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第４回中野区環境審議会 議事録 

 

１ 日時 

  平成２７年１月３０日（金） 午後３時～午後５時 

 

２ 場所 

  区役所 議会棟４階 第１委員会室 

 

３ 次第 

議事 

１ 「環境」に関する区民・事業所アンケートの結果報告について 

２ 重点的に取り組むテーマの検討について 

３ 答申の構成（案）について 

４ 答申の取りまとめについて 

５ その他 

  

４ 委員等の出席状況  

（１）出席委員（12名） 

   会長 大沼あゆみ、副会長 田中充、大野道髙、髙橋登志子、小野 光、

佐々木直巳、井上於菟、中井敏雅、明石浩一、鳥羽修平、田辺謙二、 

山村宜之 

（２）欠席委員（８名） 

   関口俊夫、赤星義彰、田中淳正、徳本一義、福嶋 豊、大石博基、 

伊香賀俊治、藤原孝行 

（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） 

   三菱自動車工業株式会社 管理本部 総務渉外部 渉外担当部長 水野 

   （大石委員の代理として） 
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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 松前友香子 

   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）        高橋 均 

   環境部副参事（生活環境担当）          浅川 靖 

   都市基盤部参事（都市計画担当）         豊川士朗 

   都市基盤部副参事（都市基盤整備推進担当）    千田真史 

   教育委員会事務局副参事（学校教育担当）代理   細川智子      

 

７ 配布資料 

資料１ 第４期 第４回中野区環境審議会 次第 

資料２ 「環境」に関する区民・事業所アンケート 結果報告書 

資料３ 答申の構成（案） 
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○大沼会長 

 皆さん、こんにちは。寒い中、今日はおいでいただきまして、ありがとうご

ざいます。それでは、第４回中野区環境審議会を開催いたします。 

 本日の出席状況でございますけれども、関口委員、田中淳正委員、徳本委員、

福嶋委員、大石委員、藤原委員から欠席の連絡を受けております。また、大野

委員は遅れていらっしゃるということです。まだ赤星委員と伊香賀委員がいら

してございませんが、現時点での出席の委員は11名で、定足数は委員の総数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、徳本委員の代わりに、東京電力株式会社荻窪支社の高野さん、それか

ら大石委員の代わりに、三菱自動車工業株式会社の水野さんが出席されていま

すので、ご了承願います。 

 審議会運営上の申し合わせによりまして、委員の代わりに出席される方は採

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、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、本日の配付資料の確認をしていきます。 

 まず、お手元、資料１は、本日の次第でございます。その下に、資料２、

「環境」に関する区民・事業所アンケート結果報告書というのがございます。

それから、資料３、答申の構成（案）になってございます。その下にカラー刷

りのリーフレットが入ってございます。それは後ほどご説明をしていきます。 

 以上、事務局から４点の資料と座席表をお配りしてございますので、足りな

い資料がある方はお申し出いただけますでしょうか。よろしいでしょうか。な

お、本日の議事２番、「重点的に取り組むテーマの検討について」におきまし

て、前回の第３回審議会資料の資料５、「中野区環境基本計画テーマ別検討シ

ート」を使用いたします。本日お持ちでない委員がいらっしゃいましたら、教

えていただけますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。また後ほどございましたら、おっしゃっていただけれ

ばお配りいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 資料の確認は以上でございます。 
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議事１ 「環境」に関する区民・事業所アンケートの結果報告について 

○大沼会長 

 ありがとうございます。 

 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。 

 議事１番の「「環境」に関する区民・事業所アンケートの結果報告につい

て」を行います。 

 事務局から資料の説明をお願いします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、お手元の資料２をご覧ください。「環境」に関する区民・事業所

アンケート結果報告書でございます。 

 アンケートにつきましては、前回、速報ということで数字等についてはご報

告をいたしてございますので、ここでは補充されました部分につきましてのご

説明になります。今回の補充は、アンケートの結果につきまして、一定のクロ

ス集計を行っております。それから最後のほうに、自由意見としていただいた

部分を補充いたしてございますので、それらにつきまして補足の説明をさせて

いただきます。 

 １ページをご覧ください。１ページは、今回のアンケートの調査方法という

ことで、最終的に区民につきましては412件の回収、事業所は109件の回収とい

うことになってございまして、その回答者の属性は２ページになってございま

す。 

 クロス集計等についてご説明いたします。 

 ４ページをお開きください。４ページの部分が環境に関する考え方の左ペー

ジの問いに関しまして、年齢層別のクロス集計をしたものでございます。文章

が書かれてございますが、20代の方は、環境に関わるわかりやすい情報の提供

が大事だという回答率が比較的高くなってございます。また30代、40代につき

ましては、大人にも子供にも、環境について理解を深めるために、環境教育等

が重要だという回答率が比較的高くなってございます。また、60代及び70歳以

上の方につきましては、日常生活における一人ひとりの行動が、環境に大きな

影響を及ぼしているといった回答率が比較的低いというような数字が出てござ

います。 

 続きまして、９ページをお開きください。９ページは、まちの環境に対する
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重要度と満足度という、前のページのものにつきまして、居住地域別でクロス

集計をしたものでございます。「おおよそ不満」と評価された環境項目につき

ましては、「住まいの周辺のみどりの豊かさ」については若宮、中野、「公園

や広場の利用しやすさ」については鷺宮、中野、「まちの清潔さ」は若宮、

「空気のきれいさ」につきましては野方にお住まいの方について、「おおよそ

不満」が多かったというような結果になってございます。 

 続きまして、11ページをお開きください。11ページは、家庭での環境への取

り組み状況につきまして、性別や年齢層別、また同居人数別、住居形態別の実

施率、これを見たものでございます。低いものをここでご紹介いたしてござい

ますが、「過度な冷暖房をしない」につきましては、20代、50代、単身者、６

人以上、集合住宅（持ち家以外）の実施率が比較的低い状況になってございま

す。あと「食器を洗うときは低温に設定する」につきましては、20代、70歳以

上、単身者、集合住宅（持ち家以外）の実施率が比較的低いという状況です。

「家電製品の買い替え時に省エネルギー型機器を選んでいる」につきましては、

20代、30代、単身者、集合住宅（持ち家以外）の実施率が比較的低いというよ

うな状況が出てございます。 

 13ページをお開きください。こちらは再生可能エネルギー・省エネルギー設

備・機器を導入している家庭につきまして、同じく性別や年齢層、同居人数別、

住居形態別の導入率を見たものでございます。低いものでいいますと、「省エ

ネ照明」については、20代、単身者、集合住宅（持ち家以外）の導入率が比較

的低くなってございまして、「窓の断熱」につきましては、５人世帯、一戸建

て（持ち家以外）の実施率が比較的高いというような状況になってございます。 

 続きまして、19ページをお開きいただけますでしょうか。19ページは区民ア

ンケートの自由意見でございます。大きく４つに分類をしてございます。 

 （１）は都市環境のついてのものでございますが、自転車の利用や狭あい道

路などで55件の意見をいただいてございます。①、②につきましては、ごみに

関しまして、ごみを出さない努力のこととか、ごみ置き場のことについてご意

見をいただいてございます。また、⑤で、マイカーを減らし、公共の乗り物を

増やしてというようなお考え、また、⑥では、中野区役所の一帯を率先して環

境に取り組んでいる様子を見せればいいと思いますというようなご意見がござ

います。 
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 （２）の自然環境につきまして、緑化や公園などについて22件の意見をいた

だいてございます。①、②は、公園がたくさん欲しいというような趣旨のご意

見でございます。③は、中野駅周辺に水と緑を、④につきましては、緑化の推

進、⑤につきましては、空き地や家々の庭に樹木をというようなご要望、意見

が出てございます。 

 次に、20ページに参りまして、（３）の生活環境については、これは路上喫

煙等の関係のご意見でございますが、タバコの道路での禁止促進、そういうふ

うなPRをというようなご意見をいただいてございます。 

 （４）は、情報発信の工夫や環境意識の向上などで41件いただいてございま

す。例えば③ですと、住民が得をして、環境の改善につながるような制度があ

れば、自然とそちらを利用して環境改善になるのではないか。また④でも、も

っとわかりやすく身近な取り組みであれば、たくさんの人が参加する。⑤は、

なかのエコポイント制度以外にも、区のためになることなら行っていきたいと

いうようなご意見もいただいてございます。また、⑦では、限りある資源を未

来に向かってどのように利用していくかを、小学生のうちから道徳の授業など

を活用して意識を向上させることが、そういう大人を育てることが大事だとい

うようなご意見などをいただいてございます。 

 続きまして、事業所のほうですが、23ページをご覧いただけますでしょうか。

23ページでは、環境への取り組みに対する考えにつきまして、業種別のクロス

集計を行ったところでございますが、上の２行に書いてございますが、業種別

の回答数そのものは少ないということがございます。傾向分析は困難というこ

とで、これを前提にしまして、ここに書いてございますけども、回答率が高い

ものにつきまして、一部記載をされているというような状況でございます。 

 25ページ、27ページにおきましても同じようなクロス集計がございますが、

年ごとの傾向分析はできないということで記載してございます。 

 34ページをご覧いただけますでしょうか。34ページにつきましては、自由意

見ということが書いてございまして、事業所のほうでございますが、必ずしも

事業所のものというよりも、区民的な回答ということで、タバコの問題ですと

か太陽光発電の助成のこと、それから自転車置き場のこと、区民への啓発運動

といったことにつきまして、ご意見をいただいてございます。 

 それから、35ページ、36ページでございますが、これは事業所のアンケート
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にお答えいただいた方につきまして、電気、都市ガス、水道、ガソリン等につ

きまして、どのような状況ですかということで、おおよその量や料金につきま

して伺ったものでございます。36ページの下では、自動車の保有台数について

伺っておりまして、回答の中では、166台お持ちということでございますが、

このうち低燃費車等の環境に優しい車は89台も占めているということで、全体

の53.6％。特にプラグインハイブリッド車につきまして13台といったような実

績が出ているというようなことでございます。 

 以上が、区民・事業所アンケートにつきまして、前回の速報以降に掲載しま

した部分につきましてのご説明でございます。以上でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、今の事務局からのご説明に対して、何かご質問、ご意見はござい

ますでしょうか。 

 それでは、私から１点、非常に詳細に環境意識とか、あるいは環境面で貢献

するような生活用品をどういうふうに兼ね備えているかということを調べられ

てきて、非常に重要な調査だと思いますが、どこかと比較という形のものはさ

れましたでしょうか。例えば、他の区とか、あるいはどこか他の自治体で同じ

ような調査をされているようなところを見られて、そのとき、中野区の人たち

の特徴というのはどういったものがあるかということを調べていれば教えてい

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） 

 今、会長からお尋ねいただきましたような意味で、例えば他の区と比較とい

うのは行ってございません。全国的な調査ではございませんので、設問の設定

等につきまして、自治体によりましては、大きなあるいは小さな差がございま

すので。ただ、今回のアンケート調査につきましては、環境のこういう調査等

を行う専門の会社に委託をいたしまして、一緒にこういう分析等も行ってござ

います。その会社のお話になりますけれども、他の自治体についてもそれを請

け負ってやっている状況でして、例えば東京23区、他の自治体と比較して、区

民の皆様のお答えについて、非常に環境に関する意識でありますとか、今後ど

ういうふうにしたいとかいうようなことについては、中野区は比較的高い方だ

と思いますというような、そういったお話はいただいてございます。 
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○大沼会長 

