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第７回中野区環境審議会 議事録 
 

 

１ 日時 

  平成27年11月６日（金）午後１時30分～午後３時 

 

２ 場所 

  中野区役所 議会棟４階 第１委員会室 

 

３ 次第 

≪第１部 委嘱式≫ 

１ 委員の辞任について 

２ 委嘱状交付 

 

≪第２部 中野区環境審議会≫  

議事 

１ 第３次中野区環境基本計画（素案たたき台）について 

２ 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、岸哲也、岡本秀子、佐々木直巳、 

関口俊夫、井上於菟、中井敏雅、鳥羽修平、福嶋豊、大石博基、 

山村宜之、藤原孝行 

（２）欠席委員（７名） 

   大野道髙、明石浩一、赤星義彰、髙村愼一、丸茂功一、田辺謙二、 

伊香賀俊治    

（３）委員以外で出席を求めた者（２名）（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 

   （丸茂委員の代理として） 

   東京ガス株式会社 中央支店 副支店長 小畑俊満 

   （田辺委員の代理として） 
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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 

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）          森 克久 

経営室副参事（施設担当）代理          小山 繁 

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）代理      伊藤典子 

   環境部清掃事務所長               滝瀬裕之 

   環境部副参事（生活環境担当）代理        清水 勉 

   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）     石濱良行 

 

７ 配付資料 

資料１ 第４期 第７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 11 月 6 日現在） 

資料３ 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４ 第３次中野区環境基本計画（素案たたき台） 

資料５ 中野区の環境（平成27（2015）年度版） 
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第１部 委嘱式 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それでは、始めさせていただきます。本日は、お寒い中お集まりいただきま

してありがとうございます。 

 私は、事務局の地球温暖化担当副参事、鳥井でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 本日は、環境審議会に先立ちまして、委員の委嘱式を行わせていただきます。 

 お手元の資料の中で、資料１と資料２をご覧いただけますでしょうか。資料

１が審議会次第でございまして、本日は第１部といたしまして、委員の委嘱式

をさせていただきます。それから資料２は、表が委員名簿になってございまし

て、今回の委員の変更につきましても反映をさせていただいております。その

他の資料につきましては、後ほど確認をさせていただきます。 

 それでは、最初に、第１部、委嘱式を行わせていただきます。 

 最初に、委員の辞任につきまして、ご報告を申し上げます。 

 まず、区民関係からご推薦いただきました委員のうち、３名の方が11月5日

付で辞任をされてございます。いずれも団体内での役員変更ということで、中

野区町会連合会の大野委員、中野区町会連合会（女性部）の髙橋委員、それか

ら中野区清掃協力会の小野委員が辞任をされてございます。 

 また、事業者からご推薦いただいております委員のうち、人事異動がござい

まして、東京電力株式会社の徳本委員が辞任をされてございます。 

 後任といたしまして、ご推薦をいただいてございます。中野区町会連合会か

らは岸哲也様、中野区町会連合会（女性部）からは岡本秀子様、中野区清掃協

力会からは大野道髙様、改めまして大野道髙様でございます。それから、東京

電力株式会社からは丸茂功一様が委員としてご推薦をいただきました。 

 本日、大野道髙様と丸茂功一様につきましては、ご欠席のご連絡をいただい

ておりますので、委嘱状は後ほどお送りさせていただきます。 

 それでは、委員の委嘱式を執り行います。 

 委嘱状は、区長に代わりまして環境部長からお渡しをさせていただきます。 

 初めに、岸哲也様、その場でお立ち願います。 

 

＜環境部長から岸委員に委嘱状の交付＞ 

 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 続きまして、岡本秀子様。 

  

＜環境部長から岡本委員に委嘱状の交付＞ 
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第２部 中野区環境審議会 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 以上をもちまして、新委員の方への委嘱状の交付を終了いたします。 

 新しく委員になられた方には、後ほど自己紹介をいただく予定でございます。 

 それでは、これから第２部、審議会に入りますので、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。きょうはお忙しい中、中野区環境審議会にご出席いた

だきありがとうございます。 

 ただいまより、第７回中野区環境審議会を開催いたします。 

 本日、大野委員、明石委員、髙村委員、丸茂委員、田辺委員より欠席の連絡

を受けております。また、赤星委員、伊香賀委員がまだお見えになっておりま

せん。 

 現時点での出席委員は13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、本日は、丸茂委員の代わりに東京電力株式会社荻窪支社より高野さん

が、田辺委員の代わりに東京ガス株式会社中央支店より小畑さんが出席されて

いますので、ご了承ください。 

 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、議事に入る前に、本日委嘱されました委員をご紹介いたします。 

 新委員の方は、お名前と所属団体など、自己紹介をお願いしたいと思います。 

 まず、岸委員からお願いいたします。 

○岸 委員 

 中野区町会連合会から参りました、東中野五丁目小滝町会の会長をしており

ます岸と申します。どうぞよろしくお願いします。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 では、続きまして岡本委員、お願いいたします。 

○岡本委員 

 どうもこんにちは。私も中野区町会連合会から女性部副部長として今回、審

議会のメンバーとなりました。私自身は、新宿との境目の小淀西町会の町会長

で、今度６年目に入ります。しっかりと学ばせていただきながら、頑張ってま

いりたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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○大沼会長 

 ありがとうございました。以上で委員のご紹介は終了といたします。 

 ここで事務局から連絡事項がありますので、お願いいたします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 続きまして、事務局から審議会に出席してございます職員の人事異動につき

まして、ご報告させていただきます。資料２の裏面をご覧ください。 

 資料２の裏面には、環境審議会の事務局及び審議会出席職員の名簿をお示し

してございます。７月に人事異動がございまして、審議会出席委員のうち、清

掃事務所長が代わりましたので、紹介させていただきます。滝瀬でございます。 

○清掃事務所所長 

 滝瀬でございます。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） 

 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、先ほど確認をいたしました「第４期 第７回中野区環境審議会 

次第」でございます。資料２は「第４期 中野区環境審議会委員名簿（平成27

年11月6日現在）」、裏面が出席職員の名簿でございます。資料３は「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」でございます。資料４は「第３次中野区環境基本計画（素案たたき台）」

でございます。資料５は「中野区の環境（平成27（2015）年度版）」をお配り

をしてございます。 

 資料についてご説明させていただきます。まず資料３「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」につきまして

は、前回の第６回審議会で既にお配りをしてございます。前回は、実績の一部

が未定のところが空いてございましたが、今回補充をさせていただきました。

ご覧いただきたいと思います。表面の（１）環境エネルギープロジェクトのと

ころで、⑦太陽光発電機器等の情報提供の実績という部分がございまして、設

置数を約120件と記載いたしましたので、改めてお配りをさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 それから、資料５「中野区の環境（平成27（2015）年度版）」につきまして

は、この９月に平成27年度版を作成いたしましたので、最新版ということでお

配りさせていただいてございます。 
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 また、資料の他に、カラー刷りで、区の環境イベントのチラシを２つ置かせ

ていただいてございます。一つ目は、11月14日土曜日に、なかのエコフェア

2015を開催いたしますのでお配りいたしました。ぜひお越しいただければと存

じます。チラシの表面の一番下のあたりをご覧いただきたいのですが、中野区

のカーボン・オフセットへの取り組みという記載がございます。これは、今年

度から福島県喜多方市と協定を結びまして、喜多方市の森林整備によるオフセ

ット・クレジット、CO２吸収価値を50トン分購入をいたしました。これを使い、

さまざまな区のイベント等から排出されるCO２の埋め合わせを始めてございま

す。今回、なかのエコフェア2015につきましては、会場の電力使用量等につき

まして、CO２排出量で１トン分を埋め合わせるということで、このように書か

せていただいております。先日開催いたしました東北復興大祭典におきまして

も、カーボン・オフセットを行ってございますので、ご承知おきいただければ

と存じます。 

 それから、２つ目、これは中野区地球温暖化防止講座ということで、12月５

日土曜日に中野区産業振興センターで行う環境落語のチラシでございます。お

時間がございましたらお越しいただければと思います。 

 それから、座席表もお手元に配付してございます。 

 以上、配付資料につきましては５つの資料と２つのチラシ、座席表というこ

とでございますが、足りない資料はございませんでしょうか。よろしいでしょ

うか。以上でございます。 

 

