列がずっとできているんです。列の後

ろで大分待ちましたが、本当に最近、利用度が高くなっています。やっぱり具

体的なものがないとそういうことはできないです。 

 だから、２週間に１回ごみを出して、僕はごみ出し係なんですが、本当にご

みゼロ運動というのを長いことやっていて、何でこんなにごみってなくならな

いんだろう、だんだん増えているんじゃないかという実感がするんです。それ

で商売をしている人もいっぱいいるわけだから、あまりそんなことは言えない

けれども、でも、やっぱりそれを何とか少なくしていくための努力というのを

運動の中でやっていく必要があるかなという気がしています。 

○大沼会長 

 具体的な動きをつくるのが大事だということですね。ありがとうございまし

た。それでは、議事２番、「環境像と環境像の基本的な考え方について」を終

わりにいたします。 

 

議事３ 重点的に取り組むテーマの検討について 

○大沼会長 

 続いて、議事の３番、「重点的に取り組むテーマの検討について」に移りま

す。これから資料全体の説明を事務局にお願いしますが、非常に重要な部分に

なりますので、今回は、この中でテーマが５つあるんですが、１つのテーマず

つ、２番目までを審議していきたいと思います。それでは、事務局から説明を
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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、資料５をご覧いただけますでしょうか。中野区環境基本計画のポ

イントにつきまして、テーマ別の検討シートということでご用意させていただ

きました。座らせていただきます。 

 後ろのほうに５枚のペーパーがついてございますが、一番上に総括的な内容

が書いてございます。 

 まず検討シートの意味合いでございますが、環境審議会には環境基本計画に

盛り込むべき事項についての諮問をさせていただいてございまして、答申をい

ただくわけでございますが、環境問題はさまざまなテーマもございます。 

 また、前回のところで、改定後の環境基本計画の体系につきまして、現行、

４つのプロジェクトということで、重点事項を４つに分けているわけですが、

これを、区民や事業者の皆様にとりまして、よりわかりやすい表現や、あるい

は、分け方にしていきたいということで資料を出させていただいたところでご

ざいます。 

 今度は、こうした４つのプロジェクトに盛り込むべき内容について、ここで

は５つのテーマに分けて資料を整理させていただきました。これがこのままに

なるとかいう意味ではもちろんございませんが、問題が多岐にわたることと、

一つ一つが大変深い問題でございますので、これらの５つのテーマを用意いた

しましたので、これをもとにご議論いただければということでございます。 

 ５つのテーマは、今回、１番が自然との共生ということで、身近な緑化や公

園に関することが書いてございます。 

 ２番目が循環型社会ということで、ごみのこと、ごみの減量やリサイクルに

関することが書いてございます。 

 ３番が低炭素まちづくりということで、都市計画、大規模な開発、大規模な

建築物の他、具体的な中野駅周辺のまちづくりのことや大きな公園の整備など

に関することが書いてございます。 

 ４番目がライフスタイルに関することで、区民や事業者の皆様の日常の生活、

活動における再生可能エネルギー、省エネの取組、あるいは、環境に配慮した

行動に関することといった整理をしてございます。 

 ５番目が区有施設の低炭素化ということになってございまして、区役所の本
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庁舎や区有施設、小中学校における省エネの取組、設備改修、高効率の設備の

導入、あるいは、区役所の事業、そういったものを含めてということで整理を

してございます。 

 それぞれ重なり合う部分が当然ございますので、便宜的なテーマ設定と考え

ていただければと存じます。 

 それでは、資料をおめくりいただけますでしょうか。さらっとご説明をさせ

ていただきます。 

 １枚目の検討シートは、自然との共生ということで、先ほど申しましたよう

に、身近な緑化、緑や公園に関するものでございます。 

 それぞれのテーマに、（１）現状（これまでの目標と達成状況）、（２）こ

れまでの主な取組と成果、（３）近年の動き・今後の予定、こういうところも

整理をさせていただいてございます。（４）のところで、今後目指す方向性・

基本的な考え方と実現に向けた課題といった形で、将来的なことについて書か

せていただいているということでございます。 

 従いまして、（１）（２）（３）は、基本的にはこれまでの事実関係を整理

させていただいたもので、（４）は、今後の考え方について一定のたたき台を

出させていただいたというものでございます。たたき台が現時点での区の正式

な考えというわけではもちろんございませんが、あくまでも議論の材料として、

素材として提供させていただくということでございます。 

 ５枚ございますので、１枚ずつ説明をさせていただきます。 

 

テーマ１ 自然との共生（資料説明） 

 テーマ１、自然との共生でございます。 

 （１）の現状ということで、これまでの目標、それから、達成状況でござい

ます。目標でございますが、まず目標みどり率と書いてございますが、18.5％。

これは、平成30年度に目標としている数字でございます。 

 現状はどうかというところでございますが、みどり率は17.5％でございます。

これは平成19年に航空写真の撮影等を行いまして、出た結果でございます。 

 ちなみに、みどり率という言葉が必ずしも一般的ではございませんので、こ

こに説明を書かせていただいてございます。これはいわゆる緑被率。これは写

真で撮った地面の率です。それが平成19年度では16.4％でございますが、これ
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らに公園内の樹木や草地等の緑で覆われてない部分も加えまして、さらに、河