 そうですか。ありがとうございます。非常にそういったところは大事だと思

うんで、うまく何か、数値と言うとあれですけども、評価というものが客観的

にわかるような形で入れていただけるといいんじゃないかなと思います。請け

負った会社の方にこういったものもお願いできないんでしょうか。少し意識が

高いというところを何かわかりやすく出してみてくれますかというようなこと

は。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 少し検討させていただけますか。 

○大沼会長 

 じゃあ、よろしくお願いいたします。他に何かございませんでしょうか。 

 では、私のほうからどなたかにちょっとお聞きしてみます。どうでしょうか。

今日初めていらっしゃった水野さん。 

○大石委員代理 水野氏 

 水野です。あまり中身をじっくりとは見れていないんですけど、一番最後の

ところにありました自動車の保有台数166台で、その低燃費車、プラグインハ

イブリッド13台、電気自動車１台で、残り75台がその他とあるんですけども、

どんなタイプの車がその他低燃費車ということで入っているんでしょうか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 その他につきましては、一般的なハイブリッド車的なものという理解でござ

います。 

○大沼会長 

 こういった感じで、何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

 高野さん、いかがでしょうか。 

○徳本委員代理 高野氏 

 28ページ、29ページのところです。再生可能エネルギー・省エネルギー設

備・機器を導入している事業所という結果のほうを見させていただいていると

ころなんですが、比較的高いとか、各項目ごとですが、このあたりは、さらに

理由とかそのあたりというのは検討されるようなことはあるのかなと思いまし

て。こういう理由なんでこの業種については比較的導入が高いとか、そういう

ところを。 
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○大沼会長 

 なぜ導入が高いかということですね。 

○徳本委員代理 高野氏 

 はい。 

○大沼会長 

 こういったことというのは何かおわかりのところはあるんでしょうか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 先ほどご説明で申し上げましたが、事業所のほうにつきましては、もともと

のサンプル数が109件ございまして、それぞれをまた業種別にしますと、多い

もので19、少ないもので２つというような結果でございます。また、そういう

のを前提にしまして、高いのもある、低いのもあるということをお示ししたと

ころですので、ここからは明確な傾向分析は難しいと思ってございます。そう

いう状況ですので、理由というところについては特にはございません。 

○大沼会長 

 他に何かございますか。 

○中井委員 

 じゃあ、すみません。 

○大沼会長 

 はい、中井委員。 

○中井委員 

 ９ページで教えていただきたいのですけれど、まちの環境に対する重要度の

クロス集計のところですが、中野区の母数、全体が400ぐらいの母数で、各地

域に分けたときに、今おっしゃられるような傾向がこういう各地域で出るのか

なと。平均しても20ぐらいですよね、20ぐらいの地域があるので、そうすると、

本当に各地域の傾向だというふうに捉えることができるのかな、という気がす

るのですが。 

○大沼会長 

 サンプル数が非常に少ないところとかがあると思いますが、この点はいかが

ですか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 区民の皆様に対するアンケートにつきましては、多少母数が多いという部分
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がございますが、確かに委員ご指摘のとおり、地域別という部分につきまして

は、地域が10いくつございます。性別とか、年齢層別とか、同居人数別とか、

住居形態別の部分につきましては、そもそもの分類自体が５つぐらいの数でご

ざいます。確かに今の南の南台から北の上鷺宮までずっと細かく分類してござ

いますので、それぞれの数につきましても、少ないのと２桁行かないというの

がございますので、確かにこれにつきましては一定のデータということになろ

うかと思ってございます。 

○大沼会長 

 ご指摘ありがとうございます。 

 では、髙橋委員、お願いします。 

○髙橋委員 

 実はこの審議会の委員をさせていただいているほか、花と緑の祭典実行委員

会の方にも出ております。 

15ページのところにエコポイントのことがございますよね。これは非常に何

か認知度が、なかのエコポイント制度を知っている人が少ないという、この集

計の数字が、関心がある方は大分あるのでそれはいいことだと思うんですけど、

徹底してないというか、周知が余りされてないような気がしています。今後何

かこのアンケートに基づいて、そういうことは取り組まれていくんでしょうか。 

 私自身ですが、電気・ガスの検針票は一応集めてみたり、エコポイントのポ

イントはいただいているんですけど、それをどうするかというところまで理解

できてないような気がしています。せっかくでしたら、この制度をもっと効果

的に活用した方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、このアンケートの

結果を見ても非常に数値が低いので、ちょっとその辺の考慮があればと思った

んですが。 

○大沼会長 

 事務局からどうぞ。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 なかのエコポイントについては、このアンケートの15ページに確かにござい

ますとおり、知っている方が少ないという状況はございます。その原因でござ

いますけれども、家電のエコポイントですとか、住宅のエコポイントですとか、

全国的な制度として国などが主導して行っているものに比べますと、やはりPR
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が簡単にいかないところがございまして、中野区民の皆様に知っていただくの

に多少四苦八苦しているような状況はございます。 

 基本的には、ポスターやリーフレット等で、あるいはHP等で行っているとこ

でございますけども、一方で、今日のアンケートで、18ページにございますけ

ども、区民の皆様の私ども区に対するご要望というとこで見ますと、データの

一番上のところに、環境に関する情報を提供するということについてのお求め

が239人ございます。また、４つ目でございますが、全区民が参加できる取組

みを促進する（ポイント制度など）に143人とございますので、やはりこうい

ったものへの需要もあるであろうし、情報を知りたいというご希望も強く持っ

ていただいているところでございますので、私どもも、引き続きPRを強化して

いきたいと思ってございます。 

 後ほどご説明することになってございますが、今日の資料の一番下に、エコ

ポイントの特典500ポイントつきというチラシをお配りしてございます。これ

は、小・中学校で夏休みの宿題などとして取り組んでいただく「なかのエコチ

ャレンジ（家庭版）」を以前お配りしてございますが、この「なかのチャレン

ジ（家庭版）」に取り組んでいただいたご家庭が、本年度、約4,500世帯ほど

ございます。その4,500世帯に向けまして、なかのエコポイントにご参加いた

だくと500ポイント差し上げます、ですから、なかのエコポイントに取り組ん

でみませんかという内容のものを先週末にお配りしました。こちらに申込書が

ついておりますけど、いくつかもう返送がきているところでございます。様々

な機会を捉えまして、委員がおっしゃるような形で区民の皆様に知っていただ

いて、頑張ったらポイントがつくということで、環境に取り組んでいただくと

いうようなことを進めてもらいたいと考えてございます。 

○大沼会長 

 他に何かございませんか。田辺委員。 

○田辺委員 

 今の関連ですが、前回も、情報がなかなか伝わってないというお話でいろい

ろありましたが、私も広報を担当しておりまして、今お話もありました、ケー

ブルテレビ会社のジェイコム中野さんです。取材放映していただいて、広く多

くの方に知っていただいていますが、加入率も聞くところによると中野区内

89.1％の方が加入していまして、見られる環境だということです。取材を受け
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ると当日の６時に放映され、さらに再放送を含めて10回ほど放映していただけ

ます。やはりジェイコム中野さんに、いろいろ取材していただきながら放映さ

れると、かなりの方に情報が伝わると私も実感しております。前回もそのよう

な意見を述べさせていただいたかと思いますので、ぜひその辺も考えていただ

きながら、広く広報していただければいいと思っております。 

○大沼会長 

 基本計画ということとはちょっと違うんですけれども、非常に貴重なご意見

ですので、ぜひ事務局側では念頭に置かれて、施策に生かされていただければ

と思います。では、井上委員。 

○井上委員 

 19ページの自由意見というところ、各区民からですね、そこについてちょっ

とよろしいですか。 

 （１）の③ですか、自転車・歩行者に乗る人のマナー・ルールを指導してほ

しいと、これは全くそのとおりであるんですけども、新井の交差点のところか

ら中野五差路ぐらいまでは、完全に歩行者のところを自転車は走っていいとい

うふうに交通標識に書いてあるんですけども、あれは取りやめてほしいですね。

私、必ず１回はぶつけられます。特に女性、自転車に乗った人に。腕をやられ

ますね。今のこれとはちょっと違うかもしれませんが、区民の自由意見という

ことで言わせてもらいますと、あそこは区別してほしいですね。 

 本当は自転車というのは車道を走るべきなんですけども、あそこは歩道を走

っていいように書いてありますよね、マークも。朝だとか急ぐときに、自転車

に子供を乗せている場合、乗せていない場合もあるんですけども、一種の凶器

ですよね、歩行者のところで相当スピードを上げられると。そう思いますので、

何かいい方法があったらなという私の意見を、もしつけ加えさせていただけれ

ばと思いました。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。これも、後ほどどこかの施策に沿うようにしてい

ただければと思います。 

 他に何かございませんでしょうか。山村委員。 

○山村委員 

 この後のことになるのかもしれないと思っているのですが、例えば11ページ
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とか12ページあたりにかけて、いろんな行動がなされているか、なされていな

いかという実態が把握できたときに、それぞれの行動で削減につながる効果の

大きさみたいなことを照らし合わせて考えたときに、効果が大きいのにできて

ないというような施策があるんでしょうか。もしそういうものがあれば、今後

具体的に区民の方に問いかけていくときには、例えばこんなことをしていきま

しょうというのを、例えば１番の項目に挙げていくとか、そういう使い方がな

されるようなことがあればいいなと思って、今、意見も兼ねてですけれども、

今後のこの実態把握をどのように使われていくのかというのをお聞かせいただ

ければと思いました。それもこの後の議題になっていくのでしたら、それで結

構かと思います。 

○大沼会長 

 おっしゃったような、情報を提供する効果とか、そういったもの等を含めた

対策というのはまた後ほど議論されると思いますので、そのときにまたよろし

くお願いします。 

 それでは、時間になりましたので、このところはこれぐらいにしまして、議

事１番「「環境」に関する区民・事業所アンケートの結果報告について」を終

わります。 

 

議事２ 重点的に取り組むテーマの検討について 

○大沼会長 

次に、議事２番「重点的に取り組むテーマの検討について」に移らせていた

だきます。 

 前回の第３回審議会では、５つのテーマのうちテーマ１とテーマ２について

審議しました。今回は続きということで、テーマ３以降について一つずつ審議

したいと思います。 

 それでは、テーマ３、低炭素まちづくりから始めます。事務局からテーマ３

についてご説明をお願いします。 

テーマ３ 低炭素まちづくり 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、前回、第３回審議会の資料５をお開きいただけますでしょうか。

