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第５回中野区環境審議会 議事録 

 

１ 日時 

  平成２７年３月２７日（金） 午後３時～午後５時 

 

２ 場所 

  区役所７階 第１０会議室 

 

３ 次第 

議事 

１ 答申案について 

２ その他 

  

４ 委員等の出席状況 

（１）出席委員（15名） 

   会長 大沼あゆみ、副会長 田中充、大野道髙、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、福嶋 豊、 

大石博基、山村宜之、伊香賀俊治、藤原孝行 

（２）欠席委員（５名） 

   髙橋登志子、関口俊夫、赤星義彰、髙村愼一、徳本一義 

（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 哲 

   （徳本委員の代理として） 

 

５ 事務局（８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６名 

 

６ 審議会出席職員（11名） 

政策室副参事（基本計画担当）          森 克久 
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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）代理      根本宏太 

   清掃事務所長                  杉本兼太郎 

   環境部副参事（生活環境担当）          浅川 靖 

   都市基盤部参事（都市計画担当）         豊川士朗 

   都市基盤部副参事（都市基盤整備推進担当）    千田真史 

   教育委員会事務局副参事（学校教育担当）     伊東知秀 

 

７ 配付資料 

資料１ 第４期 第５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 27 年３月 27 日現在） 

資料３ 中野区基本構想審議会 答申（平成 27 年３月） 

資料４ 中野区環境審議会 答申案 

    「中野区環境基本計画の改定に当たっての基本的考え方と、 

     同計画に盛り込むべき事項等について（答申案)」 
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○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、お時間となりましたので始めさせていただきます。 

本日は、年度末のお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございま

す。地球温暖化対策担当の鳥井でございます。本日もよろしくお願いいたしま

す。 

審議会に先立ちまして、委員の交代がございましたのでご報告をいたします。

お手元の資料の中の資料２をご覧いただけますでしょうか。委員名簿でござい

ます。 

事業者から推薦をいただいておりました中野工業産業協会の田中淳正委員が

昨日付けで辞任をされてございます。後任といたしまして、同じく中野工業産

業協会から髙村愼一様を委員にご推薦いただいてございます。本日は欠席とい

うことでご連絡いただいてございますので、委嘱状につきましては、後ほど事

務局からお送りする形でお渡しさせていただきたいと存じます。 

委員の交代につきまして、以上でございます。 

それでは、審議会のほうに入りますので、大沼会長、よろしくお願いいたし

ます。 

○大沼会長 

皆さん、こんにちは。それでは、ただいまより第５回中野区環境審議会を開

催いたします。 

本日は、赤星委員、髙村委員、徳本委員より欠席の連絡を受けております。

また、大野委員、小野委員、山村委員、藤原委員より遅参の連絡を受けており

ます。 

○大沼会長 

現時点での出席の委員は10名です。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よろしくお願いい

たします。 

それでは、続きまして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させていただきます。 

まず、資料１でございます。この審議会の次第でございます。 

続きまして、資料２。先ほどの新しい委員名簿でございます。 

資料３が中野区基本構想審議会、答申でございます。 
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資料４が中野区環境審議会の答申案でございまして、盛り込むべき事項とい

うようなタイトルになってございます。 

それから、審議資料とは別に２つ参考資料をその下に配付させていただいて

ございます。一つはカラーのものでございまして、これは今年の４月１日から

使うものでございますが、なかのエコポイントで環境に優しい商品の購入促進

ということで、エコマークの付いたものの購入促進を昨年の５月から行ってご

ざいます。これにつきまして、今度の４月からですね、これまでエコマーク１

枚１ポイントでございましたが、５ポイントという形で参加の促進を図ってい

きたいということで作成しました。裏が台帳でございますが、そのチラシを配

らせていただいてございます。 

その下に報道資料「エコマークアワード2014受賞者決定について」というも

のをお配りしてございます。職員の分は白黒になってございますが、エコマー

クは日本環境協会が事務局を務めていらっしゃるわけですけれども、その表彰

制度がございまして、この中の金、銀、銅、特別賞でございますが、この特別

賞、今回、中野区が受賞してございます。３月５日に表彰式がございまして、

区長が出席いたしました。今、私の隣の職員が持っておりますけれども、表彰

状と、それからトロフィーですね。このトロフィーのこの部分が丸いところが

ですね、蛍光灯のリサイクルで作ったものだそうです。こういったものをいた

だいてございます。 

このペーパーをおめくりいただきまして、３ページをご覧いただいてもよろ

しいでしょうか。３ページの真ん中辺りに中野区がエコマークアワードの特別

賞を受賞した理由についてコメントをいただいてございます。少し読ませてい

ただきます。 

エコマークを集めてエコポイントがもらえる「なかのエコポイント（環境商

品コース）について」。東京都中野区では、区全体のＣО２排出量の約半分を

占める家庭に向けて、ＣО２削減の取り組みを推進する「なかのエコポイント

（ＣО２削減コース）」を実施している。2014年には、商品に付いているエコ

マークを集めるとポイントがもらえる環境商品コースを新設し、エコマークを

活用して環境に配慮した製品やサービスを選ぶことによる地球温暖化対策を通

年で推進している。こうした自治体主導による施策は他に例がなく、区民が環

境に配慮した製品やサービスを意識する機会を増やすとともに、エコマーク商

品の普及に大きな期待ができる取り組みであり、エコマークの認知度向上、市

場普及推進、取り組みの独自性といった評価のポイントにおいても特に優れて

いる。始まったばかりの取り組みであるが、他の自治体等にも広く推奨すべき

取り組みのモデルとして高く評価された、といただいてございます。こういっ

たことも踏まえまして、新年度は、特に小学校、中学校のPTAの皆様に取り組
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んでいただきたいということの思いがございまして、こういったこともご紹介

しながらPTA会長さんの会合に出席させていただきまして、ぜひPTAのほうでベ

ルマークと並んで取り組んでいただけないでしょうかということで、お話をさ

せていただいている状況でございます。 

参考資料のご説明、以上でございます。 

あと、それから、座席表をお手元にお配りしてございますのでよろしくお願

いいたします。 

何か足りない資料がある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょう

か。 

では、資料の確認は以上でございます。 

 

議事１ 答申案について 

○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。 

では、まず、議事１番の答申案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。 

資料３ 中野区基本構想審議会 答申（平成27年３月）（資料説明） 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

まず、資料３をご覧いただけますでしょうか。これは、今年の３月の上旬で

ございますが、中野区基本構想審議会から区長に提出されました答申でござい

ます。 

今回の環境審議会には、中野区環境基本計画の改定につきましてご意見を、

ということで諮問されていただいてございますが、区のいわゆる目標としての

上位にございますのが基本構想でございまして、その下に10か年計画があり、

その下にさまざまな環境を含めた個別の計画があるというような構造になって

ございます。その上位にございます基本構想の審議会におきまして、このよう

な改定をというご意見、答申をいただいたということでご報告をさせていただ

きます。 

内容は少し多岐にわたりますので、今回、環境に関連する部分につきまして

ご紹介をさせていただきます。４ページをお開きいただいてもよろしいでしょ

うか。４ページに、改定にあたって盛り込むべき事項というものでございまし

て、（１）盛り込むべき事項の検討の視点の中に、Ⅰ持続可能な活力あるまち

づくりという項目がございます。その一番下の２行をご覧いただけますでしょ

うか。区民一人ひとりの環境を意識したライフスタイルに支えられた環境に配

慮した低炭素なまちの基盤整備も必要となってくる、というような記述をいた
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だいてございます。 

続きまして、６ページ、７ページをお開きいただけますでしょうか。６ペー

ジ、７ページは、（２）10年後に実現するまちの姿（盛り込むべき事項）とい

うところでございまして、このⅠ持続可能な活力あるまちづくりの７ページの

上のほうでございますが、２環境に配慮する区民生活が根づくまちという項目

がございまして、こういったものを10年後に実現するまちの姿として盛り込む、

というようなご意見でございます。 

内容といたしましては３項目ございまして、１つ目は、省エネ、再生可能エ

ネルギー利用等の取組が進み、地球環境に優しいライフスタイルの浸透、環境

負荷の少ない低炭素なまちづくりが進んでいる。 

２つ目は、区民、事業者、区、それぞれが役割を果たすことにより、ごみ発

生抑制、資源化の取組が進み、まちの環境負荷が低減している。 

３つ目は、建替えにともなう地域の緑化や公園の整備など、様々な工夫によ

り、まちのみどりの確保が進んでいる、といった項目につきまして答申をいた

だいたところでございます。 

それから、その下３安全で快適な都市基盤を着実に築くまちがございまして、

３の３つ目でございますが、公園について、憩、環境への配慮等に加え、防災

上の必要性から整備が進んでいる。その点につきましても、関連で答申をいた

だいたところでございます。 

さまざまな区政に関する分野の記述がございますので、後ほどお読み取りを

いただければと存じます。資料３につきましては以上でございます。 

次に資料４をご覧いただいてもよろしいでしょうか。これが本日ご用意させ

ていただきました環境審議会の答申の案でございます。これにつきましては、

既に会長からご指示をいただきまして、委員の皆様にはメールやあるいは郵便

で事前にお送りをさせていただいてございます。これまでの第４回までのご審

議いただいた内容を踏まえまして、事務局のほうで作成した答申案でございま

す。本日はこの答申案についてご議論いただく場もありますので、内容を簡単

にご説明させていただきます。 

資料４ 中野区環境審議会 答申案「中野区環境基本計画の改定に当たっての基

本的考え方と、同計画に盛り込むべき事項等について(答申案)」（資料説明） 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

資料４をご覧ください。タイトルは、中野区環境基本計画の改定に当たって

の基本的考え方と、同計画に盛り込むべき事項等について（答申案）、という

ものでございます。お開きいただきまして、目次の左のページをご覧いただけ

ますでしょうか。 
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はじめに、がございまして、その後、１番が基本計画改定に当たっての現状