川等の水面の面積を加えまして、それらが全面積でどれぐらいあるかというと

ころでございます。今、区のほうでは、このみどり率を１つの緑の指標にして

ございます。 

 それから、中野区の現状でございますが、都市化が進んだ中で、まとまった

緑地と言えるものは、公園ですとかお寺、神社の林、寺社林とか、屋敷林とい

うのがわずかに残っている程度でございます。 

 それから、大規模公園の整備が進められてきているという状況でございます。

ここに中野区の町丁別、中野４丁目とか５丁目のみどり率が書かれてございま

すが、ご覧いただきますとおり、基本的には、西、あるいは、北のほうがみど

り率が高く、南のほうは低いというような状況でございます。 

 それから、（２）がこれまでの主な取組と成果でございます。少し各論的な

内容を書いてございます。 

 緑化計画制度というのがございまして、これは、家を建てる建築時に緑化の

面積の枠組みを決めまして、緑化を進めていただいているものでございますが、

それによって認定した緑化計画面積の累計が目標を上回っているということで

ございます。 119,435㎡ということでございますが、平成 26年度は目標値

94,000㎡を上回って進んでいる状況でございます。 

 ただ、一方で、次の黒丸でございますが、緑化計画の工事がちゃんと完了し

て緑化がされているのかということを実際に確認した割合はどれぐらいかとい

うことでございますが、これにつきましては、65.0％の目標に対して、実績が

62.2％というような状況でございます。 

 実際上、計画書は出されても、完了したかどうかはっきりしない、あるいは、

していないかもしれないということがございますので、完了届の催告強化をし

て、提出が多少促進されたという状況が実はあるわけでございますが、それで

も、目標が65％で実績が62％というのが実態でございます。 

 ３つ目の黒丸は、区の緑に対する資源の状況でございます。保護樹林、ある

いは、保護樹木といったものを指定してございまして、維持管理の支援を行っ

てございます。なかのみどりの貢献賞という表彰制度をつくりまして、地域で

緑の部分についての整備について功績のありました個人の方、団体の方、ある

いは、企業、大学等に対し表彰をしてございます。 
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 それから、イベントでございますが、中野区花と緑の祭典といったものを区

民の実行委員会と区の共催で行ってきてございまして、既に30年を超える歴史

がございます。現在は、中野四季の森公園におきまして、春と秋に各種教室や

緑化相談や草花の苗木の即売などの催しを開催している状況でございます。 

 次のページをご覧いただけますでしょうか。こういった緑に関する近年の動

きや今後の予定ということでございます。 

 保護樹林は、現在、33カ所あるんですが、その多くを占める寺社林につきま

しては、今後、基本的には存続していくだろうと考えてございます。お寺が急

になくなるということはございません。 

 一方、屋敷林に関しましては、個人が持っていらっしゃる保護樹林の解除が

毎年１件、あるいは、２件あるような状況が続いてございまして、要因は相続

などに伴うということだと思いますが、減少すると考えられてございます。 

 公園整備は今後も進められていくということでございますが、基本的には、

（仮称）本町五丁目公園や（仮称）南部防災公園については、平成28年度に開

設予定になっているという状況でございます。 

 また、中野四季の森公園を拡張する予定がございますが、それについては、

用地取得が終わっておりまして、整備事業の実施準備を行っているところでご

ざいます。 

 それから、（仮称）本町二丁目の公園の用地につきましては、都市計画手続

を始めまして、整備事業の実施準備を行っていく予定でございます。 

 それから、これとは別に、新たに国家公務員宿舎跡地がございまして、（仮

称）弥生町六丁目公園とする準備を行っているという状況でございます。 

 グラフは、保護樹林の指定件数が減ってきている状況をお示ししたグラフで

ございます。 

 （４）でございます。目指す方向性等でございますが、最初は、こんな町と

いうことで、中野区基本構想でもございますが、庭木の育成や、ベランダ・屋

上緑化など、身近なところでみどりをふやす取組が進んでおり、みどりが人々

の心に安らぎを与えている町といったものを目指す方向性かと思ってございま

す。あとは、基本的な考え方と実現に向けた課題でございますが、庭木や垣根

などの民有地における目に見える緑の確保を目指すためには、緑化計画の手続

を実際に行っているのは建て主さんではなく設計事務所等でございますので、
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こういった事業者の皆様へ適切な指導を行うことが重要だと考えてございます。 

 それから、区民への緑化推進に関する意識を高める機会をふやすことや、あ

るいは、緑化に協力していただけるボランティアの活用等が課題と考えている

ところでございます。 

 以上が、テーマ１、自然との共生でございます。 

 

テーマ２ 循環型社会（資料説明） 

 お時間をいただいて恐縮ですが、テーマ２の循環型社会に入らせていただき

ます。 

 まず（１）現状でございます。これまでの目標と達成状況でございますが、

最初に、区の長期的なごみ処理に関する基本方針を定めてございます、第２次

中野区一般廃棄物処理基本計画というものがございます。 

 この中で、目標状況でございますが、まず区民１人１日当たりのごみ排出量

につきましては、平成27年度の目標としまして、16年度の半分の371ｇに削減

するという目標を掲げてございます。 

 それから、資源化率。これは不用物の中でも資源化が進んでいる率でござい

ますが、平成16年度で約20％でございますが、27年度には50％以上にするとい

う目標を掲げてございます。 

 その下が実際の達成状況でございますが、区民１人１日当たりのごみ排出量

を見ますと、このような数字になってございまして、平成25年度につきまして

は545ｇということで、目標に近づいているということは確かでございますが、

まだ乖離があるという状況でございます。 

 それから、次は、資源化率でございます。資源化率は、正確には、分子が資

源として回収された量で、分母が資源として回収された量と燃やすごみの量、

家庭から不用物を捨てていたものが分母になってございます。これにつきまし

ては、50％以上の目標を掲げてございますが、実際のところは、平成25年度の

27.4％程度になっております。 

 理由につきましては、後のほうでご説明させていただくことになっています。 

 （２）は、これまでの主な取組と成果ということでございます。 

 まずごみの発生抑制の取組でございますが、３Ｒの推進月間や環境月間など

のイベント等での取組や、区民の皆様のところに職員が出向いて行う出前講座
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の実施等、啓発活動を行いましてございまして、ごみの発生抑制の意識が着実