今、会長からご紹介いただきましたとおり、最初のかがみの文章にのっとりま
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して、５つのテーマを設定いたしまして、前回は、１番の自然との共生、２番

の循環型社会につきましてご議論いただいたとこでございます。 

 では、本日の最初の部分、３番、低炭素まちづくりにつきましてご説明をさ

せていただきます。 

 資料をおめくりいただきまして、５ページをご覧いただけますでしょうか。

それでは、低炭素まちづくりでございますけども、まず（１）が現状、これま

での目標や達成状況でございます。 

 最初の黒丸でございますが、区の都市計画マスタープランがございますが、

この中では「地球環境と共生する都市づくり」の基本方針といたしまして、次

の４点を掲げてございます。まず、都市整備のあらゆる局面におきまして、地

球環境に配慮する、環境負荷の少ない低炭素化社会の実現に向けた脱温暖化の

取り組みの戦略的・集中的な推進。次に、公共交通重視及び歩行・自転車利用

環境向上による小負荷型の交通体系の実現。次に、省エネルギー、循環型の都

市づくり。次に、グリーンインフラによる地球環境に優しい都市づくりといっ

たものを挙げてございます。 

 これらの実現のための取り組みといたしましては、個々の家庭、事業所での

取り組みに加えまして、公共交通重視の交通体系によるＣＯ２排出量の削減や、

大規模開発地での面的なエネルギーの利用、自然エネルギーの利用、省エネ性

能の強化など、省エネ型まちづくりの推進、公園や道路整備によるみどりの保

全・育成などを挙げているとこでございます。 

 次の黒丸ございます、区の中野駅周辺まちづくりグランドデザインVer.３と

ございます。この中では、中野駅周辺の空間整備の考え方の一つといたしまし

て、「環境への配慮、緑のネットワーク構築」を挙げてございます。 

 開発に当たりましては、地球環境への負荷を可能な限り低減するとともに、

効率的なエネルギー活用など環境配慮型のまちづくりを進めること、また、道

路、公園などの公共敷地はもとより、民間敷地におけます緑化を推進し、緑の

ネットワークを構築し、人の暮らしの質を高めていくようなまちづくりに取り

組んでいくということにしてございます。 

 （２）がこれまでの主な取り組みと成果でございますが、具体例を申し上げ

ますと、中野四季の都市（まち）の開発に当たりましては、区と開発事業者で

まちづくりに関する覚書の取り交わしを始めまして、建物の環境影響総合評価
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指標でございますCASBEEを評価指標とした環境配慮型の建築計画が行われたと

いうものでございます。CASBEEにつきましては、資料の中に説明がございます。 

参考といたしまして、中野セントラルパークにつきましては、CASBEEのＳラン

クがサウスとイーストの建物でございます。また、ＣＯ２の排出量につきまし

ても、それぞれ削減をしています。それから、PALとかERRといった設計時の指

標がございますが、それらにつきましても、かなり優秀な数値を出していると

いうような状況でございます。その下に区立中野中学校がございます。これは

昨年４月に開校したものでございますが、CASBEE、Ｓランクの認証取得をして

ございます。 

 次のページに参ります、６ページでございます。（３）近年の動き・今後の

予定でございます。最初の黒丸でございますが、国は、平成24年９月に「都市

の低炭素化の促進に関する法律」を制定してございまして、都市の低炭素化の

取り組みを進めています。 

 次でございます。中野駅周辺では、様々なまちづくりが進展してということ

で、今後の予定ということで、中野駅地区、中野駅南口地区、中野三丁目駅直

近地区、囲町東地区、中野駅新北口駅前広場整備、区役所・サンプラザ地区の

再整備といったことを進めることとなってございます。 

 続きまして、（仮称）本町五丁目公園や（仮称）南部防災公園につきまして

は、平成28年に開設予定。 

 次の中野四季の森公園の拡張という部分につきましては、用地取得が完了い

たしまして、整備事業の実施準備を行っている状況でございます。 

 次の（仮称）本町二丁目公園につきましては、都市計画手続を開始いたしま

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。 

 また、国家公務員宿舎跡地を、（仮称）弥生町六丁目公園にする準備を行っ

ているところでこれございます。 

 次は、（４）目指す方向性・基本的な考え方と実現に向けた課題でございま

す。 

 まず、日常的な環境配慮の取り組みに加えまして、都市開発や基盤整備など

まちの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り組みを推進

してまいります。 

 また、実現にあたっては、都市計画マスタープラン等の基本計画に加えまし
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て、都市開発や基盤整備におけるガイドライン等による低炭素まちづくりへの

誘導が必要となると考えてございます。 

 次に、都市開発にあたりましては、高効率機器・再生可能エネルギーの導入

や、エネルギーの面的利用等の促進をしてまいります。導入に当たっては、緊

急時の事業継続性の視点やコストの検討、建築計画や都市計画等関連事項の調

整などが必要になるという課題がございます。 

 それから、大規模公園整備事業を着実に進めていくという考え方でございま

す。 

 テーマ３の低炭素まちづくりの説明につきましては以上でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 今のご説明に関して何かご質問、あるいはご意見はございませんでしょうか。 

○中井委員 

 では、すみません。一つ教えていただきたいのですが。 

○大沼会長 

 はい。中井委員。 

○中井委員 

 ここで、エネルギーの面的利用というのが今後の都市開発で出ているのです

が、今回の四季の都市のところでも、実質的にこういうことはなされたのでし

ょうか。 

○大沼会長 

 事務局から説明をお願いします。 

○都市政策推進室副参事（中野駅周辺計画担当）代理 

 中野四季の都市は、中野四季の森公園を取り囲むようにオフィスビルと３大

学が開設されましたが、エネルギーの面的利用はされていません。コージェネ

レーションのような取り組みは、中野四季の都市では実現されていない状況で

す。 

○中井委員 

 そうですか。そうすると、これだけ候補が出ていますけれど、具体的にそれ

を進めるために何か考えておられるのでしょうか。 

○都市政策推進室副参事（中野駅周辺計画担当）代理 
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 中野駅周辺のまちづくりでは、この先も複数のプロジェクトが控えておりま

して、その中で一番インパクトが大きくなるであろうと考えているのは、区役

所とサンプラザの一体的再整備です。区が主体的にやっていく事業の中で、エ

ネルギーの面的活用といった取り組みができないだろうかと考えているところ

です。また、区役所・サンプラザ地区の再整備に当たっては、その前にまず区

役所自体を移転する必要があるということで、新区庁舎の整備に当たっても、

このような考え方をなるべく取り入れるような検討を今後進めていきたいと考

えております。 

○中井委員 

 わかりました。 

○大沼会長 

 他に何かございますか。明石委員。 

○明石委員 

 だいたい今、区の施策の中心のほとんどが中野北側、四季の森公園を中心と

したものと、あと今後はちょっと南口のほうもということで進んではいるんで

すが、西武新宿線の中井から野方の手前まで地下化の具体的な事業が始まりま

した。西武新宿線の地下化になった場合の上の部分に対して、環境に対する考

慮的なものの要請とかそういった、それぞれに地区のまちづくり委員会なんか

はあるんですが、事業そのものに対して、西武新宿線が地下化した場合にその

上をどう利用していくか、どう環境とか緑に対するものを提供できるような状

況にしていくかといったようなことは働きかけというのはされているんでしょ

うか。 

○大沼会長 

 はい。 

○都市基盤部副参事（都市基盤整備推進担当） 

 都市基盤整備推進担当の千田です。西武新宿線沿線基盤整備のほうも担当し

ておりますので、私のほうからお答えさせてもらいます。 

 現在、上部利用につきましては、地域の方たちと意見交換をする中で、今後

の方針について話すとともに、区でも具体的に、将来のまちの構造に資するた

めにどのように活用していくかというのは検討しているところであります。そ

の中で、やはり将来的に上部利用については環境というのも当然テーマに入っ
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ておりまして、必要に応じてそういった要請も重ねていこうという計画でおり

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か。佐々木委員。 

○佐々木委員 

 中野区民としての参加ですが、私の選出母体が中野区の中学校PTA連合会で

すので、一つ。区立中野中学校がCASBEE、Ｓランクということで、公立中学校

でこの認証をＳランクで取得するというのは、他の区でもないような、何かも

のすごいようなことだと思うんですけれども、確かに、すごくすばらしい、き

れいな学校になっています。中野セントラルパークに関しましては、ＣＯ２の

排出量25％とか31％削減と具体的に書いてありますが、あの校舎の何の部分を

もってＳランクと認められたのかを知りたいなと思います。あと、実は見てく

れはきれいなんですけれども、24時間強制換気を前提とした教室づくりがされ

ているんですが、公立中学校っていうのは、エネルギーの節約の関係で、春と

か秋とか気候のいいときにはなるべく窓を開けて通気して授業をやりましょう

というのが原点になっています。ですが実際のところ、学校を訪問して現物を

見てみますと、窓をあけて換気すること自体が前提として考えられてなかった

ので、開けても空気の通り抜けの効率が非常に悪いとか、いろいろ学校として

使う部分では非常に不便なところがたくさん見られるんです。それはPTA連合

会でも指摘はしてあるんですけれども、その建物自体でＳランクということは、

何を評価されているのかというところは明確にしておいた方がいいと思うんで

す。よかったですね、きれいですね、よかったですねって、外側から見ている

人たちだけが喜ぶような状態になるのではなく、実際に使っている用途として、

ものすごくいい用途として使われているのかどうかということを加味して、こ

ういうところに発表で出すか出さないかというのも、ちょっと検討されたほう

がいいんじゃないかなと思いました。 

○経営室副参事（施設担当） 

 施設担当でございます。 

 区立中野中学校の使いにくさというお話がございました。私どももPTA連合

会からのご指摘もいただいたあと、学校側や教育委員会事務局ともよく詰めま

した。例えば、今の窓の開閉問題もありましたが、多分学校の先生も、鍵がい
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っぱいあるということを知らなかった。窓を開閉しようとすると、ロックがか