認識で１，２，３，４とございます。２番からが答申の本体に当たる部分でご

ざいますが、基本計画改定に当たっての基本的な考え方で、１，２，３と考え

方や位置づけ、計画期間等がございます。それから、もう一つの諮問事項３で

ございます。基本計画に盛り込むべき事項ということで、１環境像、２基本と

なる目標の考え方、３重点的に取り組むテーマ、４テーマ別の取組の方向とな

ってございます。 

それでは、まず１ページをご覧いただけますでしょうか。これは、はじめに、

というところでございますけれども、現在の環境基本計画が平成20年に策定さ

れ、また、その後、東日本大震災や原発事故等がありまして状況が変わってき

たということで、区から諮問をさせていただいたという経緯が書いてございま

す。その後、審議会において６回にわたる審議、６回目という前提ですが、審

議を重ね、答申をまとめましたと。本答申によって、様々なことが推進されて

いくことを期待しますというような案文になってございます。 

２ページをお開きいただけますでしょうか。２ページからは、基本計画改定

に当たっての現状認識ということでございます。 

１番が世界の動向になってございまして、まず、新しい枠組みの合意を目指

すということで、少し概要だけご説明いたしますが、今年の年末に、パリで開

かれる予定のCOP21での世界的な合意、新しい枠組みの合意を目指していると

いうような内容でございます。また、次の温室効果ガスの抑制に向けて、につ

きましては、IPCCの第５次評価報告書の中で、このまま温室効果ガスの抑制に

取り組まないままだと、2100年には気温が3.7度から4.8度上昇すると。これを

２度未満に抑制するためには、大幅な削減、あるいは2100年にはゼロまたはマ

イナスといったことが必要であるというような報告が出されているというもの

でございます。 

２番、国の動向でございます。平成32年度の温室効果ガス排出削減目標でご

ざいます。一番最後にございますが、平成17年度比で3.8％減という、現時点

での暫定の目標があるということを書かせていただいてございます。 

３ページの上でございます。長期的な削減目標につきましては、平成24年第

四次環境基本計画におきまして、2050年までに80％削減という目標がございま

す。 

次は、京都議定書後の取り組みでございますけれども、我が国は第一約束期

間で参加してございましたが、第二約束期間には参加してございません。その

後、平成25年３月には当面の地球温暖化対策に関する方針が決められたという

ところでございます。 

次は、エネルギー基本計画の策定でございまして、昨年４月に第４次エネル
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ギー基本計画が閣議決定されたという状況にございます。 

これらの部分につきましては、今後、COP21に向けまして新たな国の動きが

出る可能性は当然ございますので、最終答申の前まで何か動きがございました

ら補充をさせていただきたいというふうに思ってございます。 

３番が東京都の動向でございまして、まず、スマートエネルギー都市をめざ

してということで、東京都の推進方針、こういったものがあるという記述でご

ざいます。また、東京都長期ビジョンの策定ということで、昨年の12月でござ

いますが、長期ビジョンの中で、エネルギー消費量の削減ですとか、再生可能

エネルギーの電力割合拡大、あるいは水素エネルギーの拡大といったものにつ

きまして項目があるという状況でございます。 

４ページをお開きいただけますでしょうか。４番が、中野区の動向でござい

ますが、まず、中野区環境基本計画の推進ということで、現在の20年度につく

りました計画とその目標につきまして書かせていただいてございます。 

次は中野区地球温暖化防止条例の制定ということで、平成23年に中野区の条

例をつくりまして、温暖化防止の４つの対策を推進しているという状況でござ

います。 

次が第２次アクションプログラムの策定ということで、25年の９月に新しく

第２次アクションプログラムをつくりまして、温暖化対策を推進しているとい

う状況でございます。 

その次が地球温暖化対策実行計画の事務事業編を26年７月に策定した。これ

は、区の事業者としての取組でございます。 

一番下が基本構想と新しい中野をつくる10か年計画の改定ということで、先

ほど基本構想審議会の答申につきましてご紹介いたしましたが、上位になりま

す基本構想、あるいはその下にあります全体計画としての10か年計画、これを

現在改定作業が進められているという途中だということの記述をさせていただ

きました。 

５ページをご覧いただけますでしょうか。Ⅱ基本計画改定に当たっての基本

的考え方でございます。これまでのご審議いただいた資料やその議論の内容を

含めまして記述をさせていただいております。 

まず、１番の基本計画改定の考え方につきましては、この６つでございます。

地球温暖化対策を中心に。重点的なテーマを明確に。また、区としての取組の

発展。区民、事業者、区との連携、一体。それから、数値目標や指標を設けて

進行管理を行う。それから、10か年計画の改定に合わせて、内容や計画期間等

と整合を図ることといった内容になってございます。 

２番の位置づけでございますが、みどりの基本計画や、一般廃棄物処理基本

計画をリードするとともに、温対法に基づきます実行計画の区域施策編を含む
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ものという考え方でございます。 

６ページをお開きいただけますでしょうか。３番の計画期間及び改定時期で

ございます。 

計画期間につきましては、10か年計画との整合ということで、現時点では28

年度を初年度とし、37年度までの10年間との考えでございます。具体的な取組、

アクションプログラムにつきましては、５年程度ということで書いてございま

す。 

改定時期でございますが、これも10か年計画と合わせたということで概ね５

年後、または社会経済情勢が大きく変化した場合ということで記述をさせてい

ただきました。 

７ページをご覧いただけますでしょうか。Ⅲ基本計画に盛り込むべき事項で

ございます。 

１番、環境像でございますが、目指す環境像としては、次のような考え方が

反映される必要があるという考え方になってございまして、４つ。１つ目は環

境負荷の少ない低炭素まちづくり。２つ目が地球的視野に立ち身近な地域での

行動。３つ目が省エネで資源循環型のライフスタイル。４つ目がみどりを育て、

やすらぎのある生活。こういった内容を環境像に反映する必要があるというこ

とになってございます。 

２番、基本となる目標の考え方でございます。下の３行でございますが、Ｃ

О２排出量の削減目標とエネルギー消費量の削減目標を基本に掲げる必要があ

るということで、次のような考え方、８ページをご覧いただけますでしょうか。

８ページにつきましては、１つ目が、国のエネルギー政策や地球温暖化対策の

動向を踏まえた目標設定ということでございます。先ほど申し上げましたとお

り、今、国のほうの目標は、暫定的な目標になってございまして、COP21、年

末に向けまして新たな目標が発表されるであろうという状況になってございま

すので、それらを踏まえてその目標を改めて設定するように、という考え方に

なってございます。 

それから、２つ目が目標につきまして、ＣО２排出量の削減とエネルギー消

費量の削減は併記するという考え方でございます。ＣО２排出量は、電力のＣ

О２排出係数の増減により、大きく影響を受けている状況でございます。特に

東日本大震災後、そうなってございますので、こうした中で区民や事業者の方

の努力が明確に見られるようにということで、エネルギー消費量の削減につい

ても位置づける必要があるだろうという考え方になってございます。 

９ページでございます。３番、重点的に取り組むテーマでございます。最初

のところでは、現行の基本計画にあります４つのプロジェクトがここに書いて

ございます。審議会ではこれらを念頭に置きながらも、中野区を取り巻く現在



10 

の状況や今後の目指すまちの姿を踏まえまして、５つの重点的に取り組むテー

マとして、低炭素まちづくり、ライフスタイル、循環型社会、都市緑化及び区

有施設の環境配慮というのを設定して、５つのシートで議論をいただいてきた

ところでございますけども、これら個々のテーマについて取組の方向性を踏ま

えまして、新たな環境像の実現に向けたプロジェクトの再編を検討する必要が

あるだろうというような考え方になってございます。 

次が、４番、テーマ別の取組の方向でございます。 

（１）低炭素まちづくりでございます。３つ項目がございますが、１つ目は、

都市開発、基盤整備などのまちの大きな転換点におきましては、都市の低炭素

化に向けた取組の推進が必要だと。都市計画マスタープラン等の計画において、

それぞれ誘導する内容を明確に示していく必要があるという記述でございます。 

２つ目は都市開発にあたりまして、高効率な機器や再生可能エネルギーの導

入など、あるいは面的な広がりを持った範囲をネットワークしてエネルギーを

融通し合うようなシステムが必要だということ。また、大規模公園の整備等を

着実に進める必要があるという記述でございます。 

３つ目でございますが、特に中野駅周辺の開発にあたりましては、環境負荷

を軽減する、あるいは環境配慮型のまちづくりを進めるという、あるいは緑化

を進めていくというような形で、特に進めていく必要があるだろうという記述

になってございます。 

10ページをご覧いただいてよろしいでしょうか。（２）ライフスタイルでご

ざいます。３つ項目がございます。 

１つ目でございますが、Fun to Shareということで、毎日を楽しく暮らしな

がら、かつ低炭素社会を作ろうという発想、こういった発想を国のほうでも進

めてございますが、こういったものを盛り込む必要があるという記述でござい

ます。２つ目でございますが、これにつきましては、再エネ設備、省エネ性能

の高い製品などの利用、さらに最新の情報、技術、知恵の共有を行うと。さら

にエネルギー消費の絶対量を減らす減エネに踏み込んでいく必要があるという

考え方でございます。３つ目は、家庭、学校、地域、事務所など様々なところ

におきまして環境教育・学習の推進、これによりまして環境意識の向上が必要

だという考え方でございます。 

（３）循環型社会、３つ項目がございます。１つ目は、一般的に区民、事業

者との連携によりまして、ごみの発生抑制やより一層な資源化の必要性、これ

を記述してございます。２つ目は、それぞれの役割を果たすことによって、意

識を高めて具体的な行動を浸透させるという啓発の部分でございます。３つ目

は、そうしたことを踏まえまして、全体として環境に配慮した行動が根づいて

いるまち、こういったものを全体として実現する必要があるという記述でござ
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います。 