に浸透しつつあると考えてございます。 

 それから、先ほどお配りしましたが、ごみと資源の分け方、出し方のマナー

でございますが、これについては、職員によります指導体制の見直し等もござ

いまして、一定の改善が進んでいると考えてございます。さらに、ごみの集積

所についても進んでいる状況でございます。 

 それから、黒丸３つ目が資源回収の取組でございますが、いまだ再資源化が

可能な資源がごみとして出ている状況がございますが、取組としましては、び

ん・缶・ペットボトルの回収やプラスチック製容器包装の回収、あるいは、古

紙、陶器・ガラス・金属ごみから取り出したスプレー缶等の回収といったもの

を推進してきてございます。 

 平成26年度、今年度からは、新たに、粗大ごみの中での金属、小型家電、廃

食用油、お家で使わなくなった油でございますが、それから廃蛍光管、こうい

ったものの拠点回収、新たな資源回収の実施をしてございまして、取組としま

しては進んでいると考えてございます。 

 次の黒丸、ペットボトルの回収でございます。先ほど委員からもご意見ござ

いましたが、ペットボトルの破砕回収機というものの導入、推進をしてござい

ます。これは、ごみ集積所のほうで回収するよりも経費面ではすぐれてござい

まして、また、車も少なくて済むということで、環境負荷も低い回収方法でご

ざいます。これについて、ポイントがつくというような制度も導入いたしまし

て、回収量が増加してきてございます。 

 また、コスト面で言いますと、平成25年度から破砕回収機の設置運営費を固

定料金から従量制ということで、量によって違うとしまして、さらなる回収費

用の低減を図ったところでございます。 

 続きまして、町会や自治会等で行ってございます古着・古布の集団回収でご

ざいますが、これについては、平成25年度実施をされてない町会さんがある程

度いらっしゃるわけですが、こうした働きかけを行いまして、団体数につきま

しては、平成26年度では102団体ということで、団体別の実施率につきまして

は94.4％まで引き上げたという状況でございます。 

 それから、資源とごみの総量である不用物総量の減少でございますが、この

原因は、ごみ自体が微減していることと、紙が電子化されたことによって、新
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聞や雑誌がそもそも発行数が減っているというような状況がございます。また、

プラスチック製容器包装が軽量化しているという傾向がございまして、先ほど

申し上げましたが、資源化率というのが停滞しているという状況でございます。 

 次のページをご覧いただけますでしょうか。（３）近年の動き・今後の予定

でございます。国、東京都の動向でございますが、まず国は、平成23年に、基

本的な方針、廃棄物の減量等の方針を変更してございまして、27年度におきま

しては、平成19年度比で、排出量、ごみの量を約５％減、再生利用していく量

を約20％から約25％に上げるということで、増加をしてございます。 

 それから、東京都は、平成23年に｢東京都廃棄物処理計画」を改定いたしま

して、都は、今、最終処分場を持っているわけですが、その最終処分場につき

まして、平成19年度比で30％減らすということを目標としてございます。 

 また、国際的な動きですが、平成25年10月に「水銀に関する水俣条約」が採

択をされまして、今後、水銀を含む廃棄物につきましては、適正な処理が求め

られるということになってございます。 

 それから、平成25年４月に小型家電リサイクル法というのができまして、レ

アメタル確保のための回収が自治体に努力義務として課せられているというよ

うな状況がございます。 

 （４）が今後目指すべき方向性でございます。最初の黒丸２つがまちの姿で

ございますが、１つ目は、区民や事業者、区が連携して、環境負荷の少ない方

法でのごみの発生抑制といった取組が行われているまちを目指すべきではない

か。２つ目が、区民や事業者、区がそれぞれの役割を果たすことによって、ご

みの適正排出と資源化推進の意識が高まって、具体的な行動が浸透しているま

ちというものを考えてございます。 

 課題等でございますが、単なるごみ減量のための発生抑制・資源化推進とい

うことだけではなく、環境への負荷そのものを抑制する、さらに、希少資源の

確保を企図した資源化施策の推進、あるいは、ごみそのものの発生を抑制する

生活スタイルが定着した「環境に配慮した行動が区民生活の中に根付いている

まち」の実現といったところに貢献していくというような考え方でございます。 

 それから、課題でございますが、環境により配慮した発生抑制によるごみ減

量といったものに重心を置きまして、さらには、普及啓発や家庭ごみの費用負

担制度の導入、事業系ごみの処理状況を区に届けていただくような制度を活用
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いたしまして、事業者の訪問調査と指導等によりまして、家庭ごみ・事業系ご

みの減量を促進していくということが今後の課題と考えてございます。 

 以上です。 

○大沼会長 

 今日は１と２ですよね。３、４、５はまた次回ということですが、こういう

ことがありますよということで、簡単にお願いします。 

 

テーマ３ 低炭素まちづくり、テーマ４ ライフスタイル、テーマ５ 区有施

設の低炭素化（資料説明） 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 テーマ３以下は簡単に説明させていただきます。 

 テーマ３の低炭素まちづくりでございますが、現状のところは大きく丸が２

つございます。区の計画としまして、都市計画マスタープランというものと、

２つ目の中野駅周辺まちづくりグランドデザインVer.３といったものを策定し

てございまして、まちづくりにつきまして、さまざまな環境にかかわる部分の

方針を掲げているという状況を書かせていただいてございます。 

 （２）は、これまでの主な取組と成果でございます。特に、中野四季の都市

（まち）が中野区の大きなまちづくりでございますが、この中では、区と開発

事業者で覚書を取り交わし、CASBEEという制度については、十分上位のものが

行われるという状況でございまして、そこでは、中野セントラルパークの２つ

の大きなビル、それから、区立中野中学校も同じ地域にございます、これが今

年の４月に開校してございますが、それぞれ非常に高い環境性能のものを実現

しているという状況が書かれてございます。 

 裏面をご覧いただけますでしょうか。（３）は近年の動きや今後の予定でご

ざいますが、最初の黒丸は、国の低炭素化法の制定のこと、それから、２つ目

が、今後、中野駅周辺でのさまざまなまちづくりのプラン、区分けが書いてご

ざいます。 

 その下には、公園の整備状況ということで、先ほどと重複いたしますが、

（仮称）本町五丁目公園や（仮称）南部防災公園の開設予定、中野四季の森公

園の拡張、あと、（仮称）本町二丁目公園の整備、（仮称）弥生町六丁目公園

の準備等々が記されてございます。 
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 （４）が目指す方向性でございますが、日常的な環境配慮の取組に加えて、

