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第６回中野区環境審議会 議事録 

 

１ 日時 

  平成２７年６月５日（金） 午後１時３０分～午後２時４０分 

 

２ 場所 

  区役所 議会棟４階 第１委員会室 

 

３ 次第 

議事 

１ 答申案の審議・答申の決定 

２ 今後の中野区環境審議会の開催予定について 

３ 区長への答申の提出 

４ 区長との懇談 

５ その他 

  

４ 委員等の出席状況 

（１）出席委員（13名） 

   会長 大沼あゆみ、副会長 田中充、大野道髙、佐々木直巳、 

関口俊夫、井上於菟、中井敏雅、髙村愼一、田辺謙二、 

大石博基、山村宜之、伊香賀俊治、藤原孝行 

（２）欠席委員（７名） 

   髙橋登志子、小野 光、明石浩一、赤星義彰、鳥羽修平、徳本一義、 

   福嶋 豊 

（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（６名） 

環境部長 戸辺 眞 

環境部副参事（地球温暖化対策担当）鳥井文哉 
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地球温暖化対策担当職員４名 

６ 審議会出席職員（11名） 

政策室副参事（基本計画担当）代理        荒木  智 

経営室副参事（施設担当）            宮﨑勇一郎 

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）    浅野 昭 

   環境部副参事（ごみゼロ推進担当）        高橋 均 

   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   清水 栄 

 

７ 配付資料 

資料１ 第４期 第６回中野区環境審議会 次第 

資料２ 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３ ２０１２年度温室効果ガス排出量（推計）算定結果について 

資料４ 中野区環境基本計画 第２次アクションプログラム平成 26 年度 

    実績及び今後の予定 

資料５ 第４期中野区環境審議会の開催予定 
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○大沼会長 

 皆さん、こんにちは。お忙しい中、ありがとうございました。 

 ただいまより、第６回中野区環境審議会を開催いたします。 

 本日、徳本委員、福嶋委員、小野委員、明石委員より、欠席の連絡を受けて

おります。 

 また、田中副会長より、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12名です。 

 定足数は、委員数20名の半数の10名ですので、中野区環境審議会規則第４条

第２項の規定に従いまして、有効に成立していますことを、ご確認願います。 

 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。 

○大沼会長 

 まず、新しい委員の方をご紹介いたします。 

 平成27年３月27日に委員を委嘱されました、中野工業産業協会の髙村委員を

ご紹介いたします。 

 髙村委員、一言お願いいたします。 

○髙村委員 

 初めまして。髙村と申します。今回、中野工業産業協会から田中委員に代わ

りまして、私が委嘱されることになりました。昭和21年から中野の掘越学園の

前で製造業をやっております。本社もそこにございます。今後ともよろしくお

願いいたします。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、事務局から職員の人事異動についての連絡事項がございますので、お

願いいたします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、審議会の事務局と、出席しております職員、管理職の人事異動が

ございましたので、ご報告をさせていただきます。 

 資料の確認前で恐縮ですが、資料２の19ページをお開きいただけますでしょ

うか。上のほうに事務局６名とございます。環境部長に異動がございましたの

で、ご紹介させていただきます。 

○環境部長 
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 ４月１日の人事異動で環境部長に着任いたしました戸辺と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 続きまして、その下、出席職員11名とございます。３人ほど人事異動がござ

いましたので、紹介をさせていただきます。 

 ２番目の経営室副参事（施設担当）の宮﨑勇一郎でございます。 

○経営室副参事（施設担当） 

 施設担当の宮﨑でございます。４月より着任しております。よろしくお願い

いたします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 続きまして、子ども教育部副参事（子ども教育施設担当）の浅野昭でござい

ます。 

○子ども教育部副参事（子ども教育施設担当） 

 浅野でございます。よろしくお願いいたします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 一番下の教育委員会事務局副参事（学校教育担当）石濱良行でございますが、

本日、係長が代理出席してございます。私からは以上でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 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。 

 資料１は、第４期第６回中野区環境審議会次第でございます。 

 資料２は、中野区環境審議会答申案でございまして、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）」でございます。 

 資料３は、2012年度温室効果ガス排出量（推計）算定結果について、という

１枚の資料がございまして、その下にホッチキスで止めた資料が２つございま

すので、ご確認いただけますでしょうか。 

 その下が資料４でございます。中野区環境基本計画第２次アクションプログ

ラム平成26年度実績及び今後の予定という資料で、Ａ３の折り込んでいるもの

でございます。 

 それからその下、資料５、第４期中野区環境審議会の開催予定というもので

ございます。 

 それから本日、以上の審議資料のほかに、参考資料３つを机上に配付させて

いただいてございます。いずれもリーフレット類でございます。「ストップ！
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地球温暖化～中野区地球温暖化防止条例～」という水色のもの、その下に、

「なかのエコポイントＣＯ２削減コース」という薄い緑のもの、それからその

下の黄色の枠の「『中野の森プロジェクト』に参加しよう」、というものでご

ざいます。 

 また、本日の座席表をお配りをしてございます。 

 配付資料につきましては以上でございますが、何か足りないものございます

でしょうか。よろしいですか。以上でございます。 

 

議事１ 答申案の審議・答申の決定 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、資料１の次第に従って、議事を進めさせていただきます。 