（４）都市緑化でございます。３つ項目がございます。１つ目は、まず、身

近なところでみどりを増やす取組を進めていこうということの記述でございま

す。２つ目が保護樹林等によりまして、現状のみどりにつきましての維持管理、

支援、こういった形で庭木や垣根など、民有地のみどりを確保する必要がある

という考えでございます。３つ目はみどりについての社会貢献活動に対する表

彰制度、または緑化に協力するボランティアの活動などを進める必要があると

いうような記述でございます。 

11ページをご覧ください。（５）区有施設の環境配慮でございます。５つの

項目がございます。１つ目は、まず、モデル事業者として区が先進的な取組を

するという記述でございます。２つ目につきましては、エネルギー使用量の削

減を図っていき、再生可能エネルギーの電力を供給する新電力からの電力調達

の推進といったことが書いてございます。３つ目は、それに加えまして物品の

購入やごみの問題、あるいは紙、水道の使用につきましても削減を行っていく

という考え方でございます。４つ目は、新しい区役所を含めた区有施設につき

ましては、環境に十分配慮したものを造っていく。また、廃棄物の排出抑制化

を行っていくという考え方でございます。５つ目は、区有施設におきましても、

みどりをきっちり確保していくということで、施設改修などの際には十分配慮

する必要があるというような考え方になってございます。 

以上が答申案の本体でございます。 

次のページ以降に資料がございまして、14ページは昨年５月の区長からの諮

問文。それから、15ページに委員の名簿がございまして、16ページからは開催

状況ということで、検討内容と、それから事務局や出席した職員の名前。18ペ

ージ以降は、関係規程ということで環境基本条例や環境審議会の規則等を掲載

させていただいてございます。 

少し長くなりました。以上が今回の事務局で用意させていただきました答申

案の概要でございます。どうぞ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、これから、この答申案の内容について審議を行っていきたいと思

いますが、最初に１点ご報告させていただきます。前回の第４回審議会で、ご

意見があれば事務局までと皆様に申し上げたわけですけれども、先日、中井委

員の方からご意見をいただきました。ありがとうございました。中井委員のご

意見は、一部を答申案に盛り込んでおります。答申案に入れていないご意見も

ございますが、区の今後の計画改定の中で検討していくということにさせてい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。どうもありがとうござ
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いました。 

それでは、これから審議に入りますが、実質的な議論は本日が最後になりま

す。委員の皆さまには、この場で多くのご意見を出していただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

それでは、資料４の目次をご覧ください。ここに基本計画改定に当たっての

現状認識、それから、基本計画改定に当たっての基本的考え方、それから、基

本計画に盛り込むべき事項と、大きく分けて３つの柱がございます。この３つ

に分かれている柱を、１つ目から順番に審議していきたいと思います。 

それでは、皆さん、この資料４を、お手元にしっかり置かれてですね、議論

をしていただきたいと思います。 

 

Ⅰ「基本計画改定に当たっての現状認識」 

○大沼会長 

まず、１つ目の基本計画改定に当たっての現状認識ですね。これは２ページ

から４ページまであります。皆さん、お願いしたいのは、これから順番に皆さ

んのご意見や、それから、こういった審議をしていくわけですけれども、原則

として後ろに飛んだり、前に戻らないということでお願いします。時間の関係

もございますので、議論されている範囲について審議いただきたいということ

でお願いしたいと思います。 

それでは、２ページから４ページまでについて何かございませんでしょうか。 

何か質問、ご意見ですが、こういったものございませんか。 

田中委員。 

○田中副会長 

はい。このはじめにのところですが、はじめに、いいですか。 

○大沼会長 

はい、どうぞ。 

○田中副会長 

それで、はじめには、中野区環境基本計画に基づきということで、中野区が

様々な温暖化対策に取り組み、ＣО２削減を進めてきた。こういう書きだしに

なっていますが、環境基本計画は温暖化対策だけを盛り込んでいたかどうか、

今、計画書本体を確認しているのですが、はじめにを見ると、温暖化計画を検

討しているかのように見えるのですが、この辺りの認識は大丈夫かなと。みど

りの保全とか、ごみの循環とか、資源循環とかですね。様々な施策をやられて

いるだろうと思うのですが、これでいいのかどうか。これは基本的なスタート

のところですので確認をしたいなと思いました。これ１点。 

○大沼会長 
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確認ですが、いかがですか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

現行の中野区環境基本計画におきましては、基本的に温暖化防止を中心に進

めていくということで記述自体はされてございますが、今おっしゃったような

みどりの問題やごみの資源の問題についても書いてございまして、今回の答申

案の中でもそれらにつきましても盛り込むべき、というような記述はさせてい

ただいているところでございます。 

○大沼会長 

よろしいでしょうか。 

○田中副会長 

はい。 

○大沼会長 

それじゃあ、続いてお願いいたします。 

○田中副会長 

わかりました。するとですね、温暖化計画、温暖化対策に取り組んできた、

ＣО２削減を進めてきたということに加えて、このみどりの保全ですか、それ

から、廃棄物処理、あるいは資源循環の取組も進めてきた、と併記したらどう

かというふうに思いました。 

最初の３行だけ見ればそのように思うのですが、その後の第２パラグラフ、

第３パラグラフがずっとこの温暖化のこと、あるいはエネルギーのことが中心

に書かれているので、少しバランス悪くなりますね。 

環境基本計画の性格の問題でもあるのですが、いずれにしても、１枚目１ペ

ージ目の、はじめにの基本認識のところが、エネルギーあるいは温暖化対策が

中心に記述されているので、そこが気になったということです。この点は、２

ページから４ページまでの基本的な現状認識のところも同じで、環境基本計画

というと、環境行政の最上位の計画なので、もちろん温暖化計画はその重要な

柱であることは間違いありませんが、地域で言えばね、循環とか自然保全、み

どりの保全というのも重要な課題だと思いましたので。少しこの辺りの記述が

抜けているのが気になったところです。 

○大沼会長 

ここについていかがでしょうか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

現状の計画は、もちろんみどり、資源問題は記述されてございますが、温暖

化対策を中心に、ということで現状の計画は作ったところでございます。今回

の答申案の５ページ、１改定の考え方のところで、①地球温暖化対策を中心に

するというようなご意見の中身で考えてございましたので、田中副会長がおっ
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しゃるとおりのそういったものを中心にした記述になってございます。ただ、

おっしゃるとおり、環境基本計画そのものは環境保全全体の計画になりますの

で、私どもが答申をいただいた後、計画を実際につくるに当たりましては、今、

副会長がおっしゃったような視点も含めまして、広く記述される分は当然出て

くるだろうと。それを踏まえて地球温暖化対策を中心にプログラム等を書いて

いくというような内容になろうかと思ってございます。 

○大沼会長 

そうするとですね、ここのところはもう少し広い環境計画全体だということ

を、環境全体を包含しているというような文言をはさむという形で対応できれ

ばと思いますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、他にございませんか。 

はい、中井委員。 

○中井委員 

少し細かくて申しわけないですけれども、１つは２ページ目の国の動向のと

ころです。先ほど、ご説明があった3.8％のところですが、前提条件が後ろに

は書かれているのですが、全体の流れからすると、こちら側のほうにその

3.8％の前提条件を記載したほうがいいのではないかと思いました。後ろのほ

うは、それ以降の何かエネルギーミックスとかその辺だけにしてもいいのでは

ないかという気がしました。 

２つ目は、３ページ目の京都議定書の後の取組について、先ほどエネルギー

ミックスの議論があって、2020年以降、30年か25年なのかわかりませんけれど

も、新たな目標については動きがあるそのときに記載するというご説明があっ

たのですけれども、いつを目標に国内で今検討しているとかその動きがあると

いうことぐらいはここに書かれたほうがいいのではないかという気がしました。

例えば、新たな削減目標が、６月になるのか５月になるのかわかりませんけれ

ど、いつに向けて目標の検討が進んでいるとかですね、そのぐらいを入れとい

たらどうかというふうに思いました。以上、２点です。 

○大沼会長 

どこのところですか。 

○中井委員 

京都議定書後の取り組みのところで、第二約束期間は参加しないこととしま

した、の後ですね。世界の動向で新しい枠組みの合意を目指してということで、

いついつまでに何々をするという動きの中で、国内の削減目標がいつごろを目

標に今検討が進んでいるということを、ここに書かれたらどうかと思いました。 

○大沼会長 

もう決定しましたか？ 
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○中井委員 

いや、まだです。 

まだ動いてなくて、多分、今度がこれ出る段階ではもしかしたら決まっても

ないかもわからないので、そういう意味では今検討が進んでるということぐら

いの文章が入っていたほうがいいのではないかというふうに思いました。 

○大沼会長 

我が国でも検討ですか。 

○中井委員 

動向としては。 

○大沼会長 

動向として、ですね。 

○中井委員 

はい。 

○大沼会長 

はい、わかりました。じゃあ、検討させていただくということにさせていた

だきたいと思います。 

他にございませんか。 

伊香賀委員、お願いします。 

○伊香賀委員 

どこまで書くかなんですが、２ページの国の動向の中で、例えば低炭素まち

づくり促進法とかですね。多分、中野の場合は特に住環境というのがあります

し、後半９ページ辺りにその低炭素まちづくりっていう位置づけがあるので、

その低炭素まちづくり促進法に言及してもいいかなと思いました。 

もう１つ、昨年の日本再興戦略の中にスマートウェルネス住宅・シティの推

進というのが最も大きな計画に位置づけられており、スマート、要は省エネで、

健康にも配慮してという意味合いの大事なものもちょうど位置づけられている

ので、言及してもいいかなというふうに思いました。あえて書かなくてもいい

かもしれませんが、後半に、特に全体で低炭素まちづくりのほうの話は国の上

位の計画があるので。 

○大沼会長 

はい。これも検討させていただくということにさせていただきます。 

他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、現状認識につきましては、今のご意見ありましたものを踏まえま

して、後ほど検討を行っていきたいと思います。それでは、次に進みます。 

Ⅱ「基本計画改定に当たっての基本的考え方」 

○大沼会長 
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次に基本計画改定に当たっての基本的考え方に移ります。これは５ページと