議事１ 第３次中野区環境基本計画 （素案たたき台）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の次第に沿って議事を進めさせていただきます。 

 議事１番の第３次中野区環境基本計画（素案たたき台）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。 

 

第３次中野区環境基本計画 （素案たたき台）（資料説明） 

○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４をご用意ください。これにつきましては、当審議

会から６月５日に「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」の答申をいただきました。この答申を

踏まえまして、お手元の資料４のとおり、第３次中野区環境基本計画の素案の

たたき台を作成をいたしてございます。これは素案とする前のたたき台でござ

いますので、当中野区環境審議会のみにご提出をする資料でございます。これ
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をもちまして議会や区民に報告し、意見をいただくということはございません。

その前の段階のものでございますので、表紙にも中野区環境審議会資料と記載

してございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、全体を通して内容のご説明をさせていただき、その後、ご

意見等をいただければと存じます。 

 まず、表紙をご覧ください。現在の環境基本計画は、第２次に当たりますの

で、今回は第３次というタイトルとしてございます。 

 １ページおめくりください。目次となってございます。第１章が、「基本計

画の基本的な考え方」ということで１、２、３、４、それから、第２章といた

しまして、「中野区を取り巻く環境の現状と課題」ということで、１が国、東

京都の現状と課題と、２が中野区の環境の主な現状と課題ということで、

（１）が地球温暖化、（２）がその他の環境項目ごとに書かせていただいてお

りまして、３で地球温暖化をめぐる世界、国及び東京都の動向ということで書

かせていただいてございます。 

 右のページは第３章となってございまして、「将来像と目標実現に向けた４

つのプロジェクト」ということで、１、めざす将来像、２が削減の目標、３は

計画の進行管理、４が４つのプロジェクトとアクションプログラムという形で

書かせていただきました。 

 ご説明につきましては、これまで環境審議会にご提出いたしました資料です

とか、あるいは環境審議会からいただきました答申と基本的に同じような内容

につきましては要点のみとさせていただきまして、区のほうで受けましてご用

意したものにつきましてを中心にご説明をさせていただきたいと存じます。座

らせていただきます。 

 それでは、おめくりいただきまして、１ページ第１章をご覧ください。ここ

は、基本計画の基本的な考え方ということで、改定の背景ということで、これ

につきましては、既に区長からの諮問のほうで東日本大震災のこと、原子力発

電所事故のこと、電力のＣＯ２排出係数の増加等につきましてご報告いたして

ございますので、これらを踏まえて書かせていただいたところでございます。 

 続きまして、２ページをお開きください。２、基本計画の改定に当たっての

考え方でございますが、下の６行ほどが結論になってございますが、答申を踏

まえまして、この計画は温暖化対策を中心といたしてございます。また、重点

的に取り組むテーマを定めること、区民、事業者、区の役割、それから、でき

るだけ指標や数値目標を定めること、進行管理を行うこと。また、区としての

取り組みの発展だけではなく、大規模事業者としての区の役割を果たしていき

ますということで、答申に沿いましてこの考え方をまとめてございます。 

 また、右の３ページは、基本計画の位置づけでございまして、下のほうに図
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をつけてございますが、このような形で中野区の一番上位に基本構想、その下

に10か年計画がございまして、その下の個別計画の一つとしまして中野区環境

基本計画。地方公共団体実行計画の区域施策編を含むということで、これにつ

きましても答申に沿って位置づけをさせていただいてございます。 

 ４ページをお開きください。基本計画の期間でございますが、区の10か年計

画との整合ということで、来年度からの10年間ということでつくってございま

して、後ほどご説明いたしますが、アクションプログラムにつきましては５年

間、ステップ１を２年、ステップ２を３年ということで考えてございます。 

 （２）の改定時期につきましては、おおむね５年後という形で考えてつくっ

てございます。これまでの答申を踏まえたものございます。 

 ５ページ、第２章をご覧ください。中野区を取り巻く環境の現状と課題とい

うことで、まず１、国及び東京都の現状と課題ということが書かれてございま

す。これにつきましては、これまでご報告したところでございますが、６ペー

ジをお開きいただきますと、上のほうに図２－１がございます。これは、国の

ＣＯ２排出量の推移ということでございまして、最近は伸びていく状況が描か

れてございます。それから、７ページに参りますと、図２－３で、国のエネル

ギー消費量の部門別の推移というグラフが描かれてございまして、これにつき

ましては、大震災後、少しずつ減っているという状況が見てとれます。 

 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、９ペー

ジは、東京都のＣＯ２の排出量、エネルギー消費量でございます。まず左のペ

ージ、８ページの図２－４をご覧いただきますと、東京都のＣＯ２排出量につ

きましては、書いてございますとおり、2012年に向けて増えていくという状況

でございます。一方、９ページ、図２－５でございますが、エネルギー消費量

を見ますと、このように基本的には減ってきているという状況にあるというこ

とでございます。 

 続きまして、10ページをお開きください。ここは中野区の環境の主な現状と

課題ということで、まず（１）地球温暖化の現状と課題でございます。10ペー

ジの図２－６にございますとおり、ＣＯ２排出量につきましては、2009年度以

降増えているという状況になってございます。 

 11ページに、図２－７がございまして、部門別ＣＯ２排出量内訳の比較とい

うことで、区と東京都、国ということで比較を書いてございます。ご覧いただ

きますとおり、中野区では民生（家庭）部門が半分、民生（業務）部門が４分

の１強という状況になっておりまして、国や東京都とは少し異なる状況がござ

います。 

 続きまして、12ページをお開きください。こちらは、エネルギー消費量のほ

うでございますけども、図２－８をご覧いただきますと、2012年度が10,863TJ
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ございまして、東日本大震災後、減ってきているという状況でございます。 

 次の13ページの図２－９、部門別最終エネルギー消費につきましては、おお

むねＣＯ２と類似した状況ということで、中野区は国や東京都と少しずれてい

る状況でございます。 

 続きまして、14ページをお開きいただけますでしょうか。これについては、

電力につきましてＣＯ２排出係数の変動に伴う影響ということで、真ん中に図

２－10がございます。電力のＣＯ２排出係数が東日本大震災後、このように上

がってきているという状況がございまして、先ほどご報告しましたとおり、Ｃ

Ｏ２は増えている、エネルギーは減っているという状況が起きておりましたが、

主に排出係数の影響だということで書かせていただきました。 

 続きまして、15ページは課題に対するこれまでの取組ということで、ＣＯ２

削減策を中心に書かせていただきました。最初の段落につきましては、現在の

中野区の環境基本計画、平成20年度５月に策定いたしまして、ＣＯ２で10％の

削減を目標に様々な取組をしてきたということが書かれてございます。 

 ２番目の段落につきましては、その後の取組でございますが、最初に23年７

月の地球温暖化防止条例の施行、それから、なかのエコポイント制度やカーボ

ン・オフセット事業を始めたこと、３年間の第２次アクションプログラムを策

定し、現在、推進してきている状況を書かせていただきました。 

 その次の段落ごとに４つの今のプロジェクトにつきまして、大まかに総括を

させていただいてございます。 

 最初に、環境エネルギープロジェクトでございますが、小中学校等への太陽

光発電機器設置や区内住宅への太陽光発電機器につきましては、目標を上回っ

たものがあります。また、街灯のＬＥＤ化も進めまして、これもＣＯ２削減に

寄与したということで書かせていただきました。 

 次の段落、２つ目の「みどりを守り自然を活かすプロジェクト」でございま

す。緑化につきましては、みどりのカーテンにつきましては全小中学校導入、

校庭芝生化につきましては、一定行いましたけれども、養生等のこともござい

まして、目標には達していない状況でございます。また、小中学校の屋上緑化

につきましても、校庭芝生化との一体化しての目標ということでございました

が、これには届いていないという状況でございます。今後につきましては、学

校再編の中で進めていくということでございます。 

 一方、区内の大規模公園につきましては、また後ほどご説明をしますが、順

次整備を完了してきているところでございます。さらに、カーボン・オフセッ

トということで、みなかみ町、喜多方市との連携も始めているということを確

認いたしました。 

 次のページをお開きください。16ページの最初の段落でございます。３つ目
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の「環境に配慮した快適なまちづくりプロジェクト」でございますが、２行目