 まず、議事１番の答申案の審議・答申の決定を行います。 

 事務局から、配付資料と参考資料の説明をお願いいたします。 

資料３ 2012年度温室効果ガス排出量（推計）算定結果について（資料説明） 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、まず資料３をお出しいただけますでしょうか。資料３についてご

説明させていただきます。 

 資料３は、2012年度温室効果ガス排出量（推計）算定結果について、という

ものでございます。 

 要点は、資料３の最初のＡ４の１枚の資料に書いてございますので、そちら

の方でご説明をさせていただきます。 

 これは平成27年５月26日でございますが、特別区協議会が、オール東京62市

区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」という事業に基づき

まして、温室効果ガス排出量（推計）算定結果を公表したというものでござい

ます。 

 これはここ何年か毎年行っているものでございます。東京62市区町村の二酸

化炭素等の排出量について、それぞれの自治体に割り振った推計を公表してい

るというものでございます。 

 以下の報告につきましては、23区におきましての温室効果ガスの排出量でご

ざいますが、二酸化炭素が大半を占めてございますので、ここでは二酸化炭素

の排出量に絞ってご報告をさせていただきます。 

 まず、１番目が23区の二酸化炭素排出量でございますが、2012年度の23区に

おける排出量は全部で50,368千トンという推計でございます。これは前年度比

では7.8％の増となってございます。また、基準年でございます1990年度に比

べますと、1990年度の排出量は41,263千トンでございましたので、22.1％増加
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しているという状況になってございます。 

 ２番目が、この二酸化炭素排出量の増加をしているということの要因分析が

されてございますので、要点をまとめさせていただきました。 

 まず（１）でございますが、電力の二酸化炭素排出係数に関する要因でござ

います。エネルギー消費量そのものは減少傾向にあるわけでございますが、

2011年３月の東日本大震災による原発停止等の状況による影響がございまして、

エネルギー消費量を二酸化炭素排出量に換算をいたしますと、二酸化炭素排出

係数が増大をしているために、二酸化炭素排出量を押し上げているという状況

でございます。 

 それから（２）民生家庭部門におきます世帯数の影響でございます。23区は、

2012年度では1990年度比で40％の増加をしてございます。しかし、23区の世帯

当たりのエネルギー消費原単位のほうは、1990年度比で14％の減となっている

という状況がございますので、民生家庭部門におけますエネルギー消費量の増

加、21％増加しておりますが、この要因は世帯数の増加が大きいというふうに

考えております、ということでございます。 

 それから（３）民生業務部門における延床面積の影響でございます。民生業

務でございますので、オフィスや店舗でございます。23区の業務延床面積は、

2012年度に1990年度比で44％増加してございます。しかしながら、23区の床面

積当たりのエネルギー消費原単位は、1990年度比で９％の減となっているとい

うことでございますので、この部門におけるエネルギー消費量増加の要因は延

床面積の増加が大きいということでございます。 

 裏面をご覧いただけますでしょうか。裏面は、中野区の二酸化炭素排出量の

推計でございます。 

 2012年度の中野区における二酸化炭素排出量は、1,062千トンでございまし

た。中野区は23区中では、荒川区に次いで二酸化炭素排出量が少ない自治体で

ございます。 

 ちなみに前年度の排出量は980千トンでございまして、2012年度は8.4％増加

をしてございます。産業・運輸部門は減少し、民生家庭、民生業務と廃棄物部

門は増加をしたというところでございます。 

 また、基準年の1990年度比でございますが、1990年度の排出量は835千トン

でございますので、27.1％増加してございます。増減の傾向につきましては同

じでございます。 

 その下に、中野区における排出量とその構成割合、それぞれ2011年度比と

1990年度比というものが書いてございまして、括弧内は23区の比率でございま

す。ほぼ同じような傾向であり、このような結果になったということでござい

ます。 
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 備考欄は、お読み取りいただければと存じます。 

 続きまして、ホッチキスで止められた資料をご覧いただけますでしょうか。

これはプレス発表された別資料でございます。２ページをご覧いただけますで

しょうか。市区町村別の二酸化炭素排出量が書いてございまして、３ページは

その棒グラフになってございます。左から14番目が中野区でございますが、こ

の量は、その右４つ隣の荒川区が一番少なくて、その次が中野区というような

状況でございます。 

 棒グラフをご覧いただきますと、一番多いのが左から３番目の港区でござい

まして、緑の部分が非常に長いグラフなってございますが、民生業務部門であ

るオフィスや店舗からの排出量が、極めて多いというような状況が出てござい

ます。 

 その他につきましては、お読み取りいただければと存じます。 

 その下のホッチキスで止めた資料が、各区の温室効果ガス排出量の推移とい

うもので、これは今回大事な部分を抜粋したものでございます。１ページ目が

23区全体でございます。 

 それから２ページ目が中野区の温室効果ガス排出量の推移ということで、

1990年からのものが書いてございます。 

 その後には増減に関する考察がございますが、先ほど要点をご報告させてい

ただきましたので、後ほどお読み取りをいただければと思います。 

 以上が資料３のご説明でございます。 

○大沼会長 

 今のご説明に関して何か質問はございますか。 

 ないようでしたら、資料４に移ります。 

中野区環境基本計画第２次アクションプログラム平成26年度実績及び今後の

予定をごらんください。 

資料４ 中野区環境基本計画 第２次アクションプログラム平成 26 年度実績

及び今後の予定（資料説明） 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、資料４でございます。お開きいただきますと、中野区環境基本計