６ページです。これまでの議論を踏まえて、１改定の考え方、２位置づけ、そ

れから３計画期間及び改定時期、こういう構成になってます。この構成及びこ

の内容につきまして何かご意見、ご質問ございますでしょうか。 

田中委員。 

○田中副会長 

はい。 

○大沼会長 

ここは先ほどのご質問と関係あることですね。 

○田中副会長 

そうです。国の動向の一つに、この７月、８月に国が適応計画をつくるとい

う動きがありますね。これ、温暖化の影響のもとでいろんな気候災害であると

か、要は台風とか自然災害、水災害とかですね、それから、農業やあるいは健

康への影響という、温暖化が非常に激しくなるとそういう影響が出てきます。

それに対して、国としてどう取り組むかという適応計画をつくるという動きが

ありますので、これを国の動向のどこかに書いておく。この折り込むべき事項

を、第３章かあるいはこの第２にはあまりないかもしれませんけども、第３章

辺りには、関連して述べたらいいかなと。適応の話です。 

○大沼会長 

適応ですね。 

○田中副会長 

はい。 

○大沼会長 

中野区でこの適応というと、どういったところが関係してきますかね。 

○田中副会長 

やっぱり健康への影響と水災害です。 

○大沼会長 

なるほど。健康と水災害ですか。 

○田中副会長 

ええ。 

○大沼会長 

そうすると、地球温暖化対策という中に緩和と適応というのを入れると。 

○田中副会長 

ええ、考えとくと。 

○大沼会長 

この２つを考える、という形にするのがいいかもしれませんね。 
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○田中副会長 

はい。 

○大沼会長 

これも後ほど検討します。ありがとうございます。他にございませんか。 

私からですが、先ほどの田中委員のご質問と関連するのですが、位置づけの

中にみどりの基本計画と一般廃棄物処理基本計画をリードする計画があって、

その中で改定の考え方ということで地球温暖化対策を中心にするという形にな

っていますので、基本計画の位置関係というのをもう少し明確に書かれたほう

がいいかもしれません。 

つまり、これは改定の考え方の中で、みどりの基本計画や廃棄物処理基本計

画がどういうふうに考え方の中にあるのか、というのがわかりにくいので、こ

れは位置づけを考えていったほうがいいのではないかな、というふうに思いま

す。 

他、何かございませんか。よろしいですか。 

それでは、特にないようですので次に移りたいと思います。 

 

Ⅲ「基本計画に盛り込むべき事項」 

○大沼会長 

では、続いて３つ目の基本計画に盛り込むべき事項の審議に移ります。 

ここが具体的な基本計画の中で政策の方向性を示すものになるわけですね。

ここは皆さんに特にご意見、あるいはご質問していただければと思います。 

環境像。それから、基本となる目標の考え方。重点的に取り組むテーマ。そ

れから、テーマ別の取組の方向。こういうふうに分かれているわけです。 

１ 環境像 

○大沼会長 

まず、この環境像ですね。ここから議論を始めてみたいと思います。７ペー

ジですね。皆さん、この環境像についていかがでしょうか。 

○中井委員 

少しよろしいですか。 

○大沼会長 

はい、中井委員。 

○中井委員 

少し教えていただきたいのですが、省エネで資源循環型のライフスタイルと

いう形で書かれているのですが、この省エネで資源環境型のということと、こ

の後に再エネを活用した省エネで資源循環型のライフスタイルというふうに書

かれているところが、少しイメージが湧きにくいのですが。資源循環型という
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イメージはよくわかりますが、これとその省エネを何か無理に組み合わせてい

るような気もするのですが、ここはどういうふうに理解したらよろしいですか。

特に再エネを活用した省エネで、というところが、全体としてそのエネルギー

の部分を再エネで、ということかもわからないのですが、そういう意味では少

し何か重すぎるというか、現実的かなという、少し疑問に思うところが。 

○大沼会長 

わかりました。ただ、中井委員の質問の意図ですが、これ、私はこういうふ

うに読みました。省エネでというのは、省エネの中のライフスタイルかつ資源

循環型のライフスタイルというふうに読みました。ただ、もしからしたら、省

エネによる資源循環型という形に読めるということですね。 

○中井委員 

ええ、はい。 

○大沼会長 

どちらかも含めまして、事務局のほうからお願いします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

はい。今のご質問につきましては、会長からご説明いただいたような趣旨で

書かせていただいております。全体を圧縮する中で、省エネという言葉や再エ

ネという言葉や、資源循環型という言葉が連続いたしまして、少しわかりにく

い記述で申しわけございませんでした。趣旨としては、それぞれがあるという

ことで、圧縮して書かせていただいたというところでございます。 

○中井委員 

はい、わかりました。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

記述につきまして、よろしければ少し検討させていただければと思います。 

○中井委員 

はい。 

○大沼会長 

ありがとうございました。 

確かに省エネによる資源循環型と読めないこともないわけですよね。 

○中井委員 

はい。 

○大沼会長 

ありがとうございます。検討させていただきます。 

他にございませんか。この環境像ですね。 

はい、どうぞ。 

○田中副会長 
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今ご指摘の再生可能エネルギーはここがいいのか、あるいは一番上ですかね、

この環境負荷の少ない、のあたり。再生可能エネルギーというのは自然エネル

ギーですよね、太陽光であったり、風力であったりすると、環境負荷の少ない

ところに結びつくのですが、どちらに置いたらいいかというのを工夫したほう

がいいかなと思いました。資源循環型のライフスタイルでもいいですが、資源

循環だけではないというふうにも思うので、少し工夫が必要かなと思います。 

○大沼会長 

そうすると、具体的には、再エネやこういったものを環境負荷の少ない低炭

素まちづくりというところにということですか。 

○田中副会長 

ええ。再生可能エネルギーの普及とか拡大というのは、省エネで資源循環型

のライフスタイルでも必要かもしれませんし、環境負荷の少ないまちづくりの

でも必要かもしれないと思います。 

○大沼会長 

なるほど、わかりました。 

ライフスタイルを中心にする、ということであると、省エネで資源循環型の

ライフスタイルですね。 

○田中副会長 

はい、そうですね。 

○大沼会長 

資源循環と低炭素に分けるということであれば、環境負荷の少ない低炭素ま

ちづくりのほうが確かにいいかもしれないですね。 

○田中副会長 

ええ。まちづくりのところにも再生可能エネルギーは大事かな、ということ

です。 

○大沼会長 

はい、わかりました。ここも少し検討させていただくということにしたいと

思います。 

他に何かございませんでしょうか。 

○佐々木委員 

 すいません、よろしいですか。 

○大沼会長 

はい。佐々木委員、お願いします。 

○佐々木委員 

はい。今、田中副会長さんがおっしゃられたとおりで、少し先にいったりし

て申しわけないですが、これも細分化が書いてあるところがこの後のほうに出
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てくるところですが、そこの章立ての中の低炭素まちづくりには確かに再生可

能エネルギーという単語がたくさん出てきて説明がありまして、循環型社会の

ところには、逆に言うと再生可能エネルギーの記述が単語としては出てきませ

ん。 

それで、統一して考えるとすれば、田中委員のおっしゃられた構成のほうが

わかりやすいのかなと思います。 

○大沼会長 

なるほど。わかりました。やはり、低炭素まちづくりには出てくるわけです

ね。おっしゃるとおりですので、わかりやすい構成をもう一回、考えさせてい

ただくということにしたいと思います。 

他、何かございませんか。よろしいですか。 

じゃあ、私から、細かいことで申しわけないですが、先ほど、基本構想があ

りましたよね。今日初めて拝見しましたが、４ページにそれが出てくるわけで

すね。読んでいたときに気が付いたのですが、こちらでは低炭素なまちという

言い方をしているのですね。つまりですね、この「な」がないです。どちらが

いいかわからないですが、よく低炭素社会とかという言い方はしますけれども、

基本構想に準ずるのであれば、これはどうなんですかね。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

基本構想審議会の記述につきまして、直接これはこんな意味でというのがな

かなか申し上げにくいのですけれども、基本的には同じような意味合いで書か

れているとは思います。その記述の中で、言葉の流れの中で「な」が付いたり

付かなかったりしたのかな、というように解釈はしてございます。 

○大沼会長 

ぱっとこう見たときにキャッチフレーズとなるような言葉ですので、何か統

一されたほうがいいのではないかなとは思いますので、その辺も少し検討して

ください。 

他に何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

では、この環境像については、低炭素なまちづくりのほうに再エネなどを入

れるということを検討して、もう一度考えていくということですね。これは少

し事務局のほうと相談させていただきたいと思います。 

２ 基本となる目標の考え方 

○大沼会長 

次に移りたいと思います。２の基本となる目標の考え方、これについてはい

かがですか。これは７ページから８ページですね。国のエネルギー政策・地球

温暖化対策の動向を踏まえた目標設定及び目標へのＣО２排出量の削減とエネ

ルギー消費量の削減という２つがありますけれども、これについてはいかがで
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すか。 

○田中副会長 

８ページの、国の目標設定の話ですが、本文の上から５行目にエネルギーミ

ックスの検討の進展を踏まえて確定的な目標を設定する、としていますという、

そこが少し気になりました。確定的な目標の意味がどのようなことを想定して

いるのか。先ほど中井委員からご発言されたのは、多分、このことを指してい

るのだと思いますが、確定的な、本当にその確定になるのかどうかわかりませ

んが、この意図をこの表現ぶりがいいのかどうかも含めて、少し慎重に検討し

たほうがいいかなと思いました。 

２つ目はですね、目標にＣО２の削減とエネルギー消費量の削減の併記とい

うことで、これはこれであるかもしれませんが、同時に実はＣО２に関わるの

は再生可能エネルギーの状況でもあります。だから、再エネの目標と変えるか

と。これ、なかなか一基礎自治体だけでは難しいというところもあるので大変

難しい課題でありますが、もしくは再生可能エネルギーの取組、積極的に今後

取り組んでいこうという方向性を出すのであれば、再生可能エネルギー目標を

併記するというのも一案かなと思います。 

それから、３つ目は目標設定ですので、７ページに書いてあるところでいけ

ば、資源循環とかみどりの関係ですね、こういうものの目標が抜けていますが、

これはいいだろうか。資源循環関係のごみ排出量、あるいはリサイクル率です

か、再資源管理。みどりで言えば、みどりの量とか、あるいは区域面積当たり

の割合とか、そういう目標を掲げなくていいでしょうかねという、そんな疑問

もあります。 

○大沼会長 

今のご意見についてですけれどもいかがですか。最後の件ですね。みどりの

基本計画があったり、廃棄物の供給化、こういった循環とみどりについての目

標というのはここに掲げなくていいかということについてはいかがですか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