かっているんですね。ロックがかかっているものですから両端が数センチしか

開かない、それをもって開閉が不自由だという結果になっている訳なんですが、

鍵を使えば自由に開くわけですね。昔中央中で、転落事故もあったりして、自

由にベランダ等に出られないような形、構造をとっているんですね。そういう

経過もあってそんな構造にしてあるということです。ただし、必要な時間には

開閉が可能であるということです。大分その辺の誤解といいますか、まだ使い

始めてそんなにたってない時期だったと思いますが、いろんなところでご指摘

もいただいたんですが、その後、プールの開放事業との関係もいろいろとご指

摘もあったんですが、その辺も徐々に解決しつつございます。 

 最初のCASBEEの関係ですが、例えば一つは緑化ですね、壁面の緑化、それか

ら屋上の緑化、それから敷地内、かなりのパーセンテージで緑化してございま

す。そういったことですとか、あと太陽光ですね、発電装置、そういったもの

をもってＳランクとなっております。当然このエリア的に、四季の森のこの周

辺と一体の敷地にありますので、Ｓランクを目指した地域をつくったというこ

とでございます。 

○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。 

○大石委員代理 水野氏 

 よろしいでしょうか。 

○大沼会長 

 はい。水野さん。 

○大石委員代理 水野氏 

 すみません、私、三菱自動車工業のほうから来ております。ちょっとここの

交通体系のところで、公共交通利用を重視する、あるいは自転車利用環境の向

上というふうなことは書かれているんですけども、今、国内の一つの動きの中

で、環境対応車、特に電気自動車とかプラグインハイブリッドがいろいろ動き

やすいように、使いやすいようにということで、充電できる環境というか、充

電インフラをいろんなところに設置していこうという動きがございます。全国

でいくと、２年前、2,000基ぐらいだった急速充電機が、今年の10月ぐらいま

でには5,000基ぐらい、つく予定という状況になっております。都内でいくと、
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だいたい都内、かなりの数がつくような動きなんですけど、例えば中野区さん

で見た場合に、つきそうな数というのは２基ぐらい、だいたい平均10基ぐらい

の感じで各区でつくような見通しだというふうに認識しているんですけども、

その辺というのは具体的な取り組みなり、何かそういうことっていうのはされ

ているんでしょうかという、ちょっとお伺いですけども。 

○都市基盤部参事（都市計画担当） 

 都市計画担当からお答えいたします。 

 これは、（１）の都市計画マスタープランの中に記述したことで、ちょっと

本文を読ませていただきますと、もちろんここにあるように、公共交通重視の

交通体系によるＣＯ２排出量削減というのに加えて、自動車交通によるＣＯ２の

排出を削減するために、道路整備による渋滞の緩和ですとか、あるいは電気自

動車、それからハイブリッド自動車、低エネルギー自動車の普及促進やエコド

ライブの普及促進を誘導すると、そういったことは現行の都市計画マスタープ

ランでもお示しをしていたところであります。ただ、今おっしゃったようなこ

とを何か具体的にやる計画があるかというと、今のところはまだ具体的にはあ

りませんので、これは今後の課題であると、そういった認識でございます。 

○大石委員代理 水野氏 

 今、国が急速充電機を設置するのに補助金を出しているんですけども、充電

インフラの整備に対する補助金としては今年いっぱいぐらいが最後になりそう

だということなものですから、もし何かその辺のことを今後ご検討されるよう

であれば、補助が受けられる期間というのは限られていますということで、情

報提供と、もしそうであればお急ぎいただければということでございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。他にございませんでしょうか。山村委員。 

○山村委員 

 エネルギーの効率的利用の関係の物の見方とか目標の話かと思うのですけれ

ども、同じ人口の自治体のＣＯ２排出量の差みたいなことを調べているのを見

たことがあったんですね。例えば地方として、たしか高知県のどこかだったん

じゃないかなと思うんですけども、例えば人口10万人ぐらいのところと、関東

の埼玉かどこか、もっと集積しているところの同じ10万人の規模のＣＯ２の排

出量の差を、調査したことを見た覚えがあります。結局、人口密度が高くて集
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約していると、そこの部分では絶対量としては多くは見えるかもしれませんけ

ども、同じ規模でもっと広い地域を見ると、１人当たりのＣＯ２の排出量は圧

倒的に効率的だと聞きました。そういうことから、絶対量の把握ということだ

けではなくって、人口密度で見たときに、いろいろな自治体との兼ね合いの中

で、より効率的な中野区の何かあり方とか目標の設定みたいなことが今後はな

されてもいいのではないかなと。その確認も含めてなんですが、意見として、

物の見方として、そういう部分もあってもいいのではないでしょうかというこ

とです。私からは以上です。 

○大沼会長 

 人口密度はそのとおりで、環境、まちづくり、ＣＯ２削減の方針ということ

ですかね。これをぜひ、ＣＯ２削減だけというより、人口密度との兼ね合いで

見る部分も考えていただきたいということでございます。これもまた、ぜひ検

討していただければと、そのように思っています。 

はい、田中副会長。 

○田中副会長 

 今のお話がちょうどいい話なんですが、この資料の６ページですね、国の動

きとして、エコまち法っていうのかな、都市の低炭素化の促進に関する法律と

いうのが２年半ほど前にできています。今のご指摘のようなコンパクトシティ

であるとか、あるいは施設をより効率的に集積させながら、低炭素でかつ快適、

あるいは住みやすいまち、そういう方針が掲げられています。まさに中野区な

んかは、こういう話がちょうどぴったりとくるようなコンパクトシティだと思

うんです。それで、お伺いしたいのは、やはりこの法律に基づくと、確かに低

炭素推進計画みたいなのがたしかあると思うんですが、これは区の中でおつく

りになられている計画ですか、あるいはそういうような動きがあるのかどうか、

それが１つです。 

 それから２つ目は、その関係で、（４）の黒丸２つ目ですか、低炭素化の実

現に当たってはというのは、都市計画マスタープラン等の基本計画に加えて、

都市開発や基盤整備におけるガイドライン等による低炭素まちづくりのへの誘

導、このガイドラインは何を指しているんでしょうか、ちょっと意味を教えて

ください。 

２点ですね。もし、区の中で低炭素化まちづくり、都市の低炭素化の促進に
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関する法律に基づく計画づくりの動きがあるかどうか。まだないようだったら、

すぐ、ぜひ、そういう方向に取り組んだらどうでしょうか、そういう提言です。 

 あわせて、ここのガイドラインというのはどんなものを意図しているのか、

教えてください。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。 

 今の２点についていかがでしょうか。 

○都市基盤部参事（都市計画担当） 

 都市計画担当でございます。 

 それではまず、今のご質問の都市の低炭素化の促進に関する、いわゆるエコ

まち法ですね、おっしゃるとおり２つの柱がありまして、１つは低炭素住宅の

認定です。これは、現に中野区でも２年前からやっています。もう一つは、正

式に言いますと、低炭素まちづくり計画の策定です。ただこれは、現在、中野

区では策定をしておりません。これをもし策定するとなりますと、先ほど言い

ましたガイドラインですね、これに類似するものなのか。今後この辺の策定に

ついては鋭意検討してみたいというふうに考えます。 

○田中副会長  

 ぜひご検討をお願いします。 

○大沼会長 

 ご指摘ありがとうございました。 

 他にございませんでしょうか。 

 それでは、テーマ３は終わりにし、次のテーマに移らせていただきたいと思

います。次はテーマ４、ライフスタイルです。事務局からテーマ４について説

明をお願いします。 

テーマ４ ライフスタイル 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、資料の７ページをご覧ください。テーマ４のライフスタイルでご

ざいます。 

 まず、（１）現状（これまでの目標と達成状況）でございます。 

 最初の黒丸でございますが、目標につきましては、中野区の二酸化炭素の排

出削減目標につきましては、現行の環境基本計画では約10％削減、その少し後
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につくりました10か年計画では１５％削減という目標を持ってございます。 

 ２番目でございますが、実際のところでございますが、区内のＣＯ２排出量

は、排出係数の増加というとこもございまして、平成１７年度の数値と比べま

して、22年度の数値は増加はしているという状況でございます。ただ、エネル

ギー消費量そのものは減っているという状況でございます。 

 次、具体的なＣＯ２の排出状況でございますが、平成23年度の区内のＣＯ２排

出量は98万トンと推計されてございます。部門別でいいますと、民生家庭部門、

いわゆる家庭からがとても多く49.9％、約半分を占めてございます。続いて、

民生業務部門、オフィスや店舗でございますが、これが27.3％となっているよ

うな状況でございます。表につきましてはお読み取りをいただければと存じま

す。 

 （２）これまでの主な取り組みと成果でございます。 

 最初の黒丸でございますが、区は、23年度の７月に地球温暖化防止条例を施

行してございます。区や区民等及び事業者の努力義務を定めるとともに、地球

温暖化を防止するための４つの対策、これは再エネ設備、それから省エネ性能

の高い製品の導入、環境物品の選択、あるいはエコドライブということも含め

まして、４つの対策を推進しております。また、中野区の環境基金を設けまし

て、これを地球温暖化防止対策事業に活用してきたという状況でございます。 

 次は、平成26年度から、群馬県みなかみ町に設けました「中野の森」でカー

ボン・オフセット事業、これを開始してございます。これの植林などの経費の

一部といたしまして、区民や事業者の方からの寄付のしくみをつくってござい

ます。 

 次は、なかのエコポイントでございますが、23年７月にエコポイント制度を

導入してございまして、家庭におけるＣＯ２削減の取り組みの実践ということ

で、電気と都市ガスのＣＯ２削減量に応じてポイントを交付するというもので

ございます。これがＣＯ２削減コース、これを実施をしてございます。その後、

平成26年になりまして、環境商品のエコマークでございますが、これのついた

商品を購入してエコマークを集めた場合にポイントを交付するという環境商品

コース、これも開始してございます。また、その取り組み促進でございますけ

ども、花と緑の祭典や、なかのエコフェアなどのイベントで、なかのエコポイ

ントへの参加受け付け、またリーフレット等の配布もやってございますし、区
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報、あるいはジェイコム中野、先ほどのケーブルテレビでございますけども、

ジェイコム中野の番組等でもPR等を行ったところでございます。 

 先ほどご紹介いたしました、今日の資料の一番下にございますカラーのリー

フレット、これにつきましては、一般的なご参加をいただけませんかというPR

だけではなくて、学校の環境の宿題に取り組んだご家庭向けに、なかのエコポ

イントに参加していただければ500ポイントを差し上げますということをつけ

まして、ピンポイントで学校を通じてお送りをして、なかのエコポイントのＣ

Ｏ２削減コース、あるいはエコマークのほうにつきましても、ご参加の呼びか

けを行ったということでございます。 

 次の８ページに参ります。（３）近年の動きや今後の予定でございますけれ

ども、まず、環境省でございますが、平成26年３月に新たな気候変動キャンペ

ーン「Fun to Share」を開始をしてございます。これは、それまでのチャレン

ジ２５というキャンペーンに代わるものでございまして、内容的には、企業、

団体、地域社会、国民一人一人が連携いたしまして、豊かな低炭素社会づくり

につながるような情報等、それを共有し、連鎖的に広げることでライフスタイ

ル・イノベーションを起こして、日本発で世界に広げ、低炭素社会を実現しよ

うといった取り組みになると思います。 

 また次は、家庭などへの電力の小売事業につきまして、経済産業省が平成28

年度を目途に自由化というような方針を打ち出してございます。 

 また、家庭でのスマートメーター設置につきまして、東京電力さんのほうで

は26年７月から平成32年度までに、東京都内の全域での設置を進めて、電気使

用量の見える化へのサービスを提供するとされております。 

 それから、（４）の目指す方向性等でございますが、最初の２つ、１つ目は、

Fun to Shareという目標に向けて、ガマンをしながら必死に頑張るということ

ではなく、毎日を楽しく暮らしながら、低炭素社会をつくろうという発想を盛

り込んでいくというような考え方でございます。 

 それから、次の黒丸につきましては、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を利用するとともに、豊かな低炭素社会を目指