の終わり、環境学習教材『なかのエコチャレンジ（家庭版）』の小中学生への

配付、またなかのエコポイント制度のスタート、さらにエコマークを集めると

いう環境商品コースも開始したことを載せさせていただいております。 

 一方、ごみの発生抑制につきましては、区民１人当たりのごみ排出量は減っ

てはおりますが、排出の目標には届かなかったということでございます。資源

化につきましては、資源化率が下がっている状況がございますので、新たな資

源化に取り組み始めているということも載せさせていただきました。 

 最後に、次の段落、４つ目の「区役所のＣＯ２排出ゼロプロジェクト」でご

ざいます。これについては、公用車につきまして、超低公害車等への買い替え

を進めました。買い替えたものは超低公害車なんですけれども、買い替えを一

部控えましたので、代替数としての目標は達成をしてございません。また、公

用車のガソリン削減量は、目標を達成してございます。また、電力事業につき

ましてはグリーン購入を行った他、清掃工場の廃熱利用電力の購入を進めまし

た。また、区役所の照明省エネ化改修ということで、一定の効果が見えたとこ

ろでございます。また、その後、地球温暖化対策実行計画（事務事業編）につ

きましても策定をして取り組んでございます。 

 こうしたことから、次の段落でございますが、平成24年度のＣＯ２排出量に

つきましては、これまで10％削減の目標でございましたが、12.5％増加をした

という状況がございました。一方で、エネルギー消費量だけで見ますと8.8％

の削減ということで、10％という目標にはなってございませんけども、そうい

ったことは達成したということでございます。 

 最後の段落はまとめでございまして、地球環境に優しいライフスタイルが根

づくこと、また、省エネ、再エネの取り組み、ごみの発生抑制、資源化、身近

なみどりということで、環境負荷の少ない低炭素なまちづくりを進めていくこ

とが重要であるというふうに考えてございます。また今後、エネルギー供給源

の多様化ですとか環境負荷の低減などの観点で注目されてございます水素エネ

ルギーの活用につきましても、今後推進していくことが必要ですというふうに

まとめさせていただきました。 

 続きまして、17ページ、（２）その他の環境項目毎の現状と課題でございま

す。①都市環境につきましては、最初、まちづくりと公共交通ということで、

中野区の状況を書かせていただいてございますが、これからの中野駅周辺の整

備ですとか、西武新宿線の連続立体交差化等のまちづくり、これを推進してい

くことを書かせていただいてございます。 

 それから、次のごみの発生抑制と資源化につきましては、最初にございます

とおり、リデュース、リユース、リサイクル、熱回収と順番に行ってきてござ
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いますが、さらにごみの分別の徹底ですとか、資源化事業を推進する必要があ

るということで書かせていただいてございます。 

 続きまして、18ページでございます。②自然環境ということで、都市のみど

りの保全と書かせていただいてございます。３行目のほうで、みどりの役割と

いうことで、生物多様性の保全なども含めて書かせていただきました。最後の

段落でございますが、中野区のようなところでは、住宅の庭木、生け垣などの

みどりも非常に大きなウエイトがあるということで、今あるみどりを守り育て、

ふやす取り組みを推進していく必要があること。また、公共のみどりにつきま

しては、大規模公園あるいは学校等の公共施設といった、また街路樹の整備等

も進めていく必要があるということで書かせていただきました。 

 それから、19ページでございます。③生活環境の関係でございますが、公害

防止でございます。中野区内におきましても、水質汚濁、大気汚染、自動車騒

音、あるいはアスベストの飛散、土壌・地下水汚染といった課題がございます。

そのためにさまざまな連携をとって取り組んでいるという状況でございます。 

 それから、④その他では、答申を踏まえまして、進行する温暖化への適切な

対応ということで、適応策につきましても研究をさせていただいてございます。

中身につきましては、進んでしまっている温暖化について、熱中症のこと、熱

帯地域の病気のこと、また集中豪雨のことなどを書かせていただきまして、対

応につきましては、後のほうで書かせていただいてございます。 

 続きまして、20ページをお開きいただけますでしょうか。ここは、地球温暖

化をめぐる世界、国及び東京都の動向でございまして、その後、変更になった

点だけをご説明させていただきます。 

 20ページにつきましては、特に動きはございませんが、一番下の行のところ

で、11月30日ごろからパリでＣＯＰ21が開かれるということで、新たな温室効

果ガス削減の枠組みに向けて今、準備が進められていると聞いております。 

 それから、21ページは、国の動向でございますが、平成27年の７月でござい

ますが、国のほうで、温室効果ガスの削減目標を2030年度には2013年度比で

26.0％減という目標が正式に決定をされたということがその後の状況でござい

ます。 

 それから、22ページをお開きいただけますでしょうか。22ページの③適応計

画でございます。これにつきましては、答申をいただきました段階では、夏ご

ろに国が適応計画の案を示すのではないかということで書かれてございますが、

その後、それが少しずれてございまして、現時点では11月を目途として適応計

画の閣議決定に向けての検討が進められているということでございまして、こ

の案が公表されたということを聞いてございます。 

 それから、23ページから東京都の動向は、特に大きな変更はございません。 
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 24ページをお開きいただきますと、３行目からエネルギー消費量の20％、

30％といった削減目標、水素のことが書かれてございます。ここには書かせて

いただいてございませんが、現在、東京都の環境基本計画の改定作業中という

ことでございまして、冬ごろには策定されるかなということで聞いていますが、

まだはっきりとした内容につきましては、私どもにご連絡をいただいている状

況ではございません。 

 続きまして、25ページから第３章、将来像と目標実現に向けた４つのプロジ

ェクトにつきましてご説明をいたします。 

 25ページは、１、めざす将来像ということで、（１）が将来像、（２）が10

年後に実現するまちの姿を書いてございます。これにつきましては、現在、中

野区の基本構想と10か年計画の改定作業が並行して進められてございまして、

その素案が先日、公表されたところでございます。その中で環境の部分に関す

る将来像や10年後の姿ということが書かれてございまして、これを目指してい

くというような案の段階ですが、そのような考え方を持っているということで

ございます。 

 将来像（１）を見ますと、最初の丸が低炭素なライフスタイルの関係、次の

丸低炭素なまちの関係、次の丸が「ごみゼロ都市・なかの」ということで、ご

みの発生と資源化の取り組みのこと、４番目がみどりを育てる都市のみどりの

ことが書いてございまして、それぞれ10年後の姿のところでは、若干具体化し

た形で書かせていただいてございます。 

 続きまして、26ページをお開きいただけますでしょうか。26ページは、削減

目標でございます。最初の３行でございますが、この計画は、温暖化対策を中

心にしてございまして、地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）

を含むということから、ＣＯ２排出量ですとかエネルギー消費量につきまして

も削減目標を掲げることといたしました。 

 （１）が目標設定の考え方でございます。最初の丸が、温室効果ガスの大多

数はＣＯ２で、その発生原因の多くを占めるエネルギー消費を削減していく必

要があること。次の丸で、エネルギー消費量のほうがわかりやすいということ

で、削減目標として位置づけたいということ。３つ目の丸で、ＣＯ２につきま

しては、参考目標として書かせていただきました。４番目の丸の中では、国の

目標と東京都の目標を踏まえて目標設定すること。あわせて、区が実施しまし

た区民・事業所アンケートの内容も考慮して設定していくという考え方をお示

ししてございます。 

 27ページが、削減目標ということで書かせていただきましたが、最初に28ペ

ージをご覧いただいてもよろしいでしょうか。 

 28ページの図３－１でございます。これは、エネルギー消費量の削減目標を
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書かせていただいたもので、棒グラフでございますが、2012年度が10,863TJで