都市開発や基盤整備など大きな転換点におきましては、都市の低炭素化に向け

た取組をやっていく。実現に当たっては、基本計画に加えまして、ガイドライ

ン等による誘導が必要ではないか。また、都市開発に当たっては、再エネ等の

導入やエネルギーの面的利用といったものの調整が必要になると思います。大

規模公園の着実な整備ということで、出させていただきました。 

 続きまして、テーマ４のライフスタイルでございます。 

 現状といたしましては、そこに書いてございますが、二酸化炭素の排出抑制

につきましては、10％削減､あるいは､15％削減という大きな目標を掲げてござ

いますが､実際のところは､中野区としてのＣＯ２排出量は増えているという状

況がございます｡ 

 ただ、増えている理由としましては、主に電力等のＣＯ２排出係数が変わっ

てきているというようなこともございますので、エネルギー消費量そのものは

かなり一定の、23区全体もそうですが、削減がされてきているような状況でご

ざいます。 

 （２）は、これまでの主な取組等でございますが、最初の黒丸は、中野区と

しての地球温暖化防止条例を策定。２つ目は、群馬県みなかみ町にあります

「中野の森」というところで植林等を行いまして、区外でのＣＯ２排出削減も

行っているということで、カーボン・オフセットのことが書いてございます。 

 ３つ目がなかのエコポイント制度ということで、家庭での電気と都市ガスの

削減に応じまして、ポイントをお渡しする、あるいは、エコマークのついた環

境商品の購入促進ということで、さまざまなPRを行ってきたという状況が書か

れてございます。 

 裏面をご覧いただけますでしょうか。（３）近年の動き・今後の予定でござ

いますが、これにつきましては、環境省の気候変動キャンペーンの状況、２つ

目は、家庭での電力の自由化といったこと、３つ目は、家庭へのスマートメー

ターの設置につきまして、東京は東京電力でございますが、進めていくという

ような状況が今後予定されていると聞いてございます。 

 （４）が目指す方向性等のことでございますが、１つ目がFun to Shareとい

う環境省のキャンペーンでございますが、みんなで我慢するよりも楽しみなが

らやっていこうという考え方。 
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 また、２つ目につきましては、低炭素社会を目指しまして、最新の情報・技

術・知恵を共有いたしまして、エネルギー消費の絶対量を減らしていく「減エ

ネ」に取り組んでいこうというような姿でございます。 

 ３つ目につきましては、ライフスタイルの転換、また、再生可能エネルギー

を利用した設備や省エネ性能の高い家電製品などの利用の促進、そういったと

ころを課題として、ある程度書かせていただきました。 

 ４つ目は、なかの里・まち連携。先ほど、みなかみ町のカーボン・オフセッ

トがございました。そういった協力や地域資源の適切な活用といったことによ

る環境交流や環境貢献の推進といったものの対応が課題であると書かせていた

だいております。 

 テーマ５の区有施設の低炭素化でございます。 

 （１）につきましては、最初は中野区環境基本計画での「区役所の二酸化炭

素排出ゼロプロジェクト」といったことを掲げてございまして、２つ目に書い

ておりますとおり、エネルギー削減の取組をしてございました。 

 ３つ目の黒丸でございますが、今年の７月に事務事業編と言われる地球温暖

化対策実行計画を定めまして、下に書いてございますような、電気の使用量削

減、ガスの使用量削減、エネルギー消費原単位削減といったものを目標に掲げ

てございます。達成状況につきましては、ここに書いてございますとおり、省

エネの取組により、電気、ガスの使用量をかなり削減してございます。 

 一方、次の黒丸ですが、ＣＯ２につきましては、排出が増加する傾向はござ

いますが、新電力からの電力調達等の促進もやっているという状況でございま

す。 

 その下にございますが、区役所のＣＯ２排出量の状況でございますが、平成

22年から平成25年にかけまして、このように減っているという状況でございま

す。 

 （２）は、これまでの主な取組等でございますが、区有施設のLED照明、小

中学校の太陽光発電、小中学校でのごみ発電の電力導入、また、新電力の導入、

区内街路灯のLED照明、あと、環境マネジメントシステムの運用といった形で

行ってきてございます。 

 裏面に入らせていただきます。近年の動きにつきましては、主に法律等の状

況でございますが、最初が、先ほど申し上げました、地球温暖化対策実行計画
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の事務事業編の策定義務ということでございます。 

 ２つ目は、省エネ法の改正に伴う報告制度。 

 ３つ目が、東京都環境確保条例によります温暖化対策報告書制度ということ

で、区役所もこれに取り組んでございます。 

 ４つ目ですが、先ほど中野駅周辺まちづくりの話がございましたが、その中

で、区役所とサンプラザ地区の配置のことがございまして、区役所の移転とい

ったものが予定されているということでございます。 

 その次が、省エネ法の改正によります電気のピークカットのことにつきまし

て、報告が求められているという状況がございます。 

 その次が、平成26年10月に「中野区立小中学校施設整備計画」を策定いたし

まして、今後の施設の更新等につきましてつくられたところでございます。 

 その下は、先ほど申し上げたように、電気の完全自由化やガスの完全自由化

の実施予定といった自由化の推進があるという状況でございます。 

 （４）基本的な考え方でございますが、１つ目が、まずモデル事業者である

ということで、区が先進的に取り組んでいこうということでございます。 

 ２つ目は、エネルギーの削減を進めていくという状況。 

 ３つ目が設備の更新。 

 ４つ目が、これだけではなくて、物品調達や、ごみの削減や、紙や水道使用

量の削減などの対応も必要であるという課題がございます。 

 その次は、電気のピークカットの問題等でございます。 

 その下につきましては、環境マネジメントシステムの取組や、さらに、職員

の意識向上をしていこうという課題がございます。 

 最後に、新区役所も含めまして、区有施設を今後整備するにあたっては、前

提として、環境性能に十分配慮し、環境負荷を減らす、廃棄物の排出抑制と処

理が行われることが課題だというようなことで書かせていただきました。 

 テーマ３、４、５につきましては、少し端折って恐縮でございますが、以上

でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。次回のときにまた詳しくお願いいたします。 

 それでは、今日は、テーマ１と２について議論したいと思います。それで、

一つ一つやっていきたいんですが、自然との共生というところと循環型社会に
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ついて議論をお願いしたいのでありますが、それぞれ（１）から（４）まで項

目がございます。 

 それで、（１）から（３）というのは、現状と、それから、これまでの取組、

そして、近年の動きとか今後の予定なので、ここはいわゆる事実を書いたとこ

ろなので、特に、事実が間違っているということでなければ、ここはスキップ

いたします。我々に求められているのは、（４）の目指す方向性・基本的な考

え方と実現に向けた課題というところでございます。ここを重点的に議論いた

だきたいと思います。 

 