しまして、最新の技術・情報等を共有いたしまして、エネルギーの消費の絶対

量を減らしていく減エネに踏み込んだ、環境に配慮した取り組みが、区民生活

の中に根づいているまちを目指すといった考え方でございます。 



25 

 次の黒丸は課題でございますが、環境への配慮ということと快適で健康的な

生活が両立するような低炭素ライフスタイルに転換するための最新の情報・技

術・知恵の共有への対応、そういったものが課題でございます。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の利用の促進への対

応、そういったことが課題となっていると思います。 

 最後は、先ほどカーボン・オフセットのお話をいたしましたが、なかの里・

まち連携自治体との協力や適切な地域資源の利用による環境交流・環境貢献の

推進への対応が課題であるというふうに考えてございます。以上でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ライフスタイルについてこれからご質問をお受けしたいと思いま

す。まずは、事実整理といたしまして、（１）現状、それから（２）これまで

の主な取り組みと成果、（３）近年の動き・今後の予定と、こういった事実関

係に関して何か質問がございますでしょうか。明石委員。 

○明石委員 

 何ていうんでしょう、こういった問題って、結局教育と情報の伝達の仕方と

いうか、そういったものが大きな課題になってくると思うんですよね。それは

何かというと、この問題は、基本的には地球温暖化に対する危機管理に対する

諸施策というか、問題ですよね。地球温暖化に対する危機感が伝達されないこ

とには、いくら細かいことを言ってもなかなか動き出してこないし、始まって

こない。だから、地球温暖化に対する危機感というのをもう少しPRできるよう

な、小さいことでもこれはやってほしいんだよというようなところを出してい

くのが大事なんじゃないかと。地球温暖化の危機感というのがページに見られ

ないっていうのは、いいんでしょうか。人間、危機感があれば、それに対応し

ようとする作用って働いてくると思うんだけど。 

○大沼会長 

 わかりました。それは、今の課題っていうところで承りました。 

ここの事実関係について何かご質問はございますでしょうか。 

○明石委員 

 事実関係だと、例えば、私は中野区商店街連合会から来ているんですが、商

店街の対応というのは、意外と費用対効果をどうしても考えざるを得ないとこ
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ろがあって、それで、商店街が保有している街路灯のLED化については、東京

都の助成の他に今年度から中野区の助成が15％つくようになりました。それで、

全体の中でいうと、残っているうちの約35％ほどを今年度、LED化にすること

が可能になってくるんですが、中野区の商店街の連合会に加盟しているところ

のLED化というのは、今年度中にだいたい60％ぐらいはなってくるだろう。あ

と、残された２年の間には、恐らく90％にはなってくるのではないかなという

のが想定されます。 

ただ、中野区の商店街連合会に加盟してない小さい商店街などもあって、そ

ういうところで保有している街路灯のLED化というのはなかなか、現在でも

15％ぐらいかな、進み切らないというところがあります。それはなぜかという

と、商店街連合会に加盟しているところには上手に伝達する方法があるんです。

上手に伝達する方法と、あとイメージの問題があるんだろうなと思っているの

は、自動車のほうのハイブリッド系なんですが、単純に考えるとハイブリッド

ってガソリン……。 

○大沼会長 

 すみません、明石さん。今のお話は、次の区有施設とかそういったところと

関わるところでして、今はライフスタイルの話をしているんですね。というの

は、先ほどお話しいただいた危機管理とかそういったところとは関わってきま

すが、街灯やそういったLED化というところとちょっと違うところですので、

また次のところでお話しいただければと思います。 

 はい、髙橋さん。 

○髙橋委員 

 先ほど私の話し方がいけなかったかと思うんですけど、アンケートでエコポ

イント参加者の数値が少なかったのは、要するにエコポイント制度そのもの、

あるいはこのシールとかそういうものは、まだまだ学校や、それから一般の区

民のところに知られてなさ過ぎる段階じゃないかということが気になったんで

す。中野区町会連合会にも、いろいろこういうものがあると配布のご依頼があ

るんですが。何かこういうことに対して今、とば口に入ったところというのか、

一般に知られてないので。これだけのライフスタイルのことでお話があったり、

今後こういう活動をするんだったらもう少し、先ほどのジェイコム中野ももち

ろん必要ですけど、わかりやすいPRの方法を工夫していただければ、その伝達
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のお手伝いは私たち区民やいろんな組織もできるんじゃないかなと思います。

そうすれば、私たちもアンケートの結果等を非常に参考にさせていただけるの

かなと思いました。以上です。 

○大沼会長 

 それでは、今のは今後の課題というところでご意見をいただいたということ

だと思いますけれども、いろいろな仕掛けというものは区のほうで考えたり、

実際にされたりしているわけなんですが、この仕掛けというものがなかなかま

だ区民のほうに伝わっていないということでしょうか。課題にそういったもの

を追加して、やるものをうまく伝えると、ライフスタイルの中に、区民が選択

肢の中に入れるところから始めましょうというものですね。そういったところ

も考えていこうということを今後入れていければと、このように考えておりま

す。 

 他に何かございませんか。はい、中井委員。 

○中井委員 

 ＣＯ２排出量のデータですけれども、確かに環境省のデータはだいたい２年

遅れぐらいになっていますが中野区のこういうデータも、やはり23年度という

のが最新なのでしょうか。 

ああ、そうなのですか、わかりました。 

 今後のことを考えたり、見たりするとき、できるだけ直近のデータのほうが

よいと思いますので。やはり大分前のデータが最新ですと、対策を考える上で

少しイメージが違うところがあるかと思いましたので。企業ですとだいたい年

度末の締めたときに出てくるのですが、やはり中野区でもこうなってしまうの

ですか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 ＣＯ２の排出量の各自治体別のデータにつきましては、オール東京と呼んで

いますけども、東京都の自治体全部で共同でやってございます。それで、おっ

しゃるとおり、世界や日本、あるいは東京都というレベルになりますと、もう

少し早い段階で、１年後に速報値とか２年後にある程度の値が出るんですけれ

ども、さらに、東京都全体のＣＯ２排出量を各区市町村で割り振るという作業

を行うということになりますので、残念ですが３年度前のデータがやっととい

うところがございます。この23年度のＣＯ２排出量98万トンが計算されまして
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公表されましたのが昨年の５月ということで、26年度の最初に23年度のデータ

が出るという、現在はこのような状況で思います。 

○中井委員 

 わかりました。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 他にライフスタイルのところで何かございますか。 

 特に、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、

Fun to Shareという目標を掲げたいということですよね。だから、我慢するの

ではなくて楽しくやるということだと思うわけですが、こういった、これは環

境省の方針に沿ったことだと思いますけれども。（４）の４点ですね、一つ目

はFun to Share。それから、家電製品なんかでは省エネ性能のすぐれたものに、

あるいは減エネまで踏み込んだものをやると。それから、ライフスタイルを低

炭素ライフスタイルに転換するというために、環境への配慮と快適で健康的な

生活というもの、これを両立させると、こういうことですね。それから、他の

自治体、なかの里・まち連携自治体、こういったところで協力し合って環境交

流なんかをしていくということですね。これら４つの柱として、ライフスタイ

ルで今、中野区民の方たちに提案されることを考えているところなんですが、

先ほど、施策をちゃんと情報として伝えるということが非常に大事だという意

見がありましたけれども、他に何かございませんか。 

 田辺委員、どうぞ。 

○田辺委員 

 今、ライフスタイルのところで、やはりＣＯ２排出割合が最も多いのが民生

家庭部門ということで、49.9％ということでした。８ページの所でお話があり

ました、省エネ性能の高い家電製品などとありますが、ご案内かと思いますが、

家庭用燃料電池のエネファームについても、省エネ性能の高い製品になってい

ます。エネファームですと４人家族の家で１年間のＣＯ２削減量がマイナス1.3

トンということで、エネファームは、中野区内で今現在360台ほど設置されて

おりますので、PRさせていただきます。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。区からだけじゃなくて、各企業の方々からの情報提
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供というのも当然必要になってくるということであります。 

 他に何かございませんか。 

 田中副会長。 

○田中副会長 

 先ほどご指摘があった平成23年度のＣＯ２排出量のデータで、ちょっと古い

んじゃないかという話があって、私ももう少し努力ができればいいなとは思う

んですね。今、平成26年度のもう後半ですよね。今からだから、仕方がないか

もしれませんが、もう少しできたらいいかなというのは思いました。 

 ですから、これはオール東京でやっていると、どうしてもタイムラグがある。

集計に時間がかかる訳ですが、考え方としてはできるだけ直近のデータを見せ

ることが、区民や市民にとっても非常にリアリティーがあるということになり

ます。平成23年というと、東日本大震災があった年なんですが、随分昔だった

ように思います。 

 さて、それで、３点ほどありまして、一つは、区民にどう伝えるかというの

はなかなか難しいんですね。それで、教育をするということは重要な話で、小

さいころからそういう環境の大切さとか、温暖化問題のアニメ等を見せてとい

いますか、こういうものを伝えていくという、ぜひ学校教育の中に組み込んで

いくというような方法が一つあります。これは、皆さん、必ず学校に行くと思

いますので。 

 それから２つ目ですが、では、大人になってきたらどうするかということに

なりますと、大人になると多様な価値観がありますので、教育一辺倒ではなか

なか難しい。そこである種のインセンティブを出して、要するにそうするとお

得ですよっていうお得感を加味して誘導していくということになるんですね。   

ここで、なかのエコポイントという話になると、こういう趣旨だと思うんです

が、もう少し参加を加速するためには、例えば先ほども出たようなエネファー

ムではありませんが、より効率的、エネルギー効率のよい、あるいは環境負荷

の少ない機器や設備をつける際には支援すると、そういう工夫の仕方というの

は考えてもいいのかなと思います。長い時間かければ浸透はしていくんですが、

それを通常のペースよりも早くしようとしたら、そういう支援策が必要だと思

いました。それが２つ目です。 

 それから３つ目は、もう一つ共有ができそうなのは、区内の事業者の皆さん
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に協力してもらう。というのは、事業者というのは、それぞれの事務所の中で