画の第２次アクションプログラムにつきまして、平成26年度の実績と今後の予

定をまとめたものでございます。 

 昨年度の審議会におきましては、この25年度実績をご報告してございます。

26年度実績につきましては、まだ集計できていないデータが一部ございますの

で、次回の審議会におきましてご報告をさせていただきたいと思ってございま

す。本日は参考ということでお示しをしてございますので、後ほどお読み取り
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いただければと存じます。以上でございます。 

参考資料の説明 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、続きまして、３種類の参考資料についてご説明をさせていただき

ます。 

 これは今年度の４月に作成したものでございまして、まず一番上が「ストッ

プ！地球温暖化～中野区地球温暖化防止条例～」というものでございます。平

成23年度に条例を策定しましてから、毎年中身を少しずつ変えながら発行して

いるものでございます。 

 １ページ目は、中野区の地球温暖化の状況や、区民の皆様や事業者の皆様の

責務や４つの対策ということで書かせていただいてございます。 

 お開きいただきますと、中野区における家庭のＣＯ２や、オフィス・店舗の

ＣＯ２が多いという状況から、この４つの対策について条例上定められてござ

いまして、その内容につきましてご説明させていただいてございます。 

 ４ページ目につきましては、中野区の環境事業の一部につきましてご紹介し

ており、なかのエコポイントやカーボン・オフセット事業等につきましてご説

明をさせていただいてございます。 

 次のリーフレットでございます。「なかのエコポイントのＣＯ２削減コー

ス」ということで、これは今年度のチラシでございますけれども、表紙の真ん

中に平成27年４月から大幅ポイントアップということで、今年度から入ってい

ただいたときに100ポイント、また１年間の節電等の行動を簡単にメモしてい

ただいてご報告いただくと1,200ポイント、合計1,300ポイントにポイントアッ

プするというようになってございます。 

 お開きいただきますと、中になかのエコポイントの説明と、それから右側に

参加登録申込書がついてございます。この申込書は、切っていただくと封筒に

なりまして、４ページ目をご覧いただきますと切手を貼らなくてもよくなって

ございます。現在1,600世帯弱の参加登録をいただいておりますので、今後こ

ういったものを使いまして、エコポイントの参加を増やしていきたいと思って

ございます。 

 それから最後に、黄色の枠のものでございます。「『中野の森プロジェク

ト』に参加しよう」というものでございまして、真ん中に写真がございます。

左側が群馬県みなかみ町での植林ということで、これはみなかみ町の牧場跡地

に平成26年度から植林を始めるということで、現地の山にはこのような看板が

立ってございます。 

 それから右側が今年度からの新規事業でございますが、福島県の喜多方市で

の間伐支援ということで、喜多方市役所が行っている市有林の間伐による二酸
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化炭素のオフセット・クレジットを私どもが購入する。購入したときに支払っ

たお金が、喜多方市の森林整備に使われて、森林整備に役立っていくというよ

うな仕組みになってございます。 

 ちなみに左側の群馬県みなかみ町ですが、今週の日、月でございますが、中

野区の民生委員さんの研修で現地を訪れていただきまして、記念植樹なども地

元の協力で行ってございます。昨年度は、中野区町会連合会の研修で視察を行

っていただいてございます。 

 それからお開きいただきますと、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄコースということで、区民

の皆様に対し、こういった事業に寄付をお願いできませんでしょうかというこ

とで作成させていただいたものでございます。昨年度は約60件、17万円ほど寄

付をいただいてございまして、今年度につきましても少しずつご寄付のお申し

込みをいただいているというような状況でございます。 

 リーフレット類のご説明は以上でございます。何かご質問等ございましたら

お願いいたします。 

○大沼会長 

 今のご説明に対して、何かご質問ございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、続けてください。 

資料２ 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)」 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、続きまして、資料２のご説明をさせていただきます。資料２は、

答申案でございます。 

 この答申案文につきましては、第５回中野区環境審議会で案をお出しいたし

まして、ご審議をいただいてございます。 

 その後、いただいたご意見につきましては、会長とご相談の上で今回ご提出

をいたしました答申案に、さまざま盛り込ませていただいたということでござ

います。その経過につきましては第５回審議会以降、メールや郵便等で委員の

皆様方にお知らせし、ご意見をいただいたところでございます。 

 それから、現在国のほうで温室効果ガスの削減目標を決める最終的な段階に

入ってございまして、まだ流動的でございましたので、その動向につきまして

最新のものを入れさせていただきました。これらのことも含めまして、簡単に

前回の答申案からの変更点につきましてご説明をさせていただきます。 

 最初に、３ページをお開きいただけますでしょうか。２ページの左下あたり

から、国の動向が書いてございますけれども、最近の動向について３ページの

上の部分に書かせていただいてございます。国では、４月30日に中央環境審議
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会と産業構造審議会の合同会議で削減目標案を示してございまして、つい先日