テーマ１ 自然との共生（審議） 

○大沼会長 

 では、最初の自然との共生のところの（４）、目指す方向性・基本的な考え

方と実現に向けた課題で、どういった方向性や課題があるかということを、皆

さん、もう１度これをご覧になりまして、ご意見、ご質問などをお願いいたし

ます。 

 赤星委員、お願いします。 

○赤星委員 

 （４）の真ん中の２段目、目に見える緑の確保を目指すために、設計事務所

等での適切な指導と書いてあるんです。積水ハウスさんもお見えになっている

のでわかると思いますし、私、設計事務所なので、これは言いたいんですが、 

 例えば、生け垣をつくりましょうと提案をしたとしても、仮に、ざっくり

100万かかりますよ、じゃあ、ブロックでアルミフェンスにしたら幾らなのと

いう話になって、それは50万ぐらいで終わりますよと。そしたら、オーナーさ

んが決定します、設計事務所が幾らいい提案をしようが。 

 ですから、これは指導先が間違っていると、少なくとも。幾ら設計事務所を

指導したところで、最終的にお金を出して納得されるのはやられるオーナーさ

んですから、そちら側をなるべく、そういうことをやりませんかと誘導しない

と実現しないと思います。 

○大沼会長 

 なるほど。そうすると、事業者への適切な指導というのではなくて、事業者

を利用する人、消費者と言うと変ですが、事業者というんですかね。 
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○赤星委員 

 事業者ですね。事業者の方を説得しないとだめですよね。 

○大沼会長 

 わかりました。事業者というのは、つくるほうではなくて……。 

○赤星委員 

 オーナーさんですね。 

○大沼会長 

 オーナーですね。誰ですか、オーナーは。 

○赤星委員 

 住宅の場合は建築主。建築主側が応じない限りはどうにもならない。 

○大沼会長 

 建築主への適切な指導というのは、なかなか大変ですね。そうすると、啓発

とかなんですかね。 

○赤星委員 

 そうですね。 

○大沼会長 

 ただ、事業者さんのほうもいろいろオプションを、緑いいですよとかという

オプションを自発的に出すというのもあるんじゃないですか。そんなことはな

いでしょうか？ 

○赤星委員 

 我々もやはり景観を重視しますので、見た目というものを重視しますので、

当然、緑が欲しいんです。なるべくつくりましょうと。ここに木を植えて生け

垣をつくりましょうという提案をするんですが、絵で見てもそのほうが美しい

じゃないですか。 

 だけど、結果、選ばれるのは、コンクリートブロックにアルミのフェンスだ

とか、そういうふうになってしまうということなんです。 

○大沼会長 

 なるほど。いわゆる働きかけの相手をもう少し考えましょうということです

ね、ここは。 

 

○赤星委員 
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そうですね。 

○大沼会長 

 わかりました。じゃあ、そこはもう１度やってみます。 

 では、田中副会長、お願いします。 

○田中副会長 

 まず、全体の組み立て方が、まず総論で言いますが、順番を考えたほうがい

いと思いました。 

 中野区にとって自然との共生、「自然との共生」という見出しもちょっと気

になっていたのですが、身近な緑をふやすとか、身近な緑を確保するのがいい

と思いますが、自然との共生というのは、恐らく、国の自然共生社会を念頭に

置いていると思います。 

 その場合は、もっと大きな自然を想定すると思うんですが、中野のような都

市部であれば、「自然との共生」という見出しよりは、都市緑化の推進とか、

そういうほうがいいんじゃないかなと思います。 

 順番も、緑化の話が１なのか、ごみの話が１なのか、あるいは、まちづくり

や低炭素の話が１なのか、ここにありますが、今までは低炭素の話がとにかく

１だったんです。だから、今までの整合性を考えると、低炭素が１のほうがい

いような気がいたします。これは全体を見ないとわからないですが。 

 それから、２つ目は、例えば、水質汚染とか大気汚染、自動車公害とか、こ

ういう問題がここの中に出てこないんですが、これはどこで扱うんですか。従

来の区民の健康とか安全を守るということでいえば、やっぱりそれは一番大事

な話なので、環境政策、環境行政の基本ですので、そこは外さないほうがいい

かなと。 

 その上で、自然のところで行きますと、この施策が、事業者への指導である

とか、あるいは、屋上緑化ということですが、基本的には、環境基本計画とい

うのは区の施策なんです。 

 つまり、一義的には、もちろん区民と協働して取り組む、あるいは、事業者

と協働して取り組むんですが、区の施策に対するガイドラインであったり指針

であったりする。つまり、区の施策は何をしたらいいかということです。 

 ですから、この計画の受け取り手というのは、区自身なんです。だから、区

が自らのために本来つくる計画。自らのためにと言うと実行計画的になるんで
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すが、そうではなくて、区がこれから地域で展開しようとする施策のためにつ

くる計画。 

 そうすると、まずやらなければいけないのは、例えば、都市緑化とか、公共

施設緑化だとか、あるいは、新しくつくるであろう庁舎、屋上緑化を含めた壁

面緑化とか、つまり、区自らができることをやる。 

 それから次が、公園整備だとか緑地確保が若干あるわけです。公共的な緑地

があるわけで、そういうことをやる。だから、まず区が行う施策があって、そ

の上で事業者に対する呼びかけをするとか、区民に対する意識を啓発するとか、

そういうことになっていくわけで、まず区が行う施策をトップに持ってこない

とできないというのが、私の意見です。 

○大沼会長 

 貴重なご意見をありがとうございます。１つ確認ですが、さっきの自動車の

排ガスとか、そういったところというのは、この資料の中でどこにありますか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 排ガスにつきましては、区民の皆様のマイカーだという視点で言えば、ライ