あり、事務所の中で一つのルールを持ってやっているわけで、そこでも従業員

や働いている皆さんにある種の環境教育をしてもらう。そういう方は、事業所

を出て、家へ帰れば今度は生活者になるわけですから、生活者の意識の中に、

つまり行政が伝えるだけではなくって、事業者が自らの従業員の方、働いてい

る方にそういう環境意識を伝えるような機会を職場の中でつくってもらって、

それは広い意味では中野区だけではないけれども、東京あるいは日本国全体と

して環境意識の高い人々が増えていくことにつながります。事業所でそういう

教育をしてもらう、そういうことをやったらどうかというふうに思いました。

以上です。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 大変発展的なご意見をいただきましてありがとうございます。 

 他に何かございませんか。よろしいですか。 

 では、私から１点だけ。（４）の３番目ですね、この文章がちょっとわかり

にくいですね。もう少しわかりやすい書き方にされたほうがいいんじゃないか

と思いますので、ご検討ください。 

 それでは、次に移りたいと思います。それでは、テーマ５の区有施設の低炭

素化の審議に移ります。 

 事務局から資料の説明をお願いします。 
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テーマ５ 区有施設の低炭素化 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、資料の９ページをご覧ください。テーマ５、区有施設の低炭素化

のシートでございます。 

 まず、（１）現状（これまでの目標と達成状況）でございます。 

 １つ目は目標等でございますけども、まず、中野区環境基本計画におきまし

ては、区役所の二酸化炭素排出ゼロプロジェクト、これを掲げまして、エネル

ギーの効率的な利用の徹底や、自然エネルギーや緑の積極的な導入などを目標

にして、様々な取り組みを行うとされてきてございました。 

 その後、平成22年度比でエネルギー使用量15％減を目指す省エネ対策の取り

組みを、平成23年度以降、実施してございます。 

 また、中野区地球温暖化対策実行計画（事務事業編）、これを平成２６年７

月に策定いたしまして、目標達成に向けて取り組んでいるという状況でござい

ます。その内容は次の３つを書いてございますが、電気やガスやエネルギー消

費原単位につきまして、それぞれ１％を削減、毎年していくというような目標

を掲げてございます。それによりまして、温室効果ガスでいいますと、電気は

18％の削減、ガスにつきましては16％の削減、こういったものを目指すという

ような内容になってございます。 

 次の黒丸は達成状況でございますが、省エネルギー対策の取り組みによりま

して、平成25年度までの３か年で、年平均いたしますと、電気は15.8％の削減、

ガスは13.8％の使用量、これの削減をいたしました。 

 ＣＯ２につきましては、東日本大震災以降、火力発電の増加というところが

ございまして、電気のＣＯ２排出係数は高くなってございます。これによりま

して、電気使用につきましては、ＣＯ２排出量が増加傾向にございます。しか

しながら、先ほどの省エネ対策の推進等、あるいはＣＯ２の排出係数が低い新

電力からの電力調達を推進いたしまして、平成25年度末では基準年度、平成22

年度比で５％のＣＯ２排出量削減、これを達成したということでございます。 

 ＣＯ２排出量につきましては、電気、ガス、庁有車の使用、こういったもの

を全体で見ますと、22年度は14,201トン、25年度は13,521トンということで、

５％の削減を実現してございます。 

 （２）これまでの主な取り組みと成果でございます。 



32 

 まず、区有施設に、照明機器の更新にあわせましてLED照明、これを導入い

たしました。 

 また、区立の小・中学校７校に太陽光発電設備を設置いたしてございます。 

 それから、小・中学校の電気でございますが、清掃工場のごみ焼却によって

出る熱エネルギーで発電した環境負荷の少ない電力、これを導入してございま

す。また、小・中学校以外につきましても、風力・水力など再生可能エネルギ

ーを使用した環境負荷の少ない電力、これを導入してございます。 

 また、区の管理の街路灯全てにつきましてLED照明を導入いたしました。 

 また、環境マネジメントシステムの運用を通じまして、環境負荷の軽減や環

境保全の推進を図るための全庁的な取り組みの推進を行ったというところでご

ざいます。 

 10ページでございます。（３）近年の動き・今後の予定等でございます。 

 まず、平成20年６月に地球温暖化対策推進法が改正されまして、区には「地

球温暖化対策地方公共団体実行計画」の事務事業編というものの策定義務が課

されました。また、区域施策編の策定努力義務というのが課せられたところで

ございます。区域施策編は今回の環境基本計画の改定の中に入れ込む予定でご

ざいます。 

 次に、平成20年度に省エネ法の改正がございました。工場等単位の規制から、

企業の単位の規制法になってございます。これに伴いまして、中野区役所も毎

年度、報告書等の提出を行っているという状況にございます。 

 次に、平成20年に東京都の環境確保条例の改正がございまして、「地球温暖

化対策報告書制度」が導入されました。この結果、中小規模の事業者の方につ

きましても地球温暖化対策の取り組みが義務づけられ、中野区も毎年度、報告

書を提出しているという状況でございます。 

 次に、平成24年６月に中野駅周辺まちづくりグランドデザインVer.３、これ

が策定されまして、新北口駅前広場につきましては、「区役所・サンプラザ地

区における大規模集客施設と新北口駅前広場が、一体的・連続的空間となるよ

う配置し、景観や交通結節機能、周辺地区への回遊性に優れた地区として整備

します。」ということになりまして、これに伴いまして区役所の移転、これが

予定されているという状況にございます。 

 それから、平成25年度の省エネ法の改正によりまして、ピーク時間帯の電力
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使用量の削減、こういった推進が導入されてございまして、その報告が求めら

れることとなってございます。 

 それから、26年10月には、中野区立小中学校の施設整備計画の全体計画が策

定をされてございます。また、28年度からは電気の完全自由化の決定、それか

ら、ガスの完全自由化の実施予定など、エネルギーの自由化が推進されてござ

います。 

 次に、（４）目指す方向性・基本的な考え方と実現に向けた課題でございま

す。 

 最初に、方向性は３つでございます。区民・事業者の参考となるようなモデ

ル事業者といたしまして、先進的なＣＯ２削減の取り組みを進めたいというこ

とでございます。 

 それから、エネルギー消費原単位の１％削減及び温室効果ガス排出量の削減

を図るために、事務事業、仕事を行う際に使用するエネルギー使用量の削減を

図るとともに、再生可能エネルギーを活用した電力を供給いたします新電力か

らの電力調達も推進をいたします。 

 それから、エネルギー消費効率が劣ってございます設備の更新、これを定期

的に実施いたしまして、省エネ性能の高い設備の導入を図りたいと考えており

ます。 

 次は課題でございますけれども、省エネによる温室効果ガスの削減の取り組

みに加えまして、環境負荷の少ない物品の調達、ごみの排出量の削減、それか

ら紙や水道使用量の削減など、環境全体への対応が課題となってございます。 

 それから、省エネ法における電気需要平準化評価、ピーク時間帯の問題でご

ざいますが、これについて取り組み方法の検討が課題となってございます。 

 それから、区全体での環境マネジメントシステムの取り組みや、省エネ活動

の推進への職員意識のさらなる向上、これが課題でございます。 

 それから、新区役所を含めた区有施設の整備でございますが、これらにつき

ましては、環境性能に十分配慮いたしまして、地球環境への負荷を可能な限り

低減いたしまして、それとともに廃棄物の排出抑制と適正処理を行っていくと

いうことが課題となってございます。以上でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 
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 それでは、（１）現状と、それから（２）これまでの主な取組みと成果、そ

れから（３）近年の動きとか今後の予定といった、こういったところで何かご

質問はございますか。中井委員。 

○中井委員 

 現状のところですが、この整理の仕方として、電力は電力の排出係数の影響

が出てくるので、実際の削減のときにエネルギー消費量がどれだけ削減できて、

GHGがどれだけ削減できたとか、併記をされたほうがいいのではないかという

気がします。ＣＯ２排出量では毎年その排出係数が変わるので省エネについて

ははっきりわかりにくいと思います。エネルギー消費量はこれだけ減ったとか

というのを、事実の整理のところに書かれたほうが良いのではないかと思いま

す。 

 それから、ガスの使用量のところですが、毎年１％使用量を削減し、22年度

比で27年度は16％のGHG削減を目指すと書かれています。これは電力のように

排出係数が変わるものはよくわかるのですが、ガスの場合にGHGと実際の使用

量というのはリンクすると思いますが。それとも、25年度までに大幅に削減し

たから、そこからは年１％削減だけど、結果として22年度からは16％を削減す

るという形になるのですか。その辺はどうなのでしょうか。 

○大沼会長 

 どうでしょう。まず、最初のご指摘のほうは、エネルギーの消費量、そうい

ったものというのは、おわかりになるんでしょうか。 

○経営室副参事（施設担当） 

 原単位で最終的には１％削減、最終的にはですね、いろんな原油換算量とか

ありまして、最終的な報告書の数値で示していく数値としては、原単位、これ

で１％削減できたことになります。 

○中井委員 

 それは省エネ法なりという意味ですよね。トータルの量の話がありますよね。 

○経営室副参事（施設担当） 

 はい。もちろん原油換算量のトータルの量というのは出ると思いますので、

それで、その延べ床面積、これで除した数値が今申し上げたようなエネルギー

原単位の数値となっておるというふうになりますので、その年度で全施設でど

れだけ原油に換算した場合の絶対量として使用したかというものは当然出てき



35 

ますので、それを示すことは可能です。 

○大沼会長 

 原単位というのはそういう計算なんですか。延べ床面積で割る。 

○経営室副参事（施設担当） 

 はい。ですから、厳密に言いますと、その延べ床面積が、施設が仮に廃止さ

れますと分母が減るということになってきまして、当然それに伴って、今まで

使っていた原油換算量の絶対量としてはそれも分子として量が落ちると、こう

いうふうな変化はありますけれども、基本的には今申し上げたような数値の計

算式によって評価していくということです。 

○大沼会長 

 わかりました、可能だということで。２つ目の質問、ガスの方はいかがでし

ょうか。 

○中井委員 

 ガスの消費量とＣＯ２の量、GHGとのところです。 

○経営室副参事（施設担当） 

 ガスも基本的には年間で使った全量ですね、これの比較、つまり対前年度比

で比較をしていくということなんですが。 

○中井委員 

 いや、そのGHGの式というか、要するに係数自身がガスはそんなに年によっ

て変わらないので、エネルギーが減れば、そのままGHGが減るということにな

りますけれども。 

○経営室副参事（施設担当） 

 ＣＯ２に換算する場合のということですね。 

○中井委員 

 そうです。ここはそういう表現ではないのでしょうか。 

○経営室副参事（施設担当） 

 これ絶対量の使用量ですね、これが22年度比で27年度が16％の減というふう

に表現したんです。 

○中井委員 

 それで、その上が何か毎年１％使用量を削減と書かれているので、１％ずつ

削減しているとしたら減るのは例えば２％か３％しか減らないのではないでし
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ょうか。 