の６月２日に国の地球温暖化対策推進本部におきまして政府原案として了承さ

れたということが国のホームページ等で確認をされましたので、この内容につ

いて入れさせていただいてございます。この後につきましては、Ｇ７等での発

表やパブリックコメント等があった上で、閣議決定がされるとホームページ等

では周知されているところでございます。 

 それから３ページの下から２つ目の項目でございます。「都市の低炭素化の

促進に関する法律の施行」ということで、これにつきましては審議会でこちら

のほうのご意見を様々いただいた中で、国の動きとして記述をさせていただい

てございます。 

 それからその下、「適応計画の策定に向けて」につきましてもご意見をいた

だいてございます。普段中心となってございます地球温暖化対策は、温室効果

ガスを減らして温かくならないようにという、いわゆる緩和策と言われるもの

を中心にやってきてございますが、現に温暖化が進行している現状を踏まえま

して、これに対する自然や社会のあり方を調整する適応が、今度は必要になっ

てくるという考え方がございます。国では、今年の夏を目途に、適応計画の閣

議決定に向けて検討が進められているというような状況がございまして、これ

につきましても前回審議会でご意見いただきましたので、新たに盛り込ませて

いただきました。 

 続きまして、８ページをお開きいただけますでしょうか。８ページには基本

計画に盛り込むべき事項として、１番、環境像がございます。最初の低炭素ま

ちづくりの部分と３つ目のライフスタイルの部分につきまして、再生可能エネ

ルギーという言葉を入れてはどうかというご意見をいただいてございましたの

で、それぞれに再生可能エネルギーという言葉を入れさせていただいてござい

ます。 

 続きまして、11ページをご覧いただけますでしょうか。11ページの（１）低

炭素まちづくりの部分でございます。こちらにつきましては、前回お示しした

案に沢山ご意見をいただきましたので、全面的に手直しをさせていただいてご

ざいます。 

 １番目につきましては、今後、まちづくりを進める時の総合的な考え方につ

きまして記述をさせていただいてございます。 

 ２番目につきましては、さらにその中で土地の高度利用に伴う大規模な都市

再生プロジェクトを実施する場合の留意点につきまして記述をさせていただき

ました。 

 ３番目につきましては、大規模公園の整備や緑化の推進、あるいはＢＥＭＳ、

ＨＥＭＳ等の導入、断熱化といった視点について書いてございます。それから
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健康という視点についてもご意見をいただいてございましたので、入れさせて

いただいてございます。 

 ４番目につきましては、先ほどの適応策の一環でもございますが、温暖化、

ヒートアイランド現象によります豪雨に備えた河川、下水路の整備などにつき

ましての適応策を検討する必要があるということで、この内容についてここで

記述をさせていただいてございます。 

 （２）ライフスタイルにつきましても、最初の１行目の健康で快適な生活と

いうことで、健康という言葉を入れさせていただいてございます。 

 続きまして、12ページをお開きください。（３）循環型社会の３番目でござ

います。ごみそのものの発生を抑制するライフスタイルや事業活動が定着した

ということで、事業活動という言葉を入れさせていただいてございます。 

 それから（４）都市緑化の１番目を新設してございます。緑の効果につきま

して書くべきではないかというご意見をいただいてございましたので、ここで

緑を増やしていくことでのＣＯ２吸収による温暖化防止や蒸発散作用などによ

るヒートアイランド現象の緩和ということを、都市環境の改善ということで入

れさせていただいております。 

 続いて（５）大規模事業者としての区の環境配慮でございます。これは前回

区有施設いう言葉で書かせていただいてございましたが、施設だけの問題では

ないだろうというご意見をいただいてございまして、大規模事業者としての区

の環境配慮という形で、広く書かせていただきました。この中では、言葉がわ

かりにくいのではないかというようなご指摘をいただきましたので、それぞれ

整理させていただいてございます。 

 13ページの２番目は、新しく書させていただきました。区有施設を初めとす

る様々なインフラにつきましての長寿命化の促進によるＣＯ２削減について書

かせていただきました。 

 それからその下、区有施設の整備改修でございますが、建築等に伴う廃棄物

の抑制等ということでまとめて整理をさせていただきました。これはいずれも

整備や改修に当たって、ということでございます。 

 それからその下、区有施設の緑の関係でございますが、これも整備や改修の

際に十分配慮する必要があるということで書かせていただいたものでございま

す。 

 続きまして、資料編でございますが、17ページをご覧ください。これまでの

委員名簿を書かせていただいております。 

 １点、先ほどご指摘をいただいたところがございます。上から２つ目の髙橋

委員が中野区町会連合会（婦人部）というふうになってございますが、今回女

性部という名前に変えられたというお話が先ほどありましたので、これにつき



12 

ましては後ほど修正をさせていただきたいと思ってございます。 

 また、19ページにつきましては、先ほど申し上げた職員の人事異動の関係に

ついて追加をさせていただいてございます。 

 以上が資料２答申案につきまして、第５回環境審議会の答申案からの主な変

更点をご説明させていただきました。以上でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 ご説明いただいた答申案の内容について何かご質問ございますでしょうか。 

 それでは、特にご質問がないようでしたら、ご説明いただきました中野区環

境審議会の答申案「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について」を答申として決定させていただいてよろ