フスタイル的なところかと思います。 

○大沼会長 

 わかりました。 

 それで、順番のことですが、最後にまた議論させていただきたいと思います。 

 今の田中副会長のご意見は、区の施策の指針になるものだということなので、

できそうなところを盛り込むということですね。具体的にどういったものがあ

りますか。 

○田中副会長 

 公園整備というのは基本的に区がやらなきゃいけないことで、公園整備です。

それから、あと、区のほうで言うと、道路の緑化とか、それから、庁舎があり

ますよね。 

○大沼会長 

 なるほど。先ほど井上委員がおっしゃった、木を切るなどということもあり

ますよね。 

○井上委員 

 行政の整合性がないと動けないです。 
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○大沼会長 

 そうですね。じゃあ、そうしたところも盛り込むような形で考えていただく

ということです。 

 それから、野生の生物のようなものは入らないですか。鳥とか、そういった

ものが、自然共生のところで必ず入ってくるんですが、中野区だと動物はあま

り入ってこないですか。どうでしょう。 

○田中副会長 

 地域によっては、生物多様性という観点で、生物多様性地域戦略をつくって

いるところがありますよね。 

○大沼会長 

 ありますから。中野ではなかなか動物というのはあれですか。例えば、川に

魚がいるとかメダカがいるとか、ああいったものというのはないですか。赤星

委員、子供の頃はいなかったですか。 

○赤星委員 

 もう今はないです。 

○大沼会長 

 そういうのを目指すというのもいいんじゃないですか。そういったところも

少しご検討いただくということで、他に何かございませんか。 

 はい、藤原委員。 

○藤原委員 

 ２ページ目のところですが、先ほどの方がおっしゃっていましたが、クライ

アントへの適切な指導というか、お願いという部分で言うと、区のほうでは、

実際にその計画を立案する事務所にお願いするのが、かなり効果的かなと思わ

れて書かれていると思うんですが、そういう面も確かにあることはあります。 

 オーナー側がわからないので、事務所さんにお願いして、どうしたらいいか

となるけれども、最終的に決めるのはオーナーです。なので、この建築確認の

制度と若干リンクして、緑化に努力してくれている方に対してプレミアムの制

度をつくるとか、そういうふうにするというのがいいのではないかと思います。 

○大沼会長 

 わかりました。緑化に貢献した方には、減税まではいかないけれども、何か

とにかくプレミアムをつけるような形で、直接そういうのは書けませんが、緑
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化に貢献した人に何らかのメリットがあるような仕組みということですね。 

○藤原委員 

 ですから、建築側に確認を取り付けるといいかと。 

○赤星委員 

 それについてちょっと言ってもいいですか。 

○大沼会長 

 はい。 

○赤星委員 

 ７、８年前なんですが、目黒区がかなり厳しい緑化推進をやっていまして、

もう既にそのとき条例化されていました。 

 まず、緑化計画書を提出しないと確認申請は受理しませんというような厳し

い制度になっておりまして、実際、建築工事が終わってからも緑地課からちゃ

んと確認に来ていました。というような厳しい制度を目黒区は七、八年前から

導入しているので、恐らく、建築行為とリンクして制度化すること、条例化す

ることは可能だと思います。 

○大沼会長 

 なるほど。わかりました。その辺はいろいろ区内の調整になると思いますが、

そういった区もあるということなので、具体的な政策は書けませんが、いわゆ

る環境基本計画、方向性としてそういったものを念頭に置いて、もう１度検討、

ちょっと難しいかもしれませんが、お願いできればと。貴重な意見をありがと

うございます。 

 

テーマ２ 循環型社会（審議） 

○大沼会長 

 では次に、循環型社会に移らせていただきたいと思います。 

 （１）から（３）は、事実、あるいは、客観的な政策の記述ということにな

りますので、（４）の方向性と基本的な考え方、それから、課題といったとこ

ろを議論したいと思いますが、ここについていかがでしょうか。 

○田中副会長 

 意見を申し上げます。せっかく機会を与えられましたので。 

 確認ですが、町内会とか自治会による資源回収ということについて確認させ
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ていただければと思います。 

 そういうものは区が資源回収をするよりも、区民の協力を得ながら資源回収

したほうが、トータルとしてはコストが安く上がるだろうと思います。そうい

う取組がどのぐらいまで進んでいるのか。 

 それから、２つ目は、ここには焼却場の適正管理みたいな話がないけれども、

それでいいのかどうか。実際には区の中で燃やしてなくて、外に出している。

東京都の場合は、組合に入っていて、そこに出していると思うんですが、そこ

をきちんと排出者として責任を持ったほうがいいと思うので、そこの状況はど

うなっているのか。これが２つ目です。 

 それから、３つ目は、区はごみを回収した後、もう１度資源化のような努力

をしているのか。燃えるごみ、粗大ごみだとかをもう１度資源システムで資源

にして、そうした形で、よりきめ細かな資源回収ですね。 

 そのあたりの３点について、事情を教えてもらえると、より適切なことが言

えると思います。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 専門部署の職員が来ておりますが、粗方につきましては私のほうからお話を

させていただきます。 

 まず、町会・自治会等が資源回収を行うことですが、先ほど言いましたが、

主に、新聞とか雑誌とか古紙類、それから、古布等につきましては、中野区は

区が直接回収するということは基本的に方針にしてございませんで、町会・自

治会に回収をしていただいて、量によりまして報奨金を支払うという仕組みで

支援をしてございます。 

 副会長ご指摘のとおり、そのことによって区が支出するコストにつきまして

は、直接の行政回収よりも非常に下がっているという状況がございます。 

 それから、清掃工場のことにつきましては、東京23区の場合は、ごみの処理

につきまして分担がございまして、各23区は、ごみを集める収集と清掃工場か

ら運ぶ運搬という役割をしてございます。 

 それから、清掃工場といった中間処理でございますが、ごみの処理、焼くこ

とにつきましては、23区共同で清掃一部事務組合をつくってございまして、そ

れが行うということになってございまして、清掃工場はすべて各区のものでは

なく、一緒につくった23区清掃一部事務組合がやるということになってござい
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ます。 

 それから、最後の焼却灰の処分につきましては、東京都の最終処分場が行う

というような役割分担になってございます。 

 それから、３つ目の質問で、ごみとして一旦回収したものの中から何らかリ

サイクルするようなシステムがあるのかということでございますが、従来で申

し上げますと、粗大ごみの中から、例えば、きれいなタンスとか衣装ケースと

いったものを抜き出しまして、それを清掃事務所において少しきれいして、区

民の皆様に抽選でお分けをする、無料でお渡しするというようなことをこれま

でやってきてございました。 

 今年からは、それらに加えまして、粗大ごみから出たものの中で、金属系の

ものを抜き取りまして、金属回収業者さんに買ってもらうということで、もう

既に今年1,000万円以上、予想を上回るような売り上げがきている状況がござ

います。 

 それから、新たに小型家電製品の回収ということを始めてございまして、CD

プレーヤーですとか、携帯電話ですとか、ゲーム機ですとか、こういったもの

を区民活動センターや区役所といったところでボックスを設けまして、回収し

て、レアメタルを回収していくということを新たに始めたというような状況で

ございます。 

 何か補足があれば言ってください。 

○大沼会長 

 よろしいですか、区役所の方。 

○環境部副参事（ごみゼロ推進担当）代理 

 古紙などの回収につきましては、集団回収は、大体行政回収の４分の１のコ

ストになっているということだけ添えさせていただきます。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。今、補足をいただきました。より具体的なところで