ございますが、目標年次の2025年度には、これを9,717TJに減らすという目標

を掲げてございまして、これは、2012年度の値から見ますと10.5％の削減とな

ります。 

 その下の図３－２は、これを部門別に分けたものでございます。ＣＯ２でい

いますとこれぐらいになるということで、参考としてございまして、今106万2

千トンでございますが、2025年度には95万トンを目指すということで書かせて

いただきました。 

 では、27ページにお戻りいただけますでしょうか。内容を簡単にご説明させ

ていただきます。 

 中野区の現在のエネルギー消費量は、24年度で10,863TJでございます。目標

は、今申し上げました10.5％削減でございます。 

 まず、この削減目標の設定に当たりというとこでございますが、現状の対策

だけでそのまま推移をいたしますと、目標年度の平成37年度には10,635TJにな

るだろうということで、これは現状すう勢ケースで、推測としてございます。

これ自体は、現在の最新の値から2.1％減ということでございます。 

 次の段落からは対策でございますが、今後の技術革新による機器の省エネ性

能向上、また区のアクションプログラム実施等によりまして、区民・事業者の

機器の買い替えや省エネ行動が拡大し、また区の環境配慮率先行動をとること

で、現状すう勢ケースから918TJ削減を目指したいという考え方でございます。 

現在のわかっております数値からいたしますと、10.5％削減することになると

いうことで書かせていただきました。 

 下の米印がございますが、最初の米印、国の削減目標と東京都の削減目標は、

年次がそれぞれ中野区とはずれてございますので、目標年度を一定合わせる形

で推計いたしますと、国は7.7％の削減、東京都は10.4％の削減ということに

なろうかと思いまして、区は10.5％を設定してございます。 

 続きまして、29ページをお開きいただけますでしょうか。これは、後ほど申

し上げますアクションプログラム、様々な事業の項目がございまして、その中

で、これを取り組むことにより10年後に単年度の効果としてエネルギーとＣＯ

２をどれぐらい減らせるかということで計算できるものを書かせていただいて

ございます。なかのエコポイントでは0.6TJ、なかのエコチャレンジで17.4TJ、

ESCO事業で2.1TJというような形で、それぞれＣＯ２に換算しますと右のような

値になります。 

 それから、下に、アクションプログラムによります抑制効果ということで、

これは新たな削減効果ということではありませんが、現に取り組んでおります

事業の中で抑制に寄与しているものも大きなものはございます。それをＣＯ２
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の抑制ということで書かせていただきまして、大きなものはプラスチック製容

器包装の回収で、6,464トン、32年度も6,000トン程度、また区有施設の再生可

能エネルギー、太陽光設備等でもこういった抑制ができるというふうに書いて

ございます。これは、新たな取り組みではなくて、現状あるものを示したもの

でございます。 

 続きまして、30ページにつきましては、計画の進行管理体制ということで、

右のほうの表をご覧いただきますと、PDCAということで、計画につきましては

環境審議会のご意見を踏まえて作成し、また具体的な温暖化対策の解決につき

ましては、地球温暖化防止対策審議会でのご意見をいただきたいと思ってござ

います。来年度につきましては、区の行政評価や庁内の調整会議のほうでPDCA

を回していくということを書かせていただいております。 

 続きまして、32ページ、４、４つのプロジェクトとアクションプログラムを

ご覧いただけますでしょうか。 

 右のページの体系図をご覧ください。将来像、環境負荷の少ない低炭素社会

がございまして、４つのプロジェクトということで、１、環境負荷の少ない低

炭素まちづくりプロジェクト、２、地球環境にやさしい快適なライフスタイル

プロジェクト、３、みどりを守り育てる都市緑化プロジェクト、４、大規模事

業者としての区の環境配慮率先行動プロジェクトと書かせていただきまして、

番外でございますが、一番下に、進行する温暖化への適切な対応ということで

適応策というものを書かせていただきました。 

 このうち、一番上の環境負荷の少ない低炭素まちづくりプロジェクトという

のが、今回、今の計画にははっきりなかったものでございまして、答申を踏ま

えまして、このようなプロジェクトをつくらせていただきました。 

 それぞれ右のほうにアクションプログラムがございまして、プロジェクト１

は４つ、プロジェクト２は15、プロジェクト３は３つ、プロジェクト４は８つ、

適応策は３つということで、合計33のアクションプログラムを書かせていただ

きましたので、後ほどご説明をいたします。 

 左の32ページにお戻りいただきまして、真ん中あたりにスローガンといった

タイトルございますが、こういった低炭素社会を目指して４つのプロジェクト

を推進する、これを区民の皆様に普及啓発していくときのスローガンといたし

まして、スマートエコシティなかのというものを掲げさせていただきました。

現在、エコシティなかのということでございますが、スマートということで、

最新の情報、技術、知恵等を共有して進めていくという意味でスマートエコシ

ティというのを掲げさせていただくとこでございます。 

 続きまして、34ページをお開きください。アクションプログラムの内容をざ

っと説明させていただきます。ここではアクションプログラムにつきましては
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５年間ということで、ステップ１とステップ２がありますが、１が２年間、２

が３年間というふうにさせていただきました。 

 まず、①の環境負荷の少ない低炭素まちづくりプロジェクトでございますが、

ここに書いてございますとおり、環境とにぎわいの調和した都市施設等の整備

が進んでいるまちということで、区民、事業者の連携、協働によりましてにぎ

わいと調和し、再エネの導入、環境負荷の少ない真に豊かで持続可能な活力あ

る低炭素なまちづくりを進め、次世代に引き継ぎますということでございます。 

 次の取り組みの方向性につきましては、基本的に６月にいただきました答申、

この内容を踏まえまして書かせていただいてございます。 

 35ページのほうでは、それぞれ区、区民、事業者との取り組みがございます

が、それぞれアクションプログラムを踏まえたものでございますので、ご説明

は省略をさせていただきます。 

 36ページをご覧いただけますでしょうか。さっきの低炭素まちづくりプロジ

ェクト等の中でのアクションプログラムでございます。 

 ①－１が低炭素まちづくりの推進ということで、低炭素なまちづくりの推進

ということでこのようなアクションの内容を書かせていただいてございます。

主に、最初に、中野駅周辺の環境・防災都市づくり、それから次が地域まちづ

くり、南台、弥生町等がございます。右のページに参りまして、西武新宿線の

立体交差化の沿線まちづくり、それらがございます。また、都市計画道路の整

備や水素ステーションの設置誘導、カーシェアリングにおきます次世代自動車

の普及促進、中野区のみどりの計画改定などを書かせていただいてございまし

て、いずれもステップ１、ステップ２でこのように進めてまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、38ページでございます。①－２で大規模公園の整備ということ

で、アクションとしましてはご覧のところにつきまして整備を進めていくとい

うことでございます。 

 38ページの下は、①－３、公共交通の利用促進ということで、自転車走行レ

ーンの整備等、公共交通の充実、促進を図ってまいります。 

 39ページでは、建物の断熱化促進ということで、現在もやってございますが、

この断熱性向上を図っていきたいと考えてございます。 

 続きまして、40ページ、②地球環境にやさしい快適なライフスタイルプロジ

ェクトということでございまして、内容はここに書いてあるとおりで、取り組

みの方向性につきましても、いただいた答申を踏まえて書かせていただいてご

ざいます。 

 41ページは、取り組みにつきましても行っているアクションプログラムの内

容を踏まえた内容になってございます。 
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 42ページをご覧いただけますでしょうか。②－１なかのエコポイントＣＯ２