しいでしょうか。 

（異議なし） 

○大沼会長 

 ご異議がないようでしたら、平成26年５月16日に中野区長から諮問を受けま

した「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）」として決定いたします。 

 では、中野区長に答申を提出する前に、議事２番今後の中野区環境審議会の

開催予定について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

議事２ 今後の中野区環境審議会の開催予定について 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、お手元の資料５をお開きください。今後の審議会の開催予定でご

ざいます。 

 平成27年度は３回予定ということでございますけれども、まず第６回につき

ましては、本日、６月５日開催し、答申をご決定いただいたところでございま

す。 

 次回、第７回の予定でございますが、11月６日金曜日の午後１時30分から２

時間程度を予定してございます。本日、答申をいただきましたので、今後、区

のほうで答申を踏まえて中野区環境基本計画の改定の素案の作成に入ってまい

りますが、素案のたたき台の時点でご報告をさせていただきまして、ご意見を

いただければというふうに考えてございます。 

 その後、第８回につきましては、３月下旬の想定でございまして、先ほど計

画素案たたき台が第７回と申し上げましたが、意見をいただいて、今度はそれ

を踏まえまして素案といたします。その素案を作成しましたら、区民の皆さん

と意見交換会を開催することになってございます。その後、案というふうにな
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りまして、パブリックコメントを実施いたします。そういったことを踏まえま

して、最終的に中野区環境基本計画を決定いたしますので、いただいたご意見

や修正点等につきましては、第８回でご報告をさせていただくという予定でご

ざいます。 

 それからその下に米印ございますが、何度かお知らせをしてございますが、

現在中野区基本構想と新しい中野をつくる10か年計画（第２次）の改定作業が

行われてございまして、それに並行する形で中野区環境基本計画につきまして

も答申をいただき、策定の作業にあたるということでございます。これらの内

容やスケジュールを合わせていく必要がございますので、基本構想の動きによ

りましては、この日程に多少の変更があるということにつきまして、ご承知を

いただければと思います。以上でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 今年度は、きょうを含めて３回の開催というスケジュールになっています。 

 開催スケジュールについて、何かご意見、ご質問はございますでしょうか。 

 ございませんようでしたら、区長へ答申を提出させていただきます。 

 

議事３ 区長への答申の提出 

○環境部長 

 それでは、ただいまご決定いただきました「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）」の

提出を、大沼会長よりお願いいたします。 

○大沼会長 

 「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」、６回にわたり審議を行ってまいりました。 

 今回、その内容を取りまとめ、「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）」を作成いたし

ましたので、中野区環境基本条例第11条第３項及び同条第６項に基づき、提出

いたします。 

○田中区長 

 頂戴いたします。ありがとうございました。 

○大沼会長 

 では、区長からご挨拶お願いします。 

○田中区長 

 改めまして、皆様、こんにちは。中野区長の田中大輔でございます。 

 ただいま「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
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に盛り込むべき事項について（答申）」を頂戴いたしました。 

 この答申を踏まえまして、今後、中野区では、中野区環境基本計画そして第

３次アクションプログラムなどの策定に入ってまいりたい、このように思って

おります。 

 現在中野区では、新しい中野区基本構想、そしてそれに基づく新しい中野を

つくる10か年計画の全面改定に取り組んでいるところでございます。そうした

区の全体計画の中にもこの答申が反映できるということでありまして、この答

申を踏まえた形で基本構想、10か年計画のほうにも整合性をとりながら、この

環境基本計画をつくるといった形で仕上げていけるということで、時期的にも

大変タイミングがよかったなというふうに思っております。 

 また、政府の温室効果ガス削減目標案、これも数値的に最近明らかになった

ということで、この考え方なども受けとめた形での計画にできるということで

ございますので、区といたしましてもぜひ積極的な取り組みをしながら本当に

持続可能な地域社会づくりということに向けて、皆様のお知恵を最大限いかし

てまいるように努めてまいりたい、このように思っております。本当にありが

とうございました。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 

議事４ 区長との懇談 

○大沼会長 

 それでは、ただいま区長への中野区環境審議会答申の提出が終わりましたの

で、区長との懇談に移らせていただきます。 

 本日は委員の皆さん全員から、これまでの感想などを述べていただきたいと

思います。 

 様々な感想もございますと思います。時間の制約もありますので、１人１分

ないし最大２分でお願い申し上げればと思います。 

 それでは、田中副会長から順番にどうぞ。 

○田中副会長 

 中野区は、コンパクトな区域の中に区民の皆さん、それから商業や業務の活

動など、大変活発な社会経済活動が営まれており、そういうまちの中でどうい

う形で温暖化対策や持続可能なまちをつくるか、大変難しい課題の両立かなと

思っております。 

 ただ、区としてできることは幾つかあって、身近なことで言えば、緑をふや

す、ごみをきちんと資源循環していくとかということありますが、何よりもま

ず区民に対する意識、事業者の皆さんに対する意識づけを図っていく、基礎自
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治体としてそうした区民や事業者に一番近い行政の立場として意識啓発を図っ