資源とかごみの部分につきましては、一般廃棄物処理基本計画というものの

改定を同じようなスケジュールで進めてございまして、これは審議会というも

のはないんですけれども、来年度、改定作業を予定してございます。 

一方、みどりの基本計画につきましては、もう少し先の３年ほど先の改定と

いうことで、今予定してございまして、それぞれの計画の中では、ごみの処理

ですとか、資源化ですとか、みどりのいわゆるみどり率といったものにつきま

しての明確な数値目標を掲げてございます。今回の環境基本計画はそれらにつ

きましてもリードする計画ではございますが、そこの中で最終的には数値目標

までを、こちらで掲げるかどうかにつきましては、少し検討の余地はあるかな、
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要検討かなと思ってございます。基本的にはその個別計画がございますので、

そちらのほうで掲げるほうが適当かなというふうには考えてございます。 

○田中副会長 

それならそれでいいと思います。であれば、その趣旨を少し書いとくかです

ね。みどりや資源、廃棄物課題については、一般廃棄物処理基本計画、いろい

ろな計画の目標とか、それを実践していくとか、何かそういうことですよね。

つまり、個別計画の分野の施策、計画体系を周りに見える形と言いましょうか。

実行していく、とそんな趣旨だと思いますが、その趣旨のことを１、２行書い

ておくかですね。そうすることでそちらに表記されている意味がわかる。それ

で結構だと思います。 

では、この確定的な目標の意味合いは、どんなことでしょうか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

この８ページの上のほうに書いてございますところで、上から４行目ぐらい

ですけれども、原発の効果等を含めずに設定した現時点の目標というのが

3.8％減ということで、これにつきましては、それを大前提にしたことで一旦

設定されたというところでございます。COP21、今年の12月に向けまして、各

国の目標を持ち寄るということが決められてございますので、早ければこの５

月、６月辺りの準備の会合で、日本の目標は発表されるということはあろうか

と思ってございますけれども、この確定的な目標うんぬんというような言葉に

つきましては、環境省のほうのホームページ等の記述から取ったというもので

ございまして、環境省の記述の中でも今後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しますという言葉がご

ざいましたので、ここにつきましてはそれを取らせていただいた。ここで言う

確定目標というのは、COP21に向けての日本としての正式な対応表明というよ

うな部分を指しているというふうに認識してございます。 

○田中副会長 

なるほど。というのは、正式な目標とかそういうことですか。 

○大沼会長 

そうですね、確定とか。何て言いますかね、公的というか。 

○田中副会長 

そうですね。 

○大沼会長 

ええ。目標公約を設定するとか、そんな感じかもしれないですね。国際的に

これぐらいやりますという宣言をするわけですよね。恐らくそういうことでし

ょうかね。 

○田中副会長 
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そうですね。 

○大沼会長 

他に何かございますか。よろしいですか。 

では、先ほどは現状認識の中では温室効果ガスの抑制ということですが、こ

こではＣО２排出量の削減という形になっていますが、通常GHGを使うわけです

ね、グリーンハウスガス。ＣО２排出量という形で、特定していますが、温室

効果ガスのほうで統一したほうがいいんじゃないかと思います。いかがですか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

会長のおっしゃるとおりで、全体といたしましては、ＣО２以外のものも含

めました温室効果ガスの削減ということで地球の温暖化を防止するということ

だというふうに認識してございます。ただ一方で、審議会でもご報告しました、

東京の自治体ごとに割り振ったＣО２の量とその全体としての温室効果ガスの

量といったもののデータがありますが、中野区につきましては、ＣО２以外の

温室効果ガスの排出が極めて少ない。あと、農業とか工業とかいろんな分があ

るかと思いますけれども、そういったことが中野区内には少ないというのもご

ざいまして、区民の皆さんにわかりやすい設定という意味では、基本的にはＣ

О２の削減という形でよろしいのかなという考えでございまして、このような

記述にさせていただいてございます。 

○大沼会長 

はい、わかりました。 

他に、何かございませんか。よろしいですか。 

３ 重点的に取り組むテーマ 

○大沼会長 

次に、重点的に取り組むテーマについて、ここに移りたいと思います。これ

は９ページの上のほうに書かれてあることですね。この重点的に取り組むテー

マについてご意見、ご質問をお願いしたいと思います。 

はい、どうぞ。 

○田中副会長 

 ワーディングの話で、テーマというのがいいのかどうかと少し気になってお

りまして、後のほうに条例がありますね。この環境基本計画は環境基本条例に

基づく計画だと思います。下のページでいくと、19ページの第11条に基づいて

この環境基本計画を区長が策定すると。基本計画には次に掲げる事項に定める

ものとすると。第11条の２項に環境の保全に関する目標、環境の保全に関する

施策の体系、その他環境の保全に関する重要事項とあって、目標と施策の体系

という、そういうキーワードになっていまして、目標の部分が多分ここで言え

ば環境像とこの今の章ですかね。検討しているところでいけば、環境像と基本
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となる目標の考え方。施策がこの重点的に取り組むテーマ、３章であったり４

章ですか。ですから、テーマと言ったほうがいいのか、重点的に取り組む施策、

あるいは施策別の取組の方向とかですね。そのようなキーワードのほうがいい

のではないかというふうに思いました。 

ちなみに、施策とは何を指しているかというと、第４条がその施策の話で、

繰り返しますが、環境の保全を図るために区は総合的な施策を策定するという

ことで、（１）公害の防止から始まって、（７）まであるわけですね。ですか

ら、環境基本計画が所掌する範囲というのは、実はこの範囲である。私は先ほ

どから気になっていますが、（５）の温暖化の話が割と特化されているので、

実は環境基本計画の役割というのは、ある種の環境を全体的に見て中野区の環

境を保全、改善していくという計画なので、そこのところはやっぱり踏まえた

ほうがいいのかなという印象を、総体としては持っているということです。い

ずれにしてもこの答申の３章のワーディングのテーマというのは、場合によっ

ては施策に組みかえたほうがよろしいかなというふうな印象を持ちました。 

○大沼会長 

多分、そのほうが整合的な感じがしますが、いかがでしょうか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

この答申案の段階につきましては、審議会の中で使わせていただいた資料の

内容で、書きぶりも踏まえまして作らせていただいたところでございます。も

う一つは、この環境基本計画は、いわゆる基本計画プラス地球温暖化対策実行

計画の区域施策編を包含したものにするということで、現行のアクションプロ

グラム的なものを、最終的に区が環境基本計画をつくる段階では盛り込んでい

きたいと。そういったものも、施策という部分でかなりございましたので、そ

れとある意味区別する意味で、環境全体の骨太な部分と言うんでしょうか、基

本となる部分をご議論いただいてということで、テーマというような言葉を使

わせていただいたところでございます。審議の中で何かご指示いただきました

ら、文言につきましては検討させていただきたいと思います。 

○大沼会長 

ご検討いただくということで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。よろしいですか。重点的に取り組むテー

マですけれども、今、テーマと施策という文言についてのご意見がありました

が、他にございませんでしょうか。 

４ テーマ別の取組の方向 

（１）低炭素まちづくり 

○大沼会長 

それでは、次に移りたいと思います。９ページ、４のテーマ別の取り組みの
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方向についてご意見をお伺いしたいと思います。まず、（１）の低炭素まちづ

くりですね。これについていかがでしょうか。 

はい、伊香賀先生、お願いいたします。 

○伊香賀委員 

１に入れるのがいいのか、２に絡めるのかいいのか、もう少し考慮が必要な

のですが、先ほど、低炭素まちづくり促進法のお話、それと、あと、スマート

ウェルネス住宅の推進事業とかですね。実はこの省エネ設備のお話は書いてあ

るのですが、住宅の断熱性能をこう評価する、新築において義務化の話、省エ

ネの義務化の話がありますし、あと、既存住宅の断熱改修、省エネ改修の促進

というのが今国の大きな施策でありますので、中野のこの住宅関係の比率が半

分を占めているかな。住宅対策っていうことが大事な割には、よくよく見ると

その住宅の省エネ制度の記述が少し希薄かなっていう感じもしますよね。今頃

気が付きまして、少し補強をしていただいたほうがよいかなと思いました。１

がハードの整備だとすると、１に盛り込んでいくかという気がいたします。 

それから、スマートウェルネスのウェルネスは健康という意味で、健康寿命

の延伸というのも今日本の大きな政策課題で、それは両立するものなので、何

か健康というキーワードを入れられないかと今思って見ているのですが、10ペ

ージの（２）のライフスタイルというところには、快適な生活っていうキーワ

ードがあって、これも前に健康こそ快適な生活という表現はよく使われて、こ

こにはまず健康的、大事なキーワードを入れておいていただくと、いろんな最

新の施策につながるかなと思いました。 

あとは、９ページの低炭素まちづくりの中で下から２行目ですけれども、人

の暮らしの質を高めるっていう辺りに、健康でとか、健康というキーワードが

大事だと思うので、入れていただけるといいかなと思います。以上です。 

○大沼会長 

ありがとうございます。これも検討をさせていただくということにしたいと

思います。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。 

はい、高野さん。 

○徳本委員代理 高野氏 

（１）の２つ目ですが、都市開発に当たっては、高効率機器、再生可能エネ

ルギーの導入やというところで、その後の施設や建物間など面的な広がりを持

った範囲をネットワーク化してエネルギーを融通し合う共同利用を促進する必

要と。これ、何か個別な電源みたいなものをイメージして、融通するとかそう

いう感じをイメージされているのかどうか、そこの確認をしたいなと。 

○大沼会長 
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ここはどういったイメージがありますか。今のところですね。 

○都市政策推進室副参事（中野駅周辺計画担当） 

ここはですね、施設、建物の面的なということですと、電気ですとか熱です

とか、そうしたものを融通していくものと考えています。ただ、既存の市街地

で実践するというのはなかなか難しいところでありますけれども、今後、この

都市開発に当たってと入っていますので、都市開発に当たってはそういったエ

ネルギーの面的利用といったことを考慮して進めていくといったことはできる

のではないかと思います。 

○大沼会長 

 つまり、何か特定の電源とかといったもの、そういうご質問でしたが。 

○都市政策推進室副参事（中野駅周辺計画担当） 

 電源も今さまざまな仕組みがございますし、また、再生可能エネルギーもひ

とつの電源とかエネルギーになってきますので、特定のものとは考えておりま

せん。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。 

 他に何かご意見、ご質問ございますでしょうか。 

○大石委員 

 はい。 

○大沼会長 

 大石委員。 

○大石委員 

 低炭素まちづくりなんかには都市計画という言葉が入ってくるわけですけれ

ども、自動車交通によるＣО２の削減等ですね。そういったことを進める、こ

こには書いてないですけれど、都市計画のマスタープランの中には入っている

と思います。そういった交通という部分の低炭素化といいますか、ＣО２対策

減というところもこの中に入れておいたほうがいいのではないでしょうか。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。交通システムについては入っていませんでしたか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 この記述の中で明確に交通という部分について掲載してございません。 