○経営室副参事（施設担当） 

 そうです。 

○中井委員 

 ちょっとこの数字がどうつながっているかがよくわからないのですが。 

○大沼会長 

 ああ、そこですね。わかりました、ご指摘のところが。 

○中井委員 

 ですから、25年度までにもし10数％削減されていたとしたら、そこから以降

１％ずつで、結果として22年度を基準として27年で16％の削減という数字でも

おかしくはないのですけれど。 

○経営室副参事（施設担当） 

 基本的には今おっしゃったような仕組みです。 

○中井委員 

 １％だったらだいたい１％ぐらいだということですよね。 

○大沼会長 

 中井さん、上は問題ないのですか、電気使用量は。 

○中井委員 

 電気の場合は、その排出係数が多分震災前であれば0.3いくつ、東京都のと

ころは0.32ぐらいまでいったのですかね。それが今は0.5いくつというところ

なので、そういう係数が変わっていることによって、現実的にはこうなりまし

た、というのは理解しやすいのです。ですから、ＣＯ２の排出量とエネルギー

消費量がうまくリンクしないというのは非常にわかりやすいんですけれど。 

○大沼会長 

 わかりました、ガスのほうですね。確かに私も今、ご質問があって思ったん

ですが、これは大丈夫なんですか。１％減らして16％というのは。 

事務局からお願いします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 ガスにつきましては、ここに書いてある目標としては22年度比で16％、ガス

は排出係数ごとに変わりませんので、量の削減はそのまま温室効果ガスにつな

がる。下の達成状況のところで、ガスが13.8％というような形での説明をして
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いるというふうな理解です。 

○中井委員 

 そういう意味ですね。25年度は１％しか削減していないのに、何でそうなる

のかと思いましたので。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 全国だと思いますが、中野区役所でも平成23年の東日本大震災を受けまして、

非常に大きな省エネを行ってございます。そのときにはかなり大きく削減しま

したが、さらに下げて１％ずつ削減していこうというふうな流れだと思います。 

○経営室副参事（施設担当） 

 23年度はちなみに15.7％の減でした。 

○中井委員 

 そうですか、わかりました。 

○大沼会長 

 わかりました。そうすると、少しそういった背景も書いていただけるとよい

かもしれません。 

 では、他に何かございませんでしょうか。井上委員。 

○井上委員 

 今のあちらこちらの方の発言のとおり、数字の裏づけがないことでちょっと

お話ししたいんですけども、区の街路灯の全てをLED化という、先ほどから何

回もお話になっている問題がありますね。これは、その前の８ページ（４）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のがありますね、ライ

フスタイルのところです。そこで家庭内照明のLED化を推進するとかいうのを

入れたらものすごく効果が出てくるんじゃないかと思うんですよね。ただ、数

字の裏づけがないと、はっきり皆さんにこうだと言えないところがあるんです

けれども。家庭内照明のLED化、これは大きいと思うんです。もう皆さんの家

はみんなLED化していると思うんですけども、なかの区報か何かでどんどんPR

していったらどうでしょうか。 

○大沼会長 

 わかりました。これは、先ほどライフスタイルのところの（４）の今後の実

現に向けた課題というところで、LEDも含めた家電製品という理解をするとい

うことでよろしいですね。 
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○井上委員 

 そうです。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。それでは、山村委員。 

○山村委員 

 この区の施設というものの対象がよくわかっていないなと思いながら、すみ

ません、ひょっとしたら４番のライフスタイルに関わるところかもしれません

が、例えば地域ごとに公共で持っている何か建物、自治会館のようなことなの

でしょうか。例えばそれがあったとして、中野区でも既にされているかもしれ

ませんけれども、そこの施設の照明をLED化することによって、その施設運営

とか、地域の方が寄ったときに、じゃあ自分の家もLED化しようかみたいなこ

とを進めてらっしゃる地域があると聞いたんですね。ですので、区の施設とい

うのはどの範囲で、直接的な管理施設ではないかもしれないけれども、区の働

きかけとかによってLED化が進められたり、それによって区民への啓発のよう

なことにつながりやすいものがあるんだったら、そういうことも含めてお考え

いただくというのはどうかと思ってお尋ねした次第です。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 町会・自治会が自主的に持っておられる自治会館等かと思います。これにつ

きましては区の所有ではございませんので、ここでいう区の施設には入ってご

ざいません。ただ、町会・自治会がそういった会館を建設する際に一定の補助

をするというような仕組みはございますので、今言われたご意見につきまして

は受けとめさせていただきまして、所管のほうに伝えておきます。 

○大沼会長 

 それでは、次は目指す方向性・基本的な考え方と実現に向けた課題というと

ころをちょっと見たいと思いますけれども、７点あります。この７点について、

ご質問やご意見をいただければと思います。 

○中井委員 

 よろしいですか。 

○大沼会長 

 はい、中井委員。 

○中井委員 
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 すみません。電気の需要平準化のところですけれども、清掃工場排熱利用電

力は新電力扱いなのですか。もし新電力でなければ、電気の需要平準化への対

策になると考えるのですが。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

新電力です。 

○中井委員 

ああ、そうですか。わかりました。 

○大沼会長 

 はい、田中副会長。 

○田中副会長 

 （４）の７つなんですが、一番最後のところに廃棄物の話が若干あるんです

が、ちょっと見るとエネルギーと低炭素に割と焦点が絞られているように、恐

らく区が持っている施設を考えると、例えば緑化とか緑への配慮、あるいは都

市環境との調和とか、そういう配慮も必要だろうと思います。それから、当然

ながら、区の施設は廃棄物も、これは一般廃棄物と産業廃棄物もあると思いま

すが、そういうものへの配慮です。それから、もちろんボイラー等々のところ

から出てくる環境汚染物質や、あるいは場合によっては有害物質を使う可能性

があるんですか。それはないのかな、区の中に廃棄物処理場等がなければそれ

はないと思いますが、他の面も少し盛り込んだほうがいいんじゃないかとちょ

っと思っております。そのあたりは、これは一番最後のところとか、あるいは

４つ目めあたりがそうでしょうかね。それに非常に近いものがありますが、４

つ目はグリーン購入の話になると思います。少し環境面を広く区の施設として

配慮していくということを盛り込んだらどうでしょうか。 

○大沼会長 

 環境面、区の施設ですね。 

○田中副会長 

 ですから、これを見るとエネルギーとＣＯ２の話が中心なんですが、例えば

自然環境も、あるいは緑化の増進とか、あるいは景観面への配慮とか、それか

ら廃棄物ですね、これは環境基本計画の話だと思いますので、環境面全般にわ

たって、施設のほうも配慮をしてくのがいいと思うんですが。 

○大沼会長 
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 わかりました。それに異存ないのですが、このテーマは低炭素化なんですよ。 

○田中副会長 

 これそのものは・・・・ないと・・・ 

○大沼会長 

 確かに。 

○田中副会長 

 区有施設の環境配慮ということだと思うんですけどね。 

○大沼会長 

 環境配慮のほうがいいんじゃないかということなんで、ここも含めて検討し

ていただくということで。ありがとうございました。 

 他に何かございませんか。 

○明石委員 

 ちょっといいですか。 

○大沼会長 

 はい、明石委員。 

○明石委員 

 区有施設の低炭素化ということですよね、このテーマ自体が。その区有施設

を低炭素化した場合に、中野区全体の低炭素化というのはどの程度、影響を及

ぼしてくるのかということが一つあります。 

○大沼会長 

 これはいかがでしょうか。中野区の占めるトータルなGHGの中で、区をソー

スとする、区役所ですね、ソースとするGHGの比率というのは、だいたいどれ

くらいになっているんですか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 今のシートの（１）の一番下のところにＣＯ２排出量の状況が出ているもの

について、平成22年度の区役所の排出量が14,201トン、この年の中野区内全体

のＣＯ２排出量が95万トン程度でございますので、95万トンのうちの14,201ト

ンを区役所が排出をしております。 

○大沼会長 

 95万トンのうちの14,201トン、１％ちょっとですね。 

○明石委員 
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 ですよね。だから、中野区の施設の低炭素化を進めたということが、全体に

及ぼすような形であらわれてこなければ、中野区の施設だけやったって、全体

のうちの１％を削減したって全体に及ぼすものは大したものじゃないんだから、

中野区がやっているっていうことが他の中野区全体に及ぶような施策やその宣

伝というか、そういったものがされなければ意味がないのではないでしょうか。 

○大沼会長 

 おっしゃるとおりです。そういった波及効果ですかね、そういったものをぜ

ひここで入れるのはもっともなことだと思います、まず数字から。 

 モデル事業者とか、それは入ってないんでしょうかね。 

○明石委員 

 そういう点、ちょっと下手なんじゃないかなと思う。さっき話した、車の会

社というのはそういうところが非常に上手だと思うんですよ。ハイブリッド車

にしても、ガソリン車にしても、費用はハイブリッド車のほうが高いですよね。

ガソリン車より元を取れるかといったらとれないんですよ、現実には。けれど、

ハイブリッド車を使うということが、いかにもスタイル的にスマートだったり、

使っている方に対するイメージをアップするようなところがある。だから実際

にお金は高くついたとしても、それが一つのステータスというか、格好よく見

せたり、そういう姿勢を持っている人だなっていうイメージをつくる。だから

そういうイメージをつくるっていうことも大事なんじゃないでしょうか。 

○大沼会長 

 なるほど。それは非常に重要なご指摘だと思います。ですから、区で自己完

結で削減をして目標達成しましたということではなくて、それがどれぐらい区

民に波及しているかといったところも、ぜひ検討に入れてしていければと思い

ます。よろしいでしょうか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 今の資料の10ページの（４）にその辺も書いてございますけれども、区民・

事業者の方の参考となるようなモデル事業者になる、そういった先進的な取り

組みを進めるということで、今、委員がおっしゃったような波及効果というか、

そういうのを目指しているところでございます。 

○明石委員 

 そういうところがちょっと下手なのかなと思って。 
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○大沼会長 