ていく、これが最大の課題かなと思います。区のほうでは、なかのエコポイン

トを初め、区民参加のもとで行っていくプログラムもいくつか実行しています

ので、そうしたものを最大限活用して意識向上、そして具体的な行動に結びつ

けていただきたい、というふうに思います。簡単ですけど、私からは以上です。 

○大野委員 

 町会連合会の大野でございます。町会連合会の３人で委員をやらせていただ

いて、緑というテーマが必要かなというふうに思っているところですけれども、

我々の町会としては、住民としてこれからエコにしっかりと取り組んでいく、

周知させるのが一番の私たちの役目だと思っております。本当に勉強させてい

ただきまして、ありがとうございます。 

○佐々木委員 

 中学校ＰＴＡから来ました佐々木と申します。この会議で、専門家の方々あ

るいは事業者の方々の多くの詳しいご意見を聞かせていただいて、大変勉強さ

せていただきました。これからは、逆に区民として協力していけるところを、

まだＰＴＡとのかかわりもございますので、そこを起点として協力させていた

だければと思っております。本当にありがとうございました。 

○関口委員 

 私は、中野区地域環境アドバイザーとしてここに出席させていただいていま

すが、区内の緑が非常に少なくなってきているような感じがします。ここでも

うたってあるように、できるだけ住環境とともに緑をふやしてほしいというこ

とが私の願いです。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○井上委員 

 公募委員の井上と申します。今回の審議会では、会長や鳥井副参事のリード

のおかげで、区長へ答申をお渡しできたので、メンバーの一人として大変うれ

しく思っております。 

 私は、公募委員でしたので、この問題の専門家ではありませんが、有識者の

皆さんの意見をお聞きしながら、こういうことが大事なんだなということをと

ても感じました。あと２回あるわけでございますけれども、また勉強しながら

いろんな知恵を出していきたいなと思います。有意義な今回の審議会だったと

思っています。 

 私の感想ですが、内容につきまして、環境関係の全般かと思っていましたが、

ＣＯ２対策に的が絞られていたなという感じがいたします。次回、いろいろデ

ィスカッションする機会がありましたら、環境問題、ＣＯ２と言えばそうかと

思いますけれども、もう少し広範囲に環境問題をディスカッションしていった

ほうが、自動車会社などメーカーの皆さんもいらっしゃることですので、いろ
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いろ意見を交わして、多方面からこの環境問題を考えたらよりいいじゃないか

なと思います。ただ、区としてはまとめなければならないということでしょう

から、ＣＯ２対策になるのでしょうが、もう少し丁寧に見ていただいたらいい

かなというふうに感じました。 

 それから、今日、パンフレット等を見せていただきましたが、３枚目の中野

の森のプロジェクトについて、アイデアとしてはいいですけれども、他県のほ

うに頼って、中野はどうするんだという考えも私の中にあります。他県の環境

を利用させてもらうだけで、中野自体はどうするんだと。もう少しごみの処理

だとか、そういうほうにメスを入れたほうがいい。所管の方々と熱心にこれか

ら語っていきたいなと、そういうチャンスをいただいたなと思って大変喜んで

います。長くなりました。ありがとうございました。 

○中井委員 

 公募で参りました中井と申します。２つです。 

 １つ目は、今回の中野区環境審議会は、一つの方向性に向かって共通認識で

いろいろな意見が出て、非常にうまくまとまったのではないかという気がいた

しました。国等の審議会での両論併記的なものよりは、一つにまとめようとい

う方向でよかったのではないかと思います。 

 ２つ目は、国の削減目標が出たということですが、家庭や業務が中心になっ

て大きな削減が見込まれた目標になっていると思います。そういう意味では、

中野区の場合、家庭と業務が合わせて70何％というような形ですので、多分中

野のやり方がうまくいけば国の目標も達成できるのではないかと思いますし、

中野のやり方というのがこれから非常に重要な課題になってくるのではないか

と思います。以上です。 

○髙村委員 

 中野工業産業協会から来ました髙村でございます。先ほど区長が最後に申さ

れた、中野区基本構想や新しい中野をつくる10か年計画ということを見ますと、

人口も世帯数も増えてまいります。それから産業も活性化してまいります。そ

の中でやはりＣＯ２削減していくということは、大変な課題かなというふうに

思いますが、この辺のところしっかり取り組んでいただければというふうに思

います。 

○徳本委員代理 高野氏 

 事業者ということで参加をさせていただいております、東京電力徳本の代理

の高野と申します。いつもお世話になっております。 

 私は、昨年の秋よりこの審議会のほとんどに代理ということで参加させてい

ただきましたが、電気政策の電気事業者ということで震災以降大変ご迷惑をお

かけしているとこでございます。今年の夏で震災以降５回目の夏というところ
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でございまして、節電、省エネということで大変皆さんにご協力いただきまし