削減コースの参加促進ということで、現在1,600世帯ほどご参加いただいてお

ります電気、ガスの削減の取組みでございます。これをスマートフォン等によ

る対応もできるようにいたしまして、参加登録世帯数を大幅に伸ばしていきた

いと考えてございます。 

 右側、43ページ、②－２は、なかのエコポイントの環境商品コース、エコマ

ーク商品を購入するということでございますが、これにつきましては、特に小

中学校のPTA等の参加を呼びかけていきたいと思ってございまして、現在、４

校のPTAにご参加いただいてございますが、今年度から、これを10校、20校と

いうことでふやしていきたいということでございます。 

 ②－３、エコポイントを活用したHEMSの導入促進を図りたいと思っているも

のです。 

 続きまして、44ページ、②－４、環境学習教材、なかのエコチャレンジ（家

庭版）の小中学校での活用促進ということで、この教材を学校で教材として使

っていただくことで、子供さんを通じて家庭における省エネ行動を促進したい

ということで、達成指標としましては、児童生徒の割合ということで、現在

30％を超えたとこでございますが、今後40％、50％と増やしていけるように働

きかけをしていきたいと思っています。 

 44ページの下は、②－５家庭向け省エネ診断の推進、これは東京都が行って

ございますけども、これと連携して推進を図っていきたいと思っています。 

 45ページの上は、②－６、事業者向けの省エネセミナーや省エネ診断、これ

は区のほうで行ってございますが、これまでどおり、区内産業団体との連携や

東京都の連携も今後考えまして、推進していきたいと思ってございます。 

 下の②－７につきましては、再エネ機器、省エネ機器の情報提供ということ

を引き続き進めていきたいと思っています。 

 続きまして、46ページでございます。②－８につきましては、区の環境イベ

ント等、現在もさまざま行ってございますが、これらを通じまして環境配慮行

動を推進してまいります。 

 47ページ、②－９につきまして、みどりのカーテンや屋上緑化等を利用しま

して、環境教育を推進していくというものでございます。 

 次の47ページをお開きください。中野区地域環境アドバイザーというのが現

在20名でございまして、地域の活動に派遣してございますが、改めて養成講座

を実施し、派遣を継続したいと思ってございます。 

 ②－11、エコドライブなどの普及促進ということで、電気自動車、燃料電池

車などの普及、またハイブリッド自動車等の普及、またエコドライブの推進を

行っていきたいと考えてございます。 



17 

 48ページをお開きください。②－12は、連携都市とのカーボン・オフセット

の取り組みでございます。現在、中野の森プロジェクトということで、喜多方

市、みなかみ町とやってございます。これらをさらに進めてまいりたいと思っ

てございます。 

 ②－13、ペットボトル破砕回収機による回収の促進ということで、破砕回収

機によります回収のＣＯ２の削減ができるということで、その割合を高めたい

ということでございます。 

 49ページでございます。②－14プラスチック製容器包装回収の促進というこ

とで、先ほどもこれは非常に大きな効果があるＣＯ２の削減を推進してまいり

ます。 

 ②－15、区の入札におきまして、環境マネジメントシステムを導入する事業

者に対して加点をしていくこと、これを引き続き推進をしてまいります。 

 50ページをお開きください。③みどりを守り育てる都市緑化プロジェクトで

ございます。このような内容で、取り組みの方向性につきましても、答申をい

ただいた内容に沿ってございます。 

 51ページがその取り組みの例でございますが、アクションプログラムは52ペ

ージからでございます。 

 まず最初に、③－１、建築時などの緑化推進、これまでも推進してございま

すが、今まで以上に推進をしてまいりたいと思っております。 

 ③－２、緑化の普及啓発でございます。緑化のイベント、苗木の配布等でご

ざいます。最近、特に苗木の配布等につきましては、これまでの本数を倍増以

上にいたしまして、区民の皆様へのおうちでの緑化をお願いしているところで

ございます。これらを推進してまいります。 

 53ページでございますが、③－３中野区の緑を高める目標の寄付コース、こ

れを環境基金に新たに設けたいと思ってございます。いただいた寄付につきま

しては、さらに区内の緑化のために上乗せをする形で生かしていきたいと思っ

てございます。 

 54ページをお開きいただけますでしょうか。こちらは、④大規模事業者とし

ての区がやるべき環境配慮率先行動プロジェクトでございまして、こちらに書

いてあります内容、また取り組みの方向性につきましては、答申の内容を踏ま

えたものでございます。 

 56ページをお開きいただけますでしょうか。④－１、ＣＯ２の少ない再エネ

を活用した電力利用の推進ということで、対策等を進めてまいりますので、こ

ういった電力を使う施設をふやしていきたいと考えてございます。 

 また、次が④－２区有施設の省エネ化の推進ということで、いわゆるESCO事

業なども活用いたしまして、大きな建物につきましては、全体としてのエネル
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ギーの見直しをいたしまして省エネ化を進めていきたいと考えてございます。 

 57ページは、④－３、照明機器のLEDにつきましては、施設の改修にあわせ

まして、このように進めてまいりたいと考えてございます。 

 それから、57ページの下は④－４、区有施設の再エネ設備の導入ということ

で、太陽光や太陽熱につきまして、こちらに書いてあります２施設、３施設と

いう形で設置を進めてまいります。 

 58ページをご覧ください。④－５は、太陽光発電に限りますが、小中学校へ

の設置の推進でございまして、現在７校に設置してございますが、さらに学校

の改修等に合わせまして設置を進めてまいります。 

 ④－６、環境マネジメントシステムの運用等という区のISO等につきまして

一層進めていくこと、また、職員一人一人も、家に帰りましても環境に配慮し

た行動ができるようにということでも取り組みを促していきたいと思ってござ

います。 

 59ページ、④－７は、庁有車の燃料使用量の抑制ということで、前年度以下

に抑制していく、削減していくということを推進してまいります。 

 また、次は、④－８は、庁有車につきましても超低公害車、クリーンエネル

ギー自動車への代替を推進してまいります。 

 続きまして、60ページ、これは４つのプロジェクトの番外になりますけども、

適応策でございます。 

 61ページをご覧いただきますと、まず（１）水害対策の推進ということで、

これは温暖化、ヒートアイランド現象に起因するとされてございますけども、

東京都と連携しての河川改修、下水道整備、また区の公園等の道路の整備につ

きましても、水害対策としても進めてまいります。 

 （２）はデング熱対策のことでございます。熱帯の病気、これの発生を防ぐ

ための啓発、また区の施設におきましても、それぞれ蚊の発生対策を行ってま

いります。 

 続きまして、62ページでございます。（３）高齢者の熱中症対策事業という

ことで、夏場、猛暑時におきましては、高齢者会館等におきまして、冷房、こ

れを行いましてこちらに集まっていただいて、電力の削減とあわせて熱中症に

ならないようにという形での対策を進めてまいりたいということでございます。 

 大変時間をいただいて恐縮でございましたが、以上が今回の素案たたき台の

主な内容でございます。ご意見をいただけたらと存じます。 

 それから、今後のスケジュールにつきましても、あわせてご説明をさせてい

ただきます。 

 これは環境審議会だけにお見せする素案たたき台でございまして、本日、こ

の後いただいたご意見も踏まえまして、今月下旬には素案たたき台を素案とい
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う形で区として決定をいたします。その後、12月の議会のほうにその内容を報

告いたしまして、区民の皆様に公表した上で、１月に区民との意見交換会の開

催を予定してございます。その意見交換会を終えた後、それを踏まえまして、

今度は素案ではなく案という形で、１月末には決定いたしたいと思ってござい

ます。その案の段階で、今度は２月にパブリックコメントに移しまして、そこ

でいただいたご意見を踏まえまして、３月の下旬に第３次の中野区環境基本計

画を正式決定するというスケジュールを考えてございます。これらは、以前に

ご報告した内容でございます。決定した計画につきましては、次回の審議会で

ご報告をさせていただきたいと考えてございます。 

 ご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

第３次中野区環境基本計画（素案たたき台）（審議） 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 それでは今、事務局からご説明いただきました第３次中野区環境基本計画の