○大沼会長 

 そうですね。そこを包含するような記述もございませんか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 現行の環境基本計画の第２次アクションプログラムの中で、ドライブ系のも

のであったり、あるいは公共交通の整備といったものの形で少し記述がござい
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ますので、審議会でご指示いただければ何らか言葉の補充につきましては検討

させていただきます。 

○大沼会長 

 そうですね。この前の中野区地球温暖化防止対策審議会でもカーシェアリン

グや住宅について、企業の方からお話を伺ったこともありますので、そういっ

たことも踏まえて先ほど伊香賀委員がおっしゃったことや今の大石委員がおっ

しゃったことですね、こういったことを盛り込んでいくこと等の検討をさせて

いただければと思います。ありがとうございます。 

他に何かございますか。 

○都市政策推進室副参事（中野駅周辺計画担当） 

 今のお話と先ほど建物の話がありましたけれども、いずれにしましても低炭

素まちづくりにつながるかどうかといったところだと思います。国交省で考え

ている施策ですね、その中には、エネルギーの面的利用の話、それから、今の

車の関係でいったらその駐車場の配置ですとか、あるいは建物の断熱化、そう

したものがある程度体系化されているだろう、というふうに思っておりますの

で、そこら辺を当てはめて、もう一度きちっと整理させていただければという

ふうに思います。 

○大沼会長 

 はい、わかりました。それではよろしくお願い申し上げます。 

 はい、藤原委員。 

○藤原委員 

 低炭素まちづくりの中でざっと今見てきて、キーワードとして水素の利用っ

ていうのは、東京都のまちづくりビジョンでは書いてあったりしまして、こう

いったところを中野区のほうではどう取り組んでいくかということはいかがな

ものでしょうか。 

○大沼会長 

 水素のことは、どこかでご担当されていますか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 直接、水素の担当ということではないですけれども、３ページの東京都長期

ビジョンの策定のご紹介の中でも水素を活用した取り組みがっていうことで、

特に東京都のほうで、国はもちろん当然でございますが、東京都のほうで強く

打ち出しています。 

特にオリンピック、パラリンピックを控えまして、その時点までに一定のイ

ンフラ整備と言うんでしょうか、そういった動きがあるということは情報が来

ておりまして、承知はしてございます。 

一方、区のほうで直ちに何かそれについてということにつきましては、２７
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年度の予算という意味合いにおきましては、直接の予定はしてございません。

全体としての、その下にございます新しい10か年計画の改定ですとか、もちろ

んこういうのも含めまして、今後の検討課題となるとは思ってございますが、

この段階では区の方向性としてですね、記述するところまでは至らなかったと

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。 

 他に何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

（２）ライフスタイル 

○大沼会長 

 それでは、次に（２）のライフスタイルに移りたいと思います。先ほど伊香

賀委員のほうから快適な生活の前に、健康かつ、と書いておきましょうかとい

うようなご意見いただきましたが、他に何かございませんでしょうか。 

○大石委員 

 はい。 

○大沼会長 

 はい、大石委員。 

○大石委員 

 中野区が定めている地球温暖化防止対策の４つの中には、再エネ設備や省エ

ネ性能の高い製品の導入というふうに書かれているわけですけれども、この２

つ目に、省エネ性能の高い家電製品、という形でかなり限定的に製品を狭めて

しまっていると思います。家電製品だけではなくて、いろんな製品が省エネ性

能を高めているので、これは家電製品というふうに限定すべきではないのでは

ないかと思います。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。これも検討をさせていただきたいと思います。 

 他に何かございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○福嶋委員 

 ２番目ですね。中盤、エネルギー消費の絶対量を減らす、減エネというふう

に、急に減エネという言葉が出てきますが、エネルギー消費を減らすという意

味では、８ページのエネルギー消費量の削減という目標の、ＣО２排出量の削

減とエネルギー消費量の削減の併記というところのエネルギー消費量の削減の

ことだと思います。エネルギー消費の絶対量を減らすって、ライフスタイルに

絡む部分では、やっぱり省エネな生活というのが一番大事かなと思います。も

ちろん再生可能エネルギーを使って、エネルギーを削減ということもあります
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が、ライフスタイルというテーマにおいては、省エネに踏み込んだ環境に配慮

した取組というほうがわかりやすいのかなという気がします。減エネという言

葉が急に出てきたと思います。 

○大沼会長 

 はい。定義の問題だと思います。省エネっていうのは、どうですか、伊香賀

委員。省エネというと、例えば石油を減らすとかそういったことが省エネだと

思いますね。ですから、省エネというのは効率のほうですかね。 

○伊香賀委員 

 あと、減エネという何か新しいキーワードのような気がしますが、これを意

図してここに入れなくてもいいのかな。省エネでもいいような気もします。 

○大沼会長 

 省エネが進んでも、例えば大型家電の冷蔵庫とかテレビとか、省エネは昔よ

り進んでいるのですが、多分、総エネルギー消費量が増えているという部分も

あるようなので、そこを何か分けて言っているのではないかなという気がしま

す。どうでしょう、この辺の表現の仕方ですが。 

○伊香賀委員 

 中野区として減エネというキーワードが大事だという意思表示なのかとも思

ったし、そういうわけでないのだったら、かぎ括弧を入れるとか。 

○大沼会長 

 前のところの、基本となる目標の考え方ですね。８ページのＣО２排出量の

削減、エネルギー消費量の削減の併記という形で、エネルギーの消費の絶対量

を減らすということですかね。それが減エネでしょうか。事務局のほうでお願

いしたいと思います。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 はい。８ページの目標のところでは、ＣО２排出量削減が本来的な基本目標

ではございますけれども、電力を中心にしたＣО２排出係数が、現実として大

きくなる傾向でございますけれども、その増減があるということがありまして、

そういった中で、まずは区民や事業者の方の努力が見えにくい状況がございま

す。頑張って節電したけれどもＣО２が増えてしまったというようなことがご

ざいました。一方で、やはりエネルギー消費量自体も掲げることで努力は実っ

ているっていいますか、報われている状況自体はきちっと出したほうがいいだ

ろうというのがここでは理由になっています。 

一方で、言葉の整理は必要かと思いますが、10ページの減エネの、というと

ころにつきましては、やはり今会長もおっしゃいましたけれども、省エネが進

めば、じゃあ、ＣО２がイコール減るかといいますと、省エネが進んだ結果と

して、もっと大きなテレビが見られる、もっと今まで冷暖房をしなかったとこ
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ろまで冷暖房をしても今までと同じぐらいのエネルギーで済む、というような

ことにだんだんなっていきますと、確かに省エネは進んで、単位当たりの電気

は少なくて済んでいるのかもしれませんが、全体としての電気量は場合によっ

ては減っていかないというようなこともございます。それがもちろん再生可能

エネルギーで全てを賄えればそういったライフスタイルもあろうかと思うんで

すけども、省エネだけではなく、全体的なエネルギーも配慮していかないと、

なかなか今後のＣО２削減という大きな目標は難しいだろうという考えもござ

いまして、そういった意味でもエネルギー自体を絶対的に減らしていくことも

踏み込んでいく必要があるんじゃないかというようなことも考えまして、この

ような記述にさせていただいたということでございます。 

○田中副会長 

 この８ページの目標のところの説明を見ると、削減目標は、これは区の考え

方ですが、ＣО２排出量の削減とエネルギー消費量の削減を併記した目標にし

ましょう、こういう整理しているのですね。エネルギー消費量のところにアス

タリスクが付いてあって、どういうことかというのが下に説明がある。 

それから、東京都では省エネルギー目標も入っているということなので、こ

れも東京都の場合には電力消費量を20％削減するという、エネルギー消費量そ

のものに着目した新しいものが出てきた。だからわざわざ減エネというような

言葉を使う必要があるのか。おっしゃるとおりですね。 

エネルギー消費量の削減に踏み込んだというふうにしたら、前後の、つまり

８ページとの整合性が取れると思います。減エネ目標というのを本当に入れる

としたら、むしろ８ページのほうを減エネという、東京都の省エネ目標よりも

さらに一歩進んだ減エネ目標だというふうにするかですね。そうすると、区の

独自性が出るかもしれません。 

○大沼会長 

 それでは、ここのところも、もう一度検討したいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

 他に何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

（３）循環型社会 

○大沼会長 

 それでは次に（３）循環型社会についてご意見、ご質問をお願いいたします。 

○田中副会長 

 （３）の循環型社会で３つあるわけですが、この考え方は一般廃棄物処理基

本計画と整合が取れているかどうか、確認をしたいと思います。一般廃棄物基

本計画が見ていないのでわかりませんが、一般廃棄物処理基本計画の考え方が

この３つで成り立っていればいいと思いますが、もし、整合が取れていないの
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であれば、整合を取ったほうがよろしいかなというのが１つ。 

それから、表現ぶりの話で、３つ目の、環境への負荷やごみそのものの発生

を抑制するライフスタイルが定着した「環境に配慮した行動が区民生活に根づ

いている」。これ、ライフスタイルだけに特化していると思うので、ライフス

タイルとワークスタイルですかね。働き方、あるいは職場、事業所の行動です

か。そういうところも視野に置いた、あるいはライフスタイル、ワークスタイ

ルが定着した環境に配慮した行動が、区民生活や事業者各者に根付いていると

いうふうにワーディングを書いたほうがより広がるのではないかなと思いまし

た。いずれにしてもこの３つの方向性が、一般廃棄物処理基本計画と整合が取

れているかどうか、そこを確認してください。 

○大沼会長 

 はい。それでは、事務局のほう、お願いいたします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 一般廃棄物処理基本計画の基本的な考え方と整合してございます。 