すが、そういったことは（１）から（３）のどこかに入れられたらいいんじゃ

ないかなと。 

 それでは、もう一度（４）に戻りまして、方向性や課題などで何かご意見ご

ざいますでしょうか。 

○田中副会長 
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 燃えるごみと出されたごみの成分分析をしていると思いますが、成分分析し

た中で、本来、資源にされるものが投棄されることがよくあるんです。区民が

分別を間違えたり、あるいは、区民の意識の問題でしょうか。 

 そういう観点でいくと、できるだけそういうものを減らして、排出側の区民

に意識に働きかけると同時に、区が一回そこで分別する仕組みをつくるかどう

かです。中間分別的な仕組みをつくる。他の区役所ではそういう例があるんで

す。 

 ですから、回収システムをつくるか。そうすれば飛躍的に、この二十何％で

とまっている資源化率が上がるんじゃないか。ただ、コストもかかるので、か

なり検討が必要ですが、そのあたりの検討を行ってはどうかというのが１つの

具体的な提案です。 

 それから２つ目は、ここで書いてある、家庭ごみ費用負担制度の導入という

ような例があります。これは家庭ごみの有料化の話だと思いますが、有料化を

する前に、まず事業系ごみがどれぐらい入っているか。 

 逆に言うと、事業系ごみは、本来、事業者自らが自己責任で行うべき話なの

で、できるだけそこは事業者の皆さんに負担してもらう、あるいは、事業者自

らの責任で処理、そういう仕組みに持っていく必要があって、そこのところを

まず仕分けをしっかりすれば、今、ごみとなっているものが相当減るんじゃな

いか。ですから、この２点をぜひ考えていただきたいなと思いました。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 他に何かございますでしょうか。 

 特に、区民の方々から、日常のごみの減量、回収、あるいは、資源化の中で、

こういうところが足りないとか、こういった方向性って必要なんじゃないかと

いうことで何かございますか。中井委員。 

○中井委員 

ちょっと教えていただきたいのは、今回、資源化率ということですが、ペッ

トボトルのような完全に元に戻るものと、プラスチックのように燃やすもの、

燃えるごみとプラスチックの回収の仕方、具体的には後処理の仕方というのは

どういう形になるのでしょうか。 

 今ですと、燃やすごみのほうも熱回収のような形でやられていると思います。
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出たごみに対して、電気か熱の形で戻ってくるということだったと思うのです

が、そういう意味では、こちらのほうの処理の仕方としてはどうなるのでしょ

うか。 

 それによって、ゴミの出し方が、燃えるほうに入れたらいいのか、きちんと

プラスチックのほうに入れたほうがいいのかというようなところもあるもので

すから。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 資源の分け方、ごみの分け方、出し方についてでございますが、現在、中野

区のルールで大まかに申し上げますと、プラスチック類につきましては、１つ

は、製品プラスチックと呼ばれるものは燃やすごみでございます。例えば、洗

面器ですとか、それ自体がプラスチックを使っているものは燃やすごみに入れ

ていただくとなってございまして、容器包装のプラスチックにつきましては、

きれいなものにつきましては、資源として別に回収しています。 

○中井委員 

それはわかるのですが、後処理の仕方としては、粉砕か何かになるんですか、

プラスチックは。 要するに、燃えるごみは燃やして、熱回収なり電気に変え

るという形で、ある意味では再資源化もしていると捉えられるのではないでし

ょうか。それに対して、プラスチックの後処理の仕方としては、例えば、本当

に粉砕して、プラスチックの原料に戻すのか。今、いろいろな種類がぐちゃぐ

ちゃですから。あるいは、そうではなくて、発熱量が大きいから熱で回収して

いるのか。そういう意味で、どのような方法で処理されているのですかという

ことです。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 失礼しました。プラスチックにつきましては、以前はすべて不燃ごみという

ことで埋め立てておりましたが、現状は、基本的に、考え方は熱回収でござい

まして、サーマルリサイクルと呼んでいるんですが、清掃工場で燃やして、そ

の熱で発電等をしていくというような考え方が基本にございます。 

 それ以外に、今おっしゃった容器包装プラスチックにつきましては、資源と

して回収しまして、最終的にはアンモニアとか原料といったものになっている

と聞いております。 

○中井委員 
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 そうすると、ここで言われている資源化率のところでは、燃やすごみの中に

プラスチックも入っているという形になるのですか、ここでは、今のお話だと。 

○環境部 清掃事務所長 

 そうです。燃やすごみの中にプラスチック、製品プラスチックは入っていま

す。 

○環境部副参事（ごみゼロ推進担当）代理 

 容器包装プラスチックは資源ということです。プラスチックは２つに分かれ

ています。 

○中井委員 

ペットボトルなり、食用缶だとか、一緒に回収されているものはということ

ですか。 

○環境部副参事（ごみゼロ推進担当）代理 

 それだけではなくて、容器包装プラスチックというものです。 

○環境部 清掃事務所長 

お菓子の袋とかラーメンの袋とか、こういったものが、今、ご指摘いただい

たような容器包装プラスチックです。油が入っているような汚れの落ちない容

器といったようなものについては、焼却して、熱を再利用していると。 

○中井委員 

 それはやっぱり燃やされているということですか。 

○環境部 清掃事務所長 

 こちらに書いてありますような、例えば、バケツですとか、お風呂で遊ぶよ

うなアヒル、こういったものについては製品プラスチックと呼ばれております。

こちらにつきましては、事業者に再利用の費用の負担がないんです。ですので、

これを資源化しようとしますと莫大な費用がかかってくる。 

 そうしたものを区民の皆さんにご負担いただくのはどうかということで、事

業者に再資源化の一定の負担がある容器包装プラスチックにつきましては、資

源として、工業用アルコールですとか、あと、ベンチのシートみたいなものに

製品化されているというような状況でございます。 

○中井委員 

 プラスチック製容器包装というのは、結局、燃やされるということですか。 

○環境部 清掃事務所長 
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容器包装プラスチックというのが、今申し上げたように資源として再利用さ