素案たたき台の目次を開いていただきたいと思います。３章に分かれておりま

す。最初に、第１章と第２章についてご質問とご意見をいただくということに

したいと思います。 

 それでは皆さん、１ページから24ページまでもう一度ご覧になりながら、ご

質問やご意見いただきたいと思います。 

 田中副会長、どうぞ。 

○田中副会長 

 それでは、目次を見ていただくといいと思いますが、第２章が中野区を取り

巻く環境の現状と課題となっておりまして、その中の第１項ですね、１が国及

び東京都の現状と課題。実際に書いているのは、これは温暖化、ＣＯ２とエネ

ルギーの消費のことが国と東京都に関して記述があります。第２項には、中野

区の環境の現状とあり、地球温暖化の現状が（１）、その他が（２）、第３項

に行くと、今度は地球温暖化をめぐる世界、国及び東京都の動向ということで、

今度は温暖化の話にまた戻るんですね。一見すると、１と３が近いというか、

見出しは、１が国及び東京都の現状ですが、内容はＣＯ２やエネルギー消費の

ことなので、内容からすればこの３の（２）とか（３）に重なりそうな話なん

ですね。国と東京都の現状というと、環境全体のことをいうんですかね、これ

は。温暖化に関係することを１と３と分けたのは、何か意味があったのでしょ

うか。改めて、今まで議論してきたのに申し訳ないんですけど、確認です。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 今のご指摘いただきました点でございます。計画の位置づけといたしまして、
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環境全体の計画ではございますが、温暖化対策を中心にということで考えまし

たので、第２章の１が、現状と課題というのがＣＯ２、エネルギー等に絞られ

ているということは、おっしゃるとおりでございます。一方、国にといいます

か、国や東京都、環境全体ということになりますと、中野区のように都市部の

内陸にあって、こういう狭い土地の中に多くの方が暮らしている住宅が多いと

ころというところとは、またかなり違うところが国や都にはございます。確か

におっしゃるとおり、国、東京都と言いながらそのことにつきまして絞らせて

いただくというとこでございます。 

 一方、中野区の部分につきましては、温暖化を中心に書いてございますが、

それ以外の部分もございますので、２章２の（２）のところでそれぞれについ

て書かせていただいたという状況でございます。 

 ３の世界、国、東京都の動向につきましては、上のほうは現状が基本でござ

いますが、３につきましては、今の動向だけではなく、先のことも含めて書か

せていただいたということでございますが、確かにご指摘のとおり第２章の１、

２、３のところで若干わかりにくい部分ございますので、目次の立て方等も含

めまして検討を改めてさせていただきたいと存じます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 他に何かございませんでしょうか。 

 藤原委員、お願いいたします。 

○藤原委員 

 第２章の２の中野区の環境の主な現状と課題の中では、特にエネルギー消費

と、それからＣＯ２排出にかかわる要因としては、人口の変動ですね。それと

区内の施設の、施設というのは民間のビルもあると思うんですが、そういった

ものの推移ですね。言ってみれば棟数とか延べ床面積の変動みたいなことも入

れておくと、実際のＣＯ２とエネルギー消費の変動がうまく説明できるかもし

れません。３章にこれが影響するのは評価の部分で、やはり今言った内容があ

りまして、面積当たりのＣＯ２排出量とかエネルギー消費っていう評価に結び

つくことができるので、ぜひPDCAの区別ですね、考えておくのはいかがかなと

いうのが私の意見です。 

○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。 

 他に何かお気づきの点などあれば遠慮なく言っていただきたいのですが、も

しないようでしたら、第３章の将来像と目標実現に向けた４つのプロジェクト、

これ25ページから62ページまでございますが、これについてはいかがでしょう。 
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 中井委員、お願いします。 

○中井委員 

 ちょっと教えていただきたいのですが、今回の対策に対してのお金というか、

予算措置は、素案が決まってからなのですか。それとももう並行して予算的な

裏づけは各項目にできているのでしょうか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 今のお尋ねでございます。基本的には、現在、まず基本構想の改定を進めて

ございまして、また10か年計画に改定をするということでございまして、これ

は環境に関する個別の計画ということの改定でございます。 

 予算措置につきましては、直接この内容とリンクはしてございません。従い

まして、これをまた固めていく段階で、あわせて来年度以降の予算編成も行わ

れますので、その中で具体的な予算措置につきましては出していくということ

になります。 

 例えば、アクションプログラムは先ほどの36ページでいいますと、ステップ

１、ステップ２ということで書かせていただきましたが、例えばステップ１に

は２年間分がございますので、平成28年と29年度をおおむね想定しているとい

うことでございます。したがいまして、ステップ１に書いてあることが28年度

の、予算を要するものにつきまして、28年度に行うのか、あるいは29年度にな

るのかということにつきましては、全体の予算措置の中で決めていくというふ

うに考えてございます。 

○中井委員 

 それで実は前のほうは意外と具体的ですが、後のところの、例えば自転車レ

ーンの設置については、推進という形で書かれておりますが、具体的に、何か

目に見えているようなものはあるのでしょうか。まちづくりのところは、具体

的に以前から区報や何かに出ていたような項目の記載があるので、非常にしっ

くりくるのですが、それ以降に書かれているステップ１とかステップ２の推進

というところは、具体的に本当にそういうところまで考えられているのかとい

うところを少しお聞きしたかったのです。 

 例えば、具体的には、自転車レーンの設置と書かれているのがありますよね。

これをやろうと思うと、結構大変なような気もしますし、そういう意味では予

算のほうも意外と大変じゃないかという気がしたものですから。そういう意味

で全体の進め方がどうなるのかなと思いました。ステップ１が同じように２年

という形で、全部この２年間の中で書かれていることが全部組み込まれるのか、

それとももう少し、より具体的なアクションプログラムに落とし込まれるのか、

その辺はどうなのでしょうか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 
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 この上位計画になりますが、10か年計画がございますが、それも、現在の素

案ではステップを10年間で４つに分けてございます。４つというのは、２年、

２年、２年、４年っていうのがおおむねのものでございます。その中で、やは

り具体的に書かれているものもあれば、推進をしていきますというような形の

ものもございます。やはり予算措置、あるいは財政状況の、予算措置は単年度

ごとに決めていくのが基本でございますし、財政状況に一定の変化があるとい

うようなこともございますので、計画でございますので、一定の考え方、方向

性、あるいはある程度の見通しをお示しはするということでございます。 

ちょっと予算的なものにつきましては、やはりそれぞれの年度の状況もござい

ますので、一定の幅を持たせて書かせていただいているということでございま

す。 

 また、現時点で特定の場所なり施設なりの明示できるようなものにつきまし

ては明示をさせていただいてございますが、現時点で特定の場所などを入れな

いものにつきましては、はっきりと場所は明示をしないで、今後の計画なり改

修ですとか、そういった中で具体的に定めていくいうような形でお示しをして

いるとこでございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。内容について何かございませんか。 

 山村委員お願いします。 

○山村委員 

 削減目標の設定のことについて、念のために確認で教えていただきたいと思

います。 

 このたび拝見すると、エネルギーの消費量のほうが削減目標で、ＣＯ２はど

ちらかというと参考というような形の設定になっているということかと思いま

すが、これまでの審議会の中でやりとりされている内容からすると、どちらか

というとＣＯ２の話で何かなされてきたような感覚を持っておりました。間違

いかもしれませんが、そのあたり、エネルギー消費量を削減目標にされた経緯

のようなところを補足いただければと思いました。 

 当初から、私たち事業者とすれば、特に東日本の震災以降は、事業管理上は

ＣＯ２も総量は見ますけれども、エネルギー管理しなければというようなこと

で、事業者はそういうふうにしていますというふうなことをこちらにも申し上

げた気がするんですけれども、このエネルギー消費量の削減目標は設定された

ほうがいいなと思っておりましたので、ここに落ちついてきたことについての

何か補足いただけるところがあればお尋ねしたいと思いました。 

○大沼会長 

 事務局、お願いします。 



23 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 今のお尋ねでございますけれども、審議会のご議論につきましては、最終的