○田中副会長 

 ワークスタイルは大丈夫ですか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 ライフスタイル、ワークスタイルの点につきましては、確かに今おっしゃる

とおり、私どもの区のＣО２排出量の半分が家庭、４分の１がオフィス、店舗

等でございますので、そういった点も踏まえまして検討させていただければと

思います。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 他、何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

（４）都市緑化 

○大沼会長 

 それでは、続きまして（４）都市緑化についていかがでしょうか。 

 よろしいですか。はい、鳥羽委員。 

○鳥羽委員 

 都市緑化については、この環境の全体の流れからすると、ＣО２の削減とい

うことで整理されているような状況ではあるけれども、緑化は、ここに書いて

いるのはどうもその快適性っていう位置づけのほうが少し重いのかなと。むし

ろその緑化関係で言えば、樹木についてはＣО２の固定化ってことだと思って

いますので、むしろその辺がもう少し全面に出るような記述ができないかなと

いうふうに思います。そうすると、ＣО２の削減と固定化とも、もう少し理解

は深まるのかなと思います。 
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○大沼会長 

 ＣО２の固定化ということを入れたほうがいいということですね。 

○鳥羽委員 

 ええ、どこかに。多分、２番ぐらいになりますか。仮に入れるとすれば、Ｃ

О２の削減ということで関連付けるんであれば、順番からすると、２が一番上

に上がるのかなと。そこにＣО２の固定化に伴う、という記述があれば、ただ

快適性あるいはそれだけじゃなくて、少なくとも地球温暖化にもいくばくかの

固定化する価値があるという記述が、やはり緑化にも欲しいなというふうに思

います。 

○大沼会長 

 今の点はいかがですか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 委員のご指摘のとおり、10ページの都市緑化のところではＣО２との関連性

につきましては、記述してございません。みどりの基本計画の中でも、屋内の

みどりの総量についてでございますが、ＣО２の吸収効果、固定ですか、2,500

トン程度の効果があるというような推定もしてございます。区内全体で１年間

98万トンというＣО２排出量はございますけれども、都市の中では貴重なＣО２

吸収固定になってございます。この10ページの都市緑化の記述の中では、どち

らかというと、安らぎとか潤い的な記述が中心になってございますので、必要

がございましたらそういったＣО２との関係につきましても記述は可能かなと

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す。 

 他に何かこの都市緑化についてございますでしょうか。 

○山村委員 

 はい、よろしいでしょうか。 

○大沼会長 

 はい、山村委員。 

○山村委員 

 今のお話にも関連するところだと思いますが、やはりこれだけ集積している

中野区といいますか、都心で言えば、ヒートアイランド対策みたいな側面とい

うのもあるのではないかなというふうに思います。ですので、少しでもヒート

アイランドを抑えることによって、エネルギーの消費量が落ちるみたいな意味

での都市緑化、というものの位置づけがあってもよいのではないかなと思いま

した。 

○大沼会長 
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 はい。おっしゃるとおりだと思いますので、この辺も検討させていただきた

いと思います。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。 

○田中副会長 

 いろいろありますが、都市緑化のことで言えばですね。実はそのＣО２の低

炭素化という軸と、それからみどりの保全、例えばみどりが増えることが今の

ような気候緩和機能もあるのですが、他の効果もあるわけですね。だから、低

炭素の軸って１つの軸で、環境っていうのはそれ以外にも幾つか軸があって、

そういうものを総合的に発揮していくってことになります。わかりやすい例は、

資源循環の話なんかもそうですが、低炭素だけを考えればワンウェイで、つま

り使い捨てをしていったほうが、実は効率的な面もないわけではない。 

しかし、資源循環することの意味というのは、その資源を長持ちさせるとか、

あるいは繰り返し使うことによって人々の意識を確実にすることだとか、そう

いう多面的な効果があります。だから、低炭素って１つの評価軸ですが、それ

以外にも幾つか評価軸があるので、今のご指摘には意味があるなというふうに

思います。それが１つですね。少し総合的な話で申しわけない。 

それから、２つ目は、この都市緑化の中で、みどりというのは平仮名になっ

ているのですが、確か前のほうに漢字のところがあります。これを使い分けし

ているのかどうか。９ページですかね、緑のネットワークというのがあるので、

この辺は他の市でも他の自治体でも平仮名のみどりだったり漢字の緑だったり

しますが、中野区ではどんな使い分けをしているのでしょうか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 ９ページの下から３行目の緑のネットワークは、確かに不統一の部分があっ

たかと思います。明確にルールがあるわけではないんですが、一般的にみどり

だけを取り出したときには平仮名のみどりを使うことが多くて、他の漢字とあ

わせてという緑化とかいうような場合につきましては漢字を使う、というよう

な形が多いかなというふうには思ってございます。 

○田中副会長 

 みどりの基本計画に何か定義があるのですか。一般的によくそういうところ

に定義してありますよね。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 基本的に中野区みどりの基本計画もここにございますが、みどりという時に

は、逆に平仮名を使うというような用法の統一はされてるかと思いますが、定

義があったかどうかにつきましては・・・ 

○田中副会長 

 緑化担当はいないですか。実はですね、みどりって平仮名で書いてあったと
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きに、例えばグラウンドを含めるとかですね。公園の中でも、純粋に植栽はさ

れてないけれども、オープンスペースとしてのグラウンドを含めるとか、ある

いは水面を含めるなんていうこともありますね。多分そういう概念だと思いま

す。 

○大沼会長 

 わかりました。そしたら定義をお調べになってくださいますようよろしくお

願いいたします。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。よろしいですか。 

（５）区有施設の環境配慮 

○大沼会長 

 それでは、（５）の区有施設の環境配慮に移ります。この部分についていか

がでしょうか。 

 はい、伊香賀委員。お願いいたします。 

○伊香賀委員 

 少し細かい指摘になりますが、一番最後に施設改修という言葉があって、た

だ、これはみどりに限定していて、それから、そのすぐ上の新区役所のところ

には、環境負荷軽減の話がありますが、既存の区有施設は膨大にあるわけで、

その区有施設の所有に対してとか低炭素改修とかという辺りが、何かもう少し

強調をしていただいたほうがいいのではないかとかいうふうに思います。 

この書きぶりを見ると、既存施設の省エネ改修には余り力を入れないという

ふうにも読もうと思えば読めてしまうので。 

○経営室副参事（施設担当） 

 主に建物をイメージして区有施設と呼んでいるのですが、総じて区が所有す

る基盤である供用物、例えば橋ですね、それから、建物そのものの長寿命化で

すとか、そういうことにも関わってくるのかなというふうに思います。長寿命

化することによって、いわゆる廃棄、というか壊す状況が早くこないで、それ

を長く使うと。それでいわば材料、その他ですね、そういうようなものを節約

もされている。ひいてはＣО２の削減にもつながる。あるいは太陽光のパーソ

ナル推進ですとか、みどり、今、ご指摘のみどりですが、総体的にここに書い

てあることが、少し限定的すぎるかなというふうに私自身で今考えてます。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。そうしたことも含めまして、もう少し広い形でお書

きになるようお願い申し上げます。 

 他、何かございますでしょうか。 

 エネルギー消費原単位って、言葉としてはここで初めて出てきたのでしょう

か。省エネの意味ですよね。 
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○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 同一面積当たりですとか、１家庭当たりといったときの、当たりのエネルギ

ー自体を削減していくというのに意味合いとして使っております。 

○大沼会長 

 原単位っていろいろ使い方があって、例えばGDP当たりのエネルギー量とか

ですね、いろいろ定義があるので、ここを読んだだけだと少しわからないです

ね。ですから、言葉で何か書かれたほうがいい。意味としては、１家庭とか、

単位面積ですか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 そうですね。オフィスなんかですと、面積当たりっていうことが一般的かと

思います。 

○大沼会長 

 面積当たりのエネルギー消費量ということですね。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 はい。 

○大沼会長 

 それで使っておられるのであれば、どこかに定義するか、あるいは言いかえ

たほうがわかりやすいかと思いますね。よろしくお願いいたします。 

 他、何か。はい、伊香賀委員。 

○伊香賀委員 

 今のところに関連して、８ページのほうではＣО２排出量の削減とエネルギ

ー消費量の削減、という言い方をされているので、それと11ページも合わせた

ほうがよいのではないでしょうか。わざわざ原単位、床面積当たりとか世帯当

たりとかって別にこだわらず、整合を取って他の言葉に。 

○大沼会長 

 これ、温室効果ガス排出の削減というのは、このＣО２の排出に当たるわけ

ですよね。エネルギー消費原単位の削減っていうのは何にあたりますかね。 

○田中副会長 

 エネルギー消費量の削減が原単位かな。直感で言えばね。 

むしろ、順番を入れかえたほうがいいのかもしれません。 

○大沼会長 

 ええ、そうですね。やはり温室効果ガスという言葉をこちらで使っているの

でＣО２だったら、ＣО２のほうが。 

○田中副会長 

 ＣО２に統一したほうがいいですね。 

○大沼会長 
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 統一したほうがいいですね。この辺も整合性があるようにお願いしたいと思