て、ありがとうございます。 

 これからも中野区と一体として、いろいろな機会を捉えまして区民の皆様の

温暖化対策意識の向上ということで取り組みさせていただきたいと思いますの

で、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○田辺委員 

 お疲れさまです。東京ガスの田辺です。このたびはこちらに参加させていた

だきまして、これから中野のまちも10数年にわたり再開発が進む中で、特に今

回の環境審議会の環境問題と防災については、切っては切り離せない問題だと

思っております。 

 そこで、この審議会におきまして弊社の環境商材のエネファーム等のお話も

させていただきましたので、大変ありがたく思っております。どうもありがと

うございます。 

○大石委員 

 三菱自動車の大石です。お世話になっております。当社は電気自動車、自動

車業を中心に皆様にご提案をしているところですが、ともすれば車の販売に注

力しがちですけれども、環境問題、特にＣＯ２の排出量削減、それから地球温

暖化対策というところは、中野区を初め全地球的な問題にもなっておりますの

で、ぜひこの10年先を踏まえて中野区がリードするような形であっていただけ

ればなと思います。よろしくお願いいたします。 

○山村委員 

 キリンの山村と申します。私は、以前、環境推進部というところにいました

が、今はＣＳＶ推進部という社会との共有価値を事業でつくっていこうという

ような部署におります。 

今後についてこうなればいいなという期待を２点申し上げたいと思います。 

１つ目は、私どもキリングループが２年前に中野に来させていただきまして、

お昼間の人口だとかエネルギー増加に一役買ってしまっているというようなと

ころもあり、こういうようなところでお手伝いすることが、うまく進めていく

機会なのかなというふうに思いました。以前、私どもは散り散りばらばら、い

ろんなところに会社があり、非効率だったものが、非常に効率的なビルの中に

入らせていただいて、全体で考えれば我々のグループとしては、多分オフィス

で使うエネルギーは格段に減ってきているだろうなというふうに思います。中

野区ということで、何をするかということは大変大事だとは思いますが、広い

視点で進めればいいなと思います。 

２つ目は、この中でいろんな項目、取り組みが書かれています。私たちが

日々の暮らしとか事業者として、個々のテーマをやっていくとすごく沢山の施
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策をやらなければならない羽目になりますが、そうじゃなく、なるべく一つの

ことが幾つかの課題に対応するようなことがあればいいなと思っています。 

 ヒントになるのが、こちらの場でも以前申し上げましたが、環境省がやって

いる低炭素杯、低炭素カップという催しがあります。学生とか企業とか民間団

体など、いろいろなところがＣＯ２の排出削減につながる取り組みの事例を発

表するのですけれども、そこで大体いい賞をとるのは、例えば高校生が、地域

の中で特産品の陰になっている大量の廃棄物をうまく資源化して活用すること

で農産物に付加価値をつけてまた売っていくみたいな取り組みであり、そうい

った形でエネルギーの削減とかＣＯ２だけではなくて、むしろ地域の課題を解

決することがＣＯ２の削減につながっていくような広い点で、いろいろな部署

と連携し、こういう話が進めたらいいなという期待を持っております。大変お

世話になりました。ありがとうございました。 

○伊香賀委員 

 今回の答申の11ページに、低炭素化と同時に誰もが健康に暮らせるまちづく

りを目指すという大事なキーワードが盛り込まれたというところは特に印象深

かったと思っております。家庭部門が中野区のＣＯ２の半分を占めるというこ

とで、実は住宅の断熱等を通した低炭素化によって暖かい環境が得られて、住

んでいる方も病気になる人が減る、あるいは介護を受ける人が減るというよう

な証拠集めを国の事業として推進するお手伝いをしております。例えば中野区

が重点的に取り組んでいることが10年後、20年後の超高齢化社会において、

様々な社会問題を解決すると同時に、実は低炭素も同時にできるという大事な

ことだと思っておりまして、そういう意味でこの答申に書かれたというのはよ

かったかなと思います。2020年にオリンピックもありますし、スマートウエル

ネス住宅、スマートウエルネスシティというのは今、国の大事な成長戦略の一

つということにもちょうど合致しますので、よかったなと思います。以上です。 

○藤原委員 

 東京都環境公社の藤原でございます。私のほうから３点ほどご意見、感想を

述べさせていただきます。 

 １つ目は、答申の３ページの下のほうにもありますように、いわゆる適応策

についての記述がされたということについては、非常に私としてはよかったと

思います。ただし、これを推進していくためには、多分防災計画とかいろんな

ものとの絡みが出てくるだろうと思っていまして、なかなか幅が広い話だと思

います。特に中野区では、中野工業高校あたりのところでの洪水だとか、私も

現役のころに随分対応に走り回った覚えがございます。 

 それからあと２つ目は、この計画そのものは非常に皆さんのご意見も聞かれ

て大変よくできてきたと思いますが、これを生かすには実際にプレーされる区
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民の方あるいは事業者の方、この間をどうするかというのが一番大事で、例え

ばＩＣＴを有効に使うような情報の共有化、お互いに相互にやりとりをする、

そういったことを手法として検討されると非常にいいのではないかと思います。 

 それから３つ目、今はＣＯ２削減の問題が多いですが、同時に都内の廃熱の

ことを考えると、私が中央区から委託で検討いたしました清掃工場の発電後の

廃熱、復水器というところからかなりの熱を出しています。こういったものを

もう一度エネルギーに変えるという試み、例えば光が丘の清掃工場でも利用は

一部しておりますが、さらなる電気に変えるとか、こういったことの検討をや

っていくことが熱帯夜とかを減らしていく一助になるかもしれないので、ぜひ、

区長さんは東京二十三区清掃一部事務組合の一員でもいらっしゃると思います

ので、廃熱で都市環境の負荷の軽減というのができてエネルギーが有効に使え

る東京のポテンシャルですので、こういったものをうまく使えるような仕組み

をやっていけたらなと私自身、非常に思っておりまして、ぜひやっていただけ

ればと思います。以上でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 私から一言述べさせていただきますが、皆さんのご協力によりまして、こう