には答申という形でまとまったと認識をしてございます。６月にいただきまし

た答申の中では、９ページでございますが、目標の考え方につきましてご意見

をいただいたところでございます。大まかに申し上げますと、目標については、

ＣＯ２排出量の削減のこととエネルギー消費量の削減を併記すべきであるとい

うご意見をいただいてございます。その理由につきましては、電力のＣＯ２排

出係数が大きく動いている中で、区民や事業者の皆様も省エネ努力の成果が明

確な数値としてあらわれるエネルギー消費量の削減についても削減目標として

位置づける必要があると考えますという形でいただいてございます。 

 一方で、こちらの今回お示しした素案たたき台の中では、併記は併記でござ

いますが、エネルギーの使用量のほうを第一義に掲げ、ＣＯ２につきましては、

記載をしてございますが、参考目標という位置づけにさせていただきたいとい

うことで書かせていただきました。 

 基本的には、答申いただいた内容と齟齬することではないとは思ってござい

ますけども、そういった形にいたしましたのは、やはり今後のエネルギー消費

量につきましては、私どもも区民の皆様も事業者の皆様も一定数値が明確でご

ざいますが、ＣＯ２につきましては、今後の、原子力発電ですとか、あるいは

再生可能エネルギーの利用ですとかいうことの動向に大きく左右されるところ

もございます。現時点で、特に東京の電力状況ということでいえば、まだはっ

きりしてない部分も多くございますので、ここでＣＯ２の削減目標を併記する

という場合の前提条件の設定、なかなか難しいだろうというようなこともござ

いまして、基本的には排出係数が変わらなければ、廃棄物部門などは違うこと

もございますが、エネルギーとＣＯ２は比例するような関係にございますので、

そういった形で、前提としてエネルギーを目標とし、ＣＯ２は参考という形に

させていただいたというとこでございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 他に何かございませんか。 

 大石委員。 

○大石委員 

 車に関しての話です。47ページ②－11にて、クリーンエネルギー自動車とい

うのは「電気自動車と燃料電池車」で一定の燃費基準や排出ガス基準を満たし

たこの超低公害車は「ハイブリッド自動車やガソリン自動車」と定義されてい

ます。この定義なんですけども、このステップ１、ステップ２で５か年の計画

になるということから、かなり将来的な話も含めて普及促進という観点で狙っ
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ていかなければならない。車を１台新規に購入しますと、大体７～８年ぐらい、

長い人はもっと乗りますけど、ライフサイクルがあります。 

そうしますと、今、普及促進をするのであれば、クリーンエネルギー自動車

のほうを普及促進する方が、将来的にわたって待ったなしの状況の温暖化の対

策に効いてくるのではないかと思います。 

 ところが、文中で一番最初に来るのは超低公害車となっておりまして、例え

ば59ページでも、超低公害車及びクリーンエネルギー自動車への代替という記

載です。各ページにて一番最初に記載されているのが超低公害車となっており

ますが、プライオリティーは、クリーンエネルギー自動車の方が高いと考えま

すので、より環境負荷を低減させるのに有効な手段であるクリーンエネルギー

自動車を先に記載いただく方がよろしいのではないかという意見です。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 事務局から、何かございませんか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 今、委員からご意見をいただきましたとおり、確かにクリーンエネルギー自

動車のほうが優先課題だと思っております。一方で、価格の面ですとか、ある

いは燃料を補給するステーションなんかがどこまであるのかといった問題もご

ざいまして、なかなか難しいことがございますが、内容的には、委員ご指摘の

とおり、低公害車というよりもクリーンエネルギーが、行政として推進してい

くべき課題だと認識してございますので、今ご指摘いただきました47ページ、

59ページにつきまして、プラグインハイブリッドを含めまして、改めてここは

検討させていただきたいと思います。 

○大沼会長 

 他に何かございますか。 

 田中副会長、どうぞ。 

○田中副会長 

  そうですね、何点かあります。第３章ですね、めざす将来像というのがあ

りますが、25ページ、めざす将来像。ここの（１）の丸二つ目に、環境負荷の

少ないまち、低炭素なまちという形で出てきます。それから同じ25ページで、

例えば、（２）10年後に実現するまちの姿の丸２つ目に、同じように環境負荷

の少ない低炭素なまちづくりが出てきます。上と何が違うかというと、環境負

荷の少ないまちのこれこれになって低炭素なまちがある、こういうふうに書か

れていますが、（２）では、環境負荷の少ない低炭素なまちづくりという、こ

れが１つのフレーズになっています。ここの箇所では、このように分けている

意味があるのか、という点を確認させてください。33ページを見ていただきた
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いと思いますが、33ページが、環境負荷の低炭素社会ということで、これは将

来像でして、アクションプログラムの将来像ということなんでしょうか。ある

いは全体の将来像ですかね。環境基本計画の将来像でもあるわけですが、ここ

では参考までに環境負荷の少ない低炭素社会というふうにしているもので、こ

れは１つのフレーズになっていますので、こういう使い方からすれば、前の25

ページの使い方は、ちょっとどうなのかなと思いました。ですから、このよう

に分けている意味があれば、その意味を教えてください。これが１つ目です。 

 ２つ目は、33ページを見ていただいておりますが、33ページは、この構成が

環境負荷の少ない低炭素社会というのが全体の将来像になっています。その中

に５つの柱があるんですね、４プラス１です。４プラス１の、この一番上が環

境負荷の少ない低炭素まちづくりプロジェクトということで、また低炭素、環

境負荷の少ないといっています。これは全体の将来像と同じ内容を掲げている

んですね。２は地球にやさしいですか、快適なライフスタイルという、それか

ら３がみどりを守り育てる都市緑化プロジェクト、４が事業者、区ですかね。

事業者としての区のプロジェクトという話になっています。この１のことだけ

が、環境負荷の少ない低炭素社会というふうに全体将来像になっているので、

これでいいのかと思いました。１の話を低炭素社会のほうに、要するに温暖化

対策というふうにして全体を環境負荷の少ない低炭素社会というのか、あるい

は全体のフレーズを変えたほうがいいのかと、少し工夫が必要かと思いました。

全体と部分とが同じとなると、他の部分が全然配慮されてないように読めます

ので、検討したらいいかなと思いました。目標像のところが気になりましたの

で、そのあたりを指摘させていただきました。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。 

 事務局、いかがでしょうか。この将来像というところと体系図ですね。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 ご指摘の25ページの（１）将来像と（２）の10年後に実現するまちの姿の中

での環境負荷の少ないというところは、特に意識してということではないと思

ってございます。こちらは先ほど申しましたとおり、基本構想10か年計画を踏

まえて書かせていただいおりますけれども、誤解されることのないよう、文章

につきましては少しと工夫をさせていただければと。 

○大沼会長 

 調整してみてください。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 それから、33ページにつきまして、将来像といたしまして、一番左に環境負

荷の少ない低炭素社会ということを全体の将来像として掲げたところでござい
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ます。一方で、そのプロジェクトの１番目のタイトル、環境負荷の少ない低炭

素まちづくりプロジェクトという、これが同じ名前ではないかということはご

指摘のとおりでございます。先ほどのご説明の際に、現状の４つのプロジェク

トとの大きな違いは、この低炭素まちづくりプロジェクトという部分を抜き出

し、かつ１番に持ってきたということで申し上げてございまして、ここに重点

を置いたというところではございますが、文章の整理として、将来像とプロジ

ェクトというのが同じ名前という件につきましては、改めて考えさせていただ

きたいと思っています。 

○大沼会長 

 ありがとうございました。この点よろしくお願いいたします。 

 他に何かございますか。よろしいでしょうか。 

 では、私から１点だけ。スマートエコシティなかのというのがスローガンに

なっているんですが、今まではスローガンですかというのは、何かありました

か。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 エコシティなかのです。 

○大沼会長 

 エコシティなかのですよね。そうですね。これにスマートというのをつけた

形ですね。これについて何か皆さん、特に区民の皆さん、何かご意見はござい

ませんでしょうか。 

 どうぞ。 

○中井委員 

 私はいいかなと思ったのですけれど。確かにご説明あったように、知恵を使

ってとかいう意味で、その方向性もあるのではないかと思います。これについ

て私自身は賛成です。 

○大沼会長 

 いかがですか、他の区民の方々は。よろしいでしょうか。 

 それでは、このスマートエコシティなかのというのは、ぜひわかりやすい説

明をつけて書いていただければと。多分、年配の方々というのはスマートとい

うと、クレバーの意味ではなくて別な意味にとらえる方もいるかもしれません

ので、その点、誤解のないようによろしくお願いいたします。 

 他に何かございませんか。田中副会長、どうぞ。 

○田中副会長 

 27ページ、先ほどの削減目標の話が出まして、26、27ページにかけて目標を

エネルギーにしたほうがいいというのはご説明のとおりだと思うんです。それ

を明確に、26ページの頭書きのとこに書くのかどうかですよね。ここでは、Ｃ
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Ｏ２排出量やエネルギー消費量の削減目標を掲げることにします、と言ってい