います。他に何かございませんでしょうか。 

○大石委員 

 はい。 

○大沼会長 

 大石委員、お願いいたします。 

○大石委員 

 （５）の２つ目ですけれども、２つ目の２行目に、事務事業を行う際に使用

するエネルギー使用量の削減を図ると書いてありますが、事務事業と普通の事

業は、何か違いがあるのでしょうか。事務に限っているところがあるのかな。 

○大沼会長 

 ここはいかがですか。 

○経営室副参事（施設担当） 

 これは前回お話し申し上げた地球温暖化対策実行計画の事務事業編というも

の、国からこういう形で、というその用語の使い方をそのままここで使ってい

るものですから、その事務事業でいうものを対象にして、この計画が成り立っ

ているということで。 

○大沼会長 

 ただ、大石委員がおっしゃるように、事務事業に限らなくてもいいわけです

よね。 

○経営室副参事（施設担当） 

 事務そのものも、広い意味でいくと関わってきますので、単に事業だけでは

ない。 

○大沼会長 

 少しよくわかりません。 

○経営室副参事（施設担当） 

 一切の、例えば区役所が運営している中で発生するＣО２です。 

○田中副会長 

 言いかえれば行政活動ですね。 

○経営室副参事（施設担当） 

 そういうことです。 

○田中副会長 

 行政活動してという意味、全てという意味です。 

○大沼会長 

 それが事務事業。デスクワークのようなものを想像していました。 

○大石委員 
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 そうですね。 

○経営室副参事（施設担当） 

 事業ですとかっていうことではない。 

○大沼会長 

 公務員の世界では、行政活動を事務事業と。 

○大石委員 

 わかりました。 

○大沼会長 

 わかりました。そうすると、区民にもわかりやすいような言葉にかえていた

だければと思います。 

 はい、伊香賀委員、お願いします。 

○伊香賀委員 

 細かいところにこだわってしまうのですが、区有施設っていうタイトルだと

すると、区役所以外に学校もありますし、公民館とかスポーツ施設とか区立の

施設全体については、原単位管理でエネルギー消費管理をしないというふうに

も、読めてしまうので。区の施設全体をカバーするのだったら、事務事業とか

そう限定しなくてもよろしいかなと思います。区有施設のエネルギー消費量の

削減とすればよろしいわけですね。 

○大沼会長 

 よろしいですか。 

○経営室副参事（施設担当） 

 ここで言っております区有施設と申しますのは、今、お話があったように、

区役所はもちろんのこと、いろんな区立の施設、それから、学校施設ですね。

これらの全て、区が所有する施設全部という対象です。それらと先ほども出て

きましたエネルギー消費原単位というものとの関わりでいきますと、それぞれ

今申し上げたような施設がどれだけそのエネルギーを、事務事業を行う上で使

ったか、年間あるいは月々ですね、こういったものを集めて経済産業省に報告

をしているという状況です。それを毎年１％減らしていくというのが目標にな

っています。 

○大沼会長 

 なるほどね。わかりました。ここを一読すると、非常に限定したところに省

エネとか減エネとか、そういったものが及んでいるのではないか、限定したと

ころだけにという感じがします。 

○経営室副参事（施設担当） 

 そうですね。 

○大沼会長 
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ですから、そういった意味合いを与えないような形でお願いできればと思い

ます。意図としては、そんなことはなくて全体ということですね。 

○経営室副参事（施設担当） 

そうです。 

○大沼会長 

 わかりました。ありがとうございます。 

 他、何か。はい、藤原委員、お願いします。 

○藤原委員 

 ２つ目に、再生可能エネルギーを活用した電力を供給する新電力と書いてあ

りますね。この活用したという意味は、再生エネルギー起源という意味ですか

ね。どういう意味で活用っていう面があるのでしょうか。 

○大沼会長 

 お願いいたします。 

○経営室副参事（施設担当） 

 例えば風力、水力ですね、こういったものから得られる電力いうことでござ

います。 

○藤原委員 

 ということは、それから得られた電力を供給するという、そういう意味です

ね。わかりました。活用というのが何となくね。 

○大沼会長 

 なるほど、おっしゃるとおりで、活用というのは、少しイメージがわからな

いので、再生可能エネルギーを・・・。 

○経営室副参事（施設担当） 

 から得られる、とか。 

○大沼会長 

 ええ。そういう形でお願いできればと思います。 

 あと、今読んでいて少し長いですね。再生可能エネルギーから得られる電力

を供給する新電力からの電力調達、長いのでもう少し短くしてください。 

○経営室副参事（施設担当） 

 一般的に、この新電力PPSはかなりなじんでいますので、そのままでもいい

かもしれないですが、その付けたところが少し長いので。 

○大沼会長 

 はい。何かこうすっと頭に入ってくるような形で書きかえていただければと

思います。よろしくお願いします。 

 他に何かございませんでしょうか。 

○田中副会長 
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 すいません。 

○大沼会長 

 はい。 

○田中副会長 

 これ、タイトルと内容のお話ですね。よく見てみましたら、さっきの事務事

業の話じゃないですけど、いわゆる区での活動と言いますか、職員やあるいは

そこに出入りする事業者も含めた活動も入っていますよね。もちろん区のハー

ドの施設のあり方、あるいは改修に際しての配慮ももちろんあるということで、

タイトルが区有施設と言ったらいいのか、あるいは、区有施設及び区の活動、

この行政活動における環境配慮といったような、２つあるのですね。 

○経営室副参事（施設担当） 

 そうですね。 

○田中副会長 

 少しそのタイトル工夫されたらいいのではないかなと思いました。 

○経営室副参事（施設担当） 

 ソフトがあれば。 

○田中副会長 

 ええ、そうですね。ハードとソフトでね。 

○経営室副参事（施設担当） 

 はい。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。いろいろご意見聴きましたけれど、他、何かござい

ませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、今度は今のご意見を踏まえて、全体を通じてイメージがおつかみ

になられたと思いますので、全体を通じて何かご意見をいただこうと思います。 

○田中副会長 

 ２点ばかりあります。８ページのところで先ほどＣО２の排出削減の目標と

エネルギー消費量の削減の目標、もし、区が積極的に取り組むのであれば、再

生可能エネルギーの供給目標を入れたほうがいいと思いますが、これは少し区

としての精査が必要だと思いますので、例えば区内に太陽光発電をどのぐらい

付けるとかですね、それはご検討ください。これは先ほどの繰り返しになりま

す。 

それから、先ほど適応の話を申し上げました。緩和と適応ということで、温

暖化対策にＣО２削減を中心とした緩和と、それから温暖化の影響に対してい

かに社会の仕組みやあるいは行政の仕組みを変えていくかという、対処するか

というその適応、これをどこかに入れたほうがいいなと思っていまして、改め
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て見てみると、入れる場所がなですね。入れる場所がないけれど、しかし、言

った以上何か触れたほうがいいかなと思っていまして、そういう点では９ペー

ジの低炭素まちづくりの中に、これからの、つまり温暖化の影響ですかね、こ

の温暖化影響、気候変動影響に対処し得る新しいまちづくりの方向性、適応の

方向性について検討していくとか、そういう課題を少し書いといたらどうかな

と思います。 

これはまだ緊急のというよりも、もう既に幾つかは着手しているけれども、

これから激化する気候変動に対処していくということですので、少しずつ積み

上げていくことになると思います。ですので、頭出しだけでも出しておいた方

がといいかなと、そういう趣旨で。 

○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。よろしいでしょ

うか。 

 それではですね、この答申案についてのご意見、ご質問を承ることはこれで

終わりにしたいと思います。 

 

議事２ その他 

○大沼会長 

続いて議事の２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３点申し上げます。 

まず１点目が答申の作成の流れについてでございます。答申作成までの流れ

につきましては、前回も少しご説明いたしてございますが、もう一度確認をさ

せていただきます。 

まず、本日のこのご議論を持ちまして、審議会におけます実質的な議論はこ

れが最後となります。これらご議論いただいた内容を踏まえまして会長とご相

談の上、答申の会長たたき台を作成させていただきます。会長のたたき台につ

きましては、作成後、第６回の次の審議会までの間に委員の皆様にお送りをい

たしましてご意見をいただきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたし

ます。各委員からいただきましたご意見の答申への反映につきましては、会長

にご一任をとさせていただきたいと思います。 

その後、それらの意見も反映いたしまして、審議会の前に委員の皆様に会長

案ということでお送りをさせていただきたいと思います。 

その後、次の第６回の審議会におきまして、委員の皆様のご了解をいただい

て答申として最終決定をし、直ちに区長へ提出するというような流れを考えて
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ございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ２点目は、次の審議会の日程でございますが、スケジュールを入れていただ

きたいんですが、平成27年の６月５日金曜日、午後の１時半から３時半を予定

してございます。また近づきましたら改めてご通知を差し上げますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 ３点目は事務的な話でございますが、４月をむかえますので、特に事業者の

委員の皆様の関係でございますが、人事異動や組織改正などがございましたら、

場合によりましては委員の交代というようなこともあるかと思います。お手数

ですが早目に事務局までご連絡をいただければ幸いでございます。よろしくお

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す。 

 今の事務局からのご説明について、特に答申作成の流れですが、皆様のご意

見とかございますでしょうか。よろしいですか。 

 はい、田中委員。 

○田中副会長 

 答申までの段取りはよくわかりました。たたき台が示されたら意見を聴取し

て、それで、答申案にね。会長一任で出されたってことのようです。答申後の

スケジュールですが、この後はどんな流れがあるのでしょう。計画をつくると

いうことになるわけですね、答申を受けた後。その辺り、その後に審議会って

いうのはどのように関わってくるのか、流れをお願いいたします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 答申を６月５日の予定でいただきます。その後、区のほうでは、答申を踏ま

えまして、区としての環境基本計画の策定作業に入ります。現在の見通しです

と、今度の10月の終わりか11月頭ぐらいのときに審議会をまたお願いをいたし

まして、新しい環境基本計画の素案のたたき台というものをお示ししまして、

またご意見を賜ればというふうに思ってございます。 

その後、区のほうで、ご意見を踏まえ素案の確定をいたしまして、区のいろ

んな手続があるのですが、区民の皆様との意見交換会を区内で開催をいたしま

す。その意見交換会を踏まえまして、今度は環境基本計画の案という形にいた

しまして、いわゆるパブリックコメントという手続を経て、最終的に区民の皆

様からいただいたご意見を踏まえて環境基本計画の決定をするという形になり

ます。決定をいたしました段階で、また環境審議会をお願いいたしまして、そ

こでいただいたご意見と区民からいただいたご意見と、その最終的な環境基本

計画の決定したもの、これをご報告いたしたいというふうに考えてございます。
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それが大体３月ぐらいかなというふうに思ってございますが、先ほど申し上げ

ました基本構想10か年計画の改定スケジュールに合わせるといった部分がござ

いますので、そちらとの関連も見ながらスケジュールにつきましては、また正

副会長にご相談させていただきたいと思ってございます。 

○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。よろしいですか。 

 それでは、次回の審議会は６月５日金曜日午後１時半からの予定です。皆さ

ん、スケジュールのほうを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お送りし、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５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。 