いう答申ができたということ、お礼申し上げます。 

 お一人おひとりのご意見というのが、いろんなところに盛り込まれていると

いうことをお気づきかと思います。ですから非常にそういう意味で、議論した

内容が、結実した答申案になっているのではないかと思います。 

 事務局の皆さん、本当にありがとうございました。 

 この答申を踏まえて、先ほど区長さんもおっしゃいましたように、実際の行

動というものに移っていくわけですけれども、今の温暖化対策をめぐるものと

いうのは、もちろん国も昨年目標決定いたしましたし、今年の秋にパリで新し

い枠組みが決まるのではないかという期待があります。その意味で国際的にも

大きな動きというものが予想されるのが温暖化対策なわけですけれども、環境

問題の対策というのは決してトップダウンではなくて、私はやっぱりボトムア

ップのところが大きいのではないかと思ったので、その意味でこういったもの

をつくり上げて実際に行動に移してもらって、ぜひ中野区の特徴を生かした中

野モデルと呼ばれるような結果につながるようなことをぜひお願いしたいと思

っております。我々もまだ任期がございますので、ぜひこうした効果ある二酸

化炭素の削減や適応、地球温暖化抑制に資するよう、できるだけ貢献させてい

ただければと思います。ありがとうございました。 

 では、また区長さん、お願いいたします。 

○田中区長 
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 皆様から大変意欲的に審議会で議論していただいたというご様子が伝わって

くるようなご意見をいただきまして、本当にありがとうございました。 

 先日、23区で共同プロジェクトとしてやっております、23区と多摩の26市で

都内の自治体ごとのＣＯ２排出量を測定するというプロジェクトやっています

が、それによりますと中野区は区部では荒川区に次いで排出量が低い。 

 それは事業所とかが少ない、それから自動車の量も多分そんなに多くないだ

ろうと思いますが、本当に家庭の排出、それから民生系の業務の排出というも

のが中心だということで、単なる技術革新とか工夫とかそういうことだけで減

るのではない。やっぱり一人ひとりの区民の意識や暮らし方ということが変わ

っていくということでなければ効果の出ない地域だということを、非常に実感

をしたということで、皆様にいただいたご意見と非常に共通しているところが

あるのかなというふうに思いました。色々な面でのリサイクルの推進もそうで

すし、緑を増やしていくというのも地道にやっていかなければいけないと思い

ますし、またエネルギー利用をどういうふうに考えていくのかとか、いろんな

ことを本当に地道にこつこつと、実際効果が出るようにやっていかなければい

けないというようなことだなというふうに思ったところでございます。 

 ともすれば「中野の森」みたいに、どなたかおっしゃってくださいましたが、

何となく動きがあって目につきやすい事業だからそれをやっているということ

だけではなくて、結局は中野の矛盾を外に持っていって終わりにしてしまうの

かというふうなことにまでなりかねないということもあります。ぜひ具体的な

取り組みを多様にしていかなければいけない時代なのだなというふうに思って

おります。 

 地球の温暖化が本当に進んでいるなと思いましたのは、最近テレビ見ていた

ら経済活性化対策で北極海航路をつくる。それによって相当移動時間が短縮さ

れて、経済効果があるというのは、もう既にそこまで温暖化の話は来ているの

だなと、本当に我々もう一度改めて全体的に見直さなきゃいけないなと思った

ところでございます。 

 先ほど藤原委員におっしゃっていただいた清掃工場の廃熱利用、パイプを引

いたりとか道路占用とか一定促進する制度なんかもできてはいると思うんです

けれども、なかなかやっぱり現実のものにはなっていかないということでもあ

ると思っていますので、ぜひいろんな面でできることを探しながら、それを基

に全体的に少しずつ動かしていくということだと思っております。 

 特に区の中の取り組みとしては、清掃行政をやっておりますので、リサイク

ルもきめ細かにやっていかなければいけないと思っていますし、町会・自治会

にも大変一生懸命取り組みをしていただいておりますので、こうした取り組み

をこれからも一層進めていかなければいけないというふうに思っております。  
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今日は、どうもありがとうございました。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 時間になりましたので、懇談を終了させていただきます。 

 田中区長、どうもありがとうございました。 

○田中区長 

 失礼いたします。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 

議事５ その他 

○大沼会長 

それでは、次に、５番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、その他でございますが、第７回の日程につきまして、改めて確認

をさせていただきます。 

 次回は、平成27年11月６日金曜日の午後１時30分から午後３時30分までを予

定してございます。 

 お日にちが近づきましたら、また改めてご連絡は差し上げますが、ご予定に

入れていただきますようにお願いいたします。 

 なお、先ほど申し上げましたが、この日程につきましては、基本構想、10か

年計画の改定の進捗状況によりまして、場合によっては変更ということもござ

います。その場合には、会長にご相談をさせていただきまして、変更させてい

ただき、また改めてお知らせをさせていただきますので、どうぞよろしくお願

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、委員の皆さんから何かございます

でしょうか。 

 特にないようでしたら、次回の審議会は、平成27年11月６日金曜日の午後１

時半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、

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６回中野区環境審議会を閉会させていただきま

す。どうもありがとうございました。 