 ここはまだ特定の施策というものを出すということではないわけですけれど

も、具体的にどういうのがいいのかというのは、念頭にあったほうがいいんじ

ゃないかと思いますので、この辺も機会があればぜひご紹介いただければと思

います。 

 他に何かございませんでしょうか。 

○佐々木委員 

 すみません。 

○大沼会長 

 佐々木委員。 

○佐々木委員 

 一つ戻って申し訳ないんですけれども、（３）の下から２つ目ですね、中野

区立小中学校施設整備計画が策定されたとあるんですが、すみませんが多分こ

れ、区有施設の低炭素化のために策定された訳じゃないと思うんですね。ただ、

教育の観点からいうと、すごくいい整備計画が実はできたんで、この中で低炭

素化に絡まるいい内容があるはずなんです。何でここを１行で終わっちゃって

いるのかなと。多分、具体的なものが書けるいいものがあるはずなんですけれ

ども。 

○大沼会長 

 じゃあ、ここはもう少しちゃんとピックアップして書いていただく。 

 具体的にはどういうことなんでしょうかね。ここの整備計画をお願いしたい

ということで。 

○子ども教育部副参事（子ども教育施設担当） 

 中野区立小中学校施設整備計画ですけども、学校づくりに関して環境に配慮

した学校施設をつくっていくっていうことで、例えば屋上緑化とか、太陽光発

電もそうですね、そういう方向で考えていくということです。 

○大沼会長 

 わかりました。環境に配慮した学校づくりですね。 

○子ども教育部副参事（子ども教育施設担当） 

 そうですね、環境に配慮して施設整備を行う。 

○大沼会長 
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 施設整備ですね、わかりました。それでは、もう少しここのところは詳しく

教えていただくことにいたしたいと思います。 

 他に何かございませんでしょうか。 

○鳥羽委員 

 よろしいでしょうか。 

○大沼会長 

 はい、鳥羽委員。 

○鳥羽委員 

 漠然とした話になるかもしれませんけども、ライフスタイルのほうのFun to 

Shareという考え方のことです。区有施設の低炭素化のほうには、これは個人

的な感想ですけども、すべからく何か規制の世の中みたいな方向に向かいがち

なとこが見られるんじゃないかなということを感じるものですから。例えば、

12時から１時までは事務室の電気を全部消すみたいなことをすると、快適とは

全然関係ないような職場環境がつくられるようなことになると思います。そう

いう企業さんもあるとは聞いていますけども、私どもの会社は一切そういうこ

とをさせてないんですよ。それは、人間の快適性、昼休みでも個人的に本を読

んだりとか、そういう方がいるので。人生の快適性とか、フィロソフィーみた

いな話になってしまうんですが、職場環境を損ねるような方向にこれを進めて

いくのは、行政さんとしてサービスの低下にもつながることもあるんじゃない

かということを懸念しているものですから。 

 例えば、絶対量を減らす、減エネに努めるなんてことで言い切ってしまうと、

快適性とは反対の方向に行きがちなものですから。快適性を考えるのであれば、

その辺は省エネの部材を導入して解決するとか、そういう方向が本当は人間の

生き方として好ましいんじゃないかと私は個人的に思っているんです。そうい

うイメージが何か出てこないんですよね。すべからく減らせばいいという考え

方だと、きっと快適な世の中にはならないんじゃないかと。これは田中副会長

も多分いろんなところで、そんな話があると思いますけれどもね。 

○大沼会長 

 わかりました。快適性に配慮しながら進めると。 

 はい、田中副会長。 

○田中副会長 
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 おっしゃるとおりで、健康面とか、あるいは労働の質であったり、休息の質

ですとか、そういうものを損なうようなことの、行き過ぎたということは余り

しないほうがいいと思いますね。ただ、同時に無駄なことはしないほうがいい

と思うんです。だから、誰ももういないのに煌々と電気がついているとか、そ

ういうことはやっぱり無駄ですので、そういうことはできるだけ排除したほう

がいいと思います。 

 それから、大震災を契機に交通機関ですね、電車の中でもかなり今、照明の

間引きをしていまして、もう蛍光灯も１本置きになっているんです。あれでも、

皆さん、それなりにやっているわけですよね。確かに昔に比べるとちょっと、

ついてないところに行くと暗くなっていて本が読みにくいななんて思うところ

がありますが。ですから、それはそれで、もし半分でやれるんなら、あのよう

な形でやっていったほうが非常に社会のためにとっていいと、地球のためにと

ってもいいと思いますね。 

○鳥羽委員 

 いや、街路灯なんかでもLED化を区は進めているんですけど、電球が３つあ

っても１つは消しているんです。だから、これから高齢化になるんでしょうか

ら、目の悪い人も増えてくるんで、削減というのと、いわゆる快適性というの

は相反するものだっていうことは必ずやあると思うんです。その辺を、モデル

事業所として区は考えてやるということになると、恐らくその波及が一般企業

にもつながってくるんですよね。その考え方が必ずしも正しいのかななんてこ

とを若干感じてはいます。今、田中副会長がおっしゃったような、無駄なこと

はしないという話は理解できるんですけどね。私が言いたいのは、減エネあり

きで整えてしまうと、快適性を損なうこともあるのではということをちょっと

懸念しているところがあるんで、政策の中で、そういう趣旨が盛り込められれ

ばいいなというところです。 

○大沼会長 

 わかりました。そのようなことをぜひ配慮をしたいと思います。 

 それでは、これで５つのテーマについて議論を行ってきたわけですけども、

時間の関係もございまして、もう一回、１から５までおさらいをするというこ

とはちょっとできませんので、もし何かご意見がございましたら、皆さん、メ

ールのほうで事務局までお寄せいただいて、事務局のほうから私に転送してい



45 

ただくということにさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。議事２番はこれで終わりにいたします。 

 

議事３ 答申の構成（案）について 

○大沼会長 

 それでは、続いて、議事３番の答申の構成（案）に移りたいと思います。 

 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） 

 これまでいただきましたご審議を踏まえまして、最終的に作成いただく答申、

これを作成する上での構成（案）を作成いたしました。資料３をご覧ください。

これは中身ということではなくて、こういったいわゆる項目立てということで

の案でございます。 

 まず、「はじめに」という前書きがございまして、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとなってござ

います。 

 Ⅰが環境基本計画の改定に当たっての現状認識ということで、世界や国、東

京都、中野区の動向等について一定の記述をいたします。 

 Ⅱは、計画改定に当たっての基本的考え方ということで、これは諮問事項の

１つ目でございます。１が改定の考え方、それから位置づけ、計画期間及び改

定時期というのが項目になろうかと思ってございます。 

 Ⅲが諮問事項の２つ目でございます、計画に盛り込むべき事項ということで、

１が環境像、２が基本となる目標の考え方、３が重点的に取り組むテーマ、４、

がテーマ別の取り組みの方向といった内容になることを考えてございます。 

 資料につきましては、お示しのものがつくかというふうに考えてございます。 

 以上が答申の構成の案でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 今、答申の構成の案についてご説明いただきました。これについて何かご質

問、ご意見はございますでしょうか。 

（ な し ） 

○大沼会長 

特にないようでしたら、議事３番はこれで終わりにいたします。 
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議事４ 答申のとりまとめについて 

○大沼会長 

 議事４番の答申の取りまとめについて、これについて事務局からご説明いた

だきます。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、今後の答申の取りまとめの流れについて、考え方をご説明申し上

げたいと思います。 

 答申でございますが、これまでいただきましたご審議を踏まえまして、まず、

事務局のほうでたたき台を作成をさせていただきたいと思います。それを次回

の第５回審議会で皆様にお示しをいたしまして、また改めてご議論をいただき

たいというふうになってございます。 

 その後、第５回審議会終了後、次の審議会の前に、第５回目の皆様のご議論

を踏まえまして、会長とご相談をさせていただきまして、会長たたき台、これ

を作成いたしたいと考えてございます。会長たたき台は、第６回の審議会の前

に委員の皆様にお送りをいたしまして、それぞれご意見をいただきたいという

ふうに考えてございます。委員の皆様からいただきましたご意見につきまして

は、会長とご相談させていただきまして、答申案に反映させるかということに

つきましては、会長へのご一任をいただければというふうに思ってございます。 

 その後、最終的に会長案というものをつくりまして、また改めて第６回の審

議会の前の段階で委員の皆様にご報告をいたしたいと思ってございます。そし

て、第６回の審議会、今年の６月ぐらいと考えてございますが、この中で会長

案につきまして、改めて委員の皆様のご了承をいただき、答申案を決定すると

いう流れでございます。その後、区長へ提出をいただくというような流れを考

えてございます。 

 改めて申しますと、次回の５回審議会にお出しするのは事務局のたたき台で

ございます。その後、そのご議論を踏まえて、審議会と審議会の間の中でご意

見いただいて、会長にご相談いたしまして会長案をつくらせていただきます。

第６回、６月予定の審議会では、会長案という形でご審議をいただいて決定を

いただくというような流れになります。 

 なお、今申し上げた流れでございますが、現時点でのスケジュールというこ
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とでご理解をいただきたいと思います。並行して区で行ってございます、中野

区基本構想審議会のほうの流れもございまして、それによっては多少ずれる可

能性もあるということでございますので、その場合はまた改めて会長にご相談

させていただきたいというふうに考えてございます。 

 以上が答申の取りまとめについてのご説明でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。この流れについて、取りまとめの方法ですね、こ

れについて何かご質問やご意見がございますでしょうか。よろしいですか。 

 （ な し ） 

○大沼会長 

 それでは、いずれにせよ次回はたたき台のもとに皆さんと審議して、その後、

こうした流れで答申に向けていきたいということで、進めさせていただきたい

と思います。議事４番はこれで終わりにいたします。 

 

議事５ その他 

○大沼会長 

 続いて、最後に、議事５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、次回の第５回審議会の日程についてご連絡を申し上

げます。次回の日程でございますが、３月27日の金曜日、午後３時から５時ま

での予定で考えてございます。３月27日金曜日の午後３時から５時までの予定

でございます。また近づきましたら、改めて開催通知をお届けいたしますが、

委員の皆様のご予定に入れていただければと存じます。以上でございます。 

○大沼会長 

 以上で本日予定した議事は終了いたしますが、委員の皆様から何かございま

すでしょうか。どうぞ、高野さん。 

○徳本委員代理 高野氏 

 すみません、最後に。なかのエコポイントのところでちょっとお願いがござ

います。実はこれ、申請書の関係で各検針票ですか、それを提出するっていう

ふうになっているかと思うんですが、多分皆さん、検針票をとっておかれるの
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って、失くしてしまったりして非常に難しい部分があると思うんです。実は今、

ウェブサービスで、前回、佐々木委員様のほうからお話があった、でんき家計

簿というのがあって、それにご登録いただくと過去の実績が出るようになるん

ですね。パソコンをお使いにならない方にはちょっと難しい部分かと思います

が、いわゆる申請のところで、でんき家計簿のデータをそのまま流用するとい

うことができればなと思っておりますので、ご検討いただければと思います。 

○大沼会長 

 そうやって、でんき家計簿を使っていける訳ですね。どうなんでしょうか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 確認をいたしまして検討させていただきます。ありがとうございます。 

○大沼会長 

 他に何かございませんでしょうか。 

 それでは、次回の審議会は３月27日の午後３時から開催いたします。委員の

皆さん、よろしくお願いいたします。 

 また、今回の議事録は、前回と同様にして、事務局から委員の皆さんに案を

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。 

 本日は委員の皆様方、どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして第４回中野区環境審議会を閉会させていただきます。 

 

― 閉会 ― 