れます。 

○中井委員 

 わかりました。 

○大沼会長 

 私も、分別したごみがどういうふうになるのかというのは、なかなかわかり

にくいところがあるんです。そういうのをもっとわかりやすい形で、区民に情

報として提供できればいいのかなとは思いますが。 

○中井委員 

 出すほうではすごく悩んでいるんですよ。ここで言われている、トレー、ラ

ップみたいなものも一緒に出して、本当にプラスチックとして回収ができるん

だろうかという気がするもんですから、それだったら、燃えるごみと一緒に、

熱回収のほうがいいんじゃないかとか、しようもないことを考えながら、悩ま

しいです。 

○大沼会長 

 多分、これが一番効率的なものなんです。 

○小野委員 

 いいですか。 

○大沼会長 

 はい。 

○小野委員 

 実際、私どもが回収しているわけですが、非常に区民の皆さん、頑張って分

別をしながらやっていらっしゃいます。 

 それから、清掃協力会としまして、１年に１回、皆さんをごみの処理現場に、

処理現場というんですか、工場の見学に連れて行って、実際にどういうふうに

皆さんが集めたものが処理されているのかというのを勉強していただく、経験

していただくという機会を設けております。 

○大沼会長 

 確かに、それをやると非常にわかりやすいんじゃないかなと。 

 

○小野委員 
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 いろんなところで説明がありましたが、ちゃんとやっていますから、地域で

は。それだけは言っておきます。 

○大沼会長 

 他に何かございますか。 

○赤星委員 

 質問なんですが、事業系ごみと書いてありますが、例えば、事業系ごみとい

うことは、会社から出たごみということだと思うんですが、中野の郊外の住宅

街の中に１人、２人の会社を構えていらっしゃる方、あるいは、会社にしてい

なくて、個人事業で何かをやっていらっしゃるというのは、恐らく、現時点で

は、そのまま家庭ごみとして出されている方が圧倒的に多いんです、シールが

張ってないということは。これは本当は事業系ごみになるんでしょうか。 

○環境部 清掃事務所長 

 はい。事業系ごみになります。事業活動に伴って発生したものは事業系です。 

○赤星委員 

 ということは、そこの周知徹底が全然行われてないんじゃないかと。 

○環境部 清掃事務所長 

 今年度、先ほどこちらのシートのほうでも触れましたように、排出指導体制

の充実強化を図っていますということで、事業系ごみとおぼしきごみ、私は清

掃事務所長でございまして、私たちは清掃のプロですので、ごみの排出の状況

を見ますと、大体わかります。８割、９割方。今おっしゃられたような事例の

ごみだと。 

 ですので、そうしたものを一件一件、区内全域で、毎朝、調査を行っている

ということで、先ほどご指摘いただいたような事業系ごみの排出、適正排出に

向けた働きかけ、環境整備というものを順次行っているというような状況でご

ざいます。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。非常に個別具体的な話で、重要だと思うんですが、

ここは基本的な考え方というところに少し重点を置いたものなので、ご経験を

踏まえて、この考え方がどうかということにコメントいただくということがよ

ろしいんじゃないかと思います。 

○藤原委員 



48 

 排出量の抑制ということでは、まだ道半ばという数字ですよね。そうします

と、実際には、この目標の中に、なぜ減らないのかということをやっぱり解析

して手を打たないといけません。 

 その１つとしては、組成分析、先ほど田中副会長もおっしゃったんですが、

それをした上で、上流側への働きかけの目標みたいなのもこの中にもし入れら

れたら、多分、効果を生むのではないかと。 

 ただ出てきたものだけを何とかしようというだけですと、なかなか限界があ

るので、その前に再利用可能なものに変えて、組成分析した結果ということが

わかれば、何かそういったことを目標を入れていただくと、もっと効果的では

ないかということです。 

○大沼会長 

 わかりました。先ほどの低炭素と同じように、射程の問題があって、区の中

で成分解析というのはなかなか難しいのかもしれませんが、非常に重要なこと

なので、何らかの形で盛り込めたらいいんじゃないかなと。 

 それでは、他にもしなければ、循環型社会についてはこれでおしまいにいた

しまして、今日はここまでにしたいと思います。 

○経営室副参事（施設担当） 

 会長、すいません。１点だけよろしいですか。 

○大沼会長 

 はい。 

○経営室副参事（施設担当） 

 先ほど緑化の議論がありましたが、中野区は、この中野区環境白書の中の29

ページにございますように、条例をつくって、結構前から施設の緑化というこ

とでやってきております。一定規模の建築、敷地の要件に該当するものについ

ては義務化をしているわけであります。 

 それで、当然、建築確認の前に相談をさせていただいて、緑化を進めるよう

指導をしております。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。そういう現状があるということで、よりこういった

ものを広めていくような方向でお願いできればと思います。ありがとうござい

ました。それでは、議事３はここまでにさせていただきたいと思います。 
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議事４ その他 

○大沼会長 

 続いて、議事の４番の「その他」に移りたいと思います。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） 

 それでは、事務局から、次回、第４回審議会の日程についてご連絡をいたし

ます。次回でございますが、年明けの平成２７年１月３０日（金曜日）の、時

間は午後３時から５時で予定してございます。 

 また近づきましたら改めてご連絡を申し上げますが、皆様の予定に入れてい

ただきますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 以上で本日予定した議事は終了ですが、委員の皆さんからもし何かありまし

たらお願いいたします。 

 特になければ、今、事務局からご紹介いただきましたように、来年の１月30

日金曜日、午後３時から開催いたしますので、皆さん、よろしくお願いいたし

ます。 

 また、今回の議事録は、前回と同様、事務局から委員の皆さんへ案を送付し

て、ご確認をいただいた上で作成しますので、ご協力をお願い申し上げます。 

 では、以上をもちまして、第３回中野区環境審議会を閉会とさせていただき

ます。どうもありがとうございました。 

 