て、２つを削減目標に掲げているんですが、実際に掲げる削減目標は、27ペー

ジですが、エネルギーだけですね。だから、26ページの最初の頭書きのところ、

４行ぐらいですか。ここの表現を工夫したほうがいいのではないか。つまり、

ＣＯ２排出量とエネルギー消費量のコストとか考え方があるけれども、排出係

数の変動等があって追跡しにくい、あるいは区の、区民の責任、区民の努力を

きちっと表示すために、そういう点でエネルギー消費量をここでは採ることに

した、何かそういう考えだと思うんです。その考えを整理しておけば、（２）

で削減目標をこのように書くというのは意味があると思います。それから、削

減目標のところでご説明いただいていて、家庭部門、産業部門、あるいは業務

部門、といった形になっていますが、これは区の、例えば家計部門とか、産業

部門とか、そういう形で算出可能な数値でしょうかというお尋ねです。私自身

の質問です。もしそれであればいいのですが、なかなかこれは難しい。これも

は、区民の努力が十分反映されない数値が結果として出てくる可能性があるの

かな、と思ったものですから。エネルギーの把握が、きちんと区、区内の事業

者、区民の努力がこのエネルギーとして集計できるでしょうか。そういう意味

の質問です。回答をお願いいたします。 

○大沼会長 

 事務局、お願いします。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 最初の26ページのご質問につきましては、ＣＯ２排出量の目標とエネルギー

消費量の目標の考え方につきまして再度整理をすることとしたいと思います。 

 それから、27ページのほうでのこのエネルギー消費量の目標について、ここ

の４つの部門別があるわけですが、それぞれきちんとした数字の積み上げが可

能かということでございます。 

 ご質問のお答えになっているかどうかなんですけども、この考え方としまし

ては、現状のエネルギー消費量があり、それが10年後に、平成37年度にどうな

のかというまず推測をいたしまして、その推測の考え方は、新たな温暖化策を

とらないと。現状あるものだけがあって、そのために機器の性能も今のままだ

し、区民や事業者の方の省エネ行動もそのままですと。ただ、世帯とか建物の

床面積につきましては、世帯はふえるだろう、建物の床面積は横ばいであろう

と、こういったものがございましたので、そういった予測がございますので、

それを前提に推計をしてみたと。そうすると、2.1％減という形になりました。 

 しかしながら、これをいかに努力して削減に向けていくかということで、次

にこういったことをやることで918TJの削減をしたいということで、ここで一

定の計算を考えたわけでございます。副会長ご指摘のとおり、ＣＯ２もエネル
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ギーも私どものほうで明確に区内のものを把握できるかといいますと、把握で

きないものもたくさんございます。また、何らかの形で増えた、減ったという

ときに、それが一体、誰の取り分なのか、国なのか東京都なのか区なのか、は

たまた区民や事業者の努力なのかという点については、はっきり分けられない

部分があると思ってございますので、はっきりとした積み上げは難しいという

ことを考えてございます。 

 そういった意味で、29ページのところで参考の数字ということで、上のほう

では、私どもがアクションプログラムとして書いたものの中で、エネルギーと

ＣＯ２の計算ができるものを書かせていただきました。また、その下の抑制効

果ということで、現時点でもこのようにＣＯ２の発生を抑えていると言えるも

のにつきましては、書かせていただくという形をとらせていただいてございま

す。全てについて、現状の目標を積み上げや削減の数を積み上げていく、ある

いは後々でそれをできたかどうかの点検をするという段階におきましても、で

きることとできないことがあるというふうに思ってございます。 

○田中副会長 

 そうすると、一例ですが、27ページです。平成24年度実績で、本文１行目の

ところですね。家庭部門は5,563TJ書いています。そうすると、この家庭部門

は中野区で今、何十万世帯かあると思うんですが、その世帯からの分が出てく

るのは本来、家庭部門でのエネルギー消費の量だと思うんです。エネルギーと

いうのは電気が中心で、ガスも、場合によっては灯油も使ったりしますよね。

そこで、電気だけとってきても、中野区の家庭が使っている電気量はなかなか

把握しにくいですよね。多分やり方いくつかあるんですが、推計方式でしょう

か。オール東京はそうやっているんですか、全部の家庭のエネルギー消費量な

んかを集計しているようなものですか。 

 よくあるのは、例えば、世帯当たり、１戸当たりのエネルギー消費量を原単

位として把握して、中野区が20万世帯なら、かける20万というように、家庭部

門のエネルギー消費量だとこういう算出の方法があるんです。それは、例えば

５年後にたつと家庭部門の、例えば世帯数も変動しますが、１世帯当たりの電

気消費量も変わりますので、またそこで掛け算して、トータル家庭部門がどの

ぐらい変わったかという、こういう出し方です。つまり、どういう方法でこれ

を把握するか、こういう数値を捉えていくか、ということの出し方次第で、区

民の努力が反映されない、区民は一生懸命省エネしているんだけれども、区全

体として見ると、結果として、見かけ上っていく、計算上増えてしまうという

ことのないように、このあたりを何かうまくできないかなという思いがありま

した。 

 だから、できるだけ区民の努力が反映されるような把握方法、算定方式をぜ
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ひ組み込みたいというのが、要望ということにさせていただきたいと思います。

以上です。 

○大沼会長 

 はい、わかりました。おっしゃるこのはごもっともだと思いますので、さま

ざまなやり方があると思いますけど、ぜひ工夫させていただきたいと思います。 

 他に何かございますか。 

○中井委員 

 いいですか。 

○大沼会長 

 はい。 

○中井委員 

 すみません。目標のところで、エネルギー消費量かＣＯ２排出量か、これに

ついては今の説明でいいと思うのですが。取り組みの中で、先ほど参考という

形でＣＯ２の削減項目がアクションプログラムに組み込まれている中で、明ら

かにＣＯ２が削減できる取り組みが書かれていますよね。ですから、まとめ方

として、参考でまとめられるのか、絶対量としてのＣＯ２ではなくて、具体的

にアクションを起こして、電力の排出係数のような、変動のあるものによるＣ

Ｏ２の削減ではなくて、具体的にアクションプログラムの中で項目として挙げ

られているもので削減目標値設定はできないでしょうか。 

 今、アクションプログラムの中でいろいろつくられていますよね。参考で数

字が載っていますよね。明らかにそういう、例えば電力自由化になったときに、

何かどこか他から買ってきてということもあるかもしれませんし、そういう意

味で、何か具体的なアクションを起こしてＣＯ２を下げようという取り組みを

されるのでしたら、そこを何か、その部分だけの目標値ということはできない

でしょうか。 

○大沼会長 

 ターゲットというのを出すということですね。 

○中井委員 

 絶対量という意味ではなくて、今ここで言われている目標値というのは、絶

対量の削減がいくらかというところの話ですよね。そうではなくて、ＣＯ２、

こういうアクションでこれだけは下げますよっていうのがあれば、そういうも

のを目標にしてもいいのではないかと思ったのです。 

○大沼会長 

 個別の何かでということですか。 

○中井委員 

 そうです。個別の積み上げたものでの削減目標みたいなものが。電力といっ
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た、他者の影響によって変わるものではなくて、中野区の努力だけで下がるＣ

Ｏ２があれば、そういうものを目標にされてもいいのではないかと思ったので

すが。 

○大沼会長 

 そしたら、目標を１つに限る必要はないということですね。 

○中井委員 

 絶対量の目標はエネルギーでいいと思うのです、削減はこういう形で。 

○大沼会長 

 ＣＯ２の目標も同じように掲げて、ということですか。 

○中井委員 

 はい。何か参考値だけでやるのももったいないのかなという。具体的にアク

ションプログラムでいろいろ書かれているので、そこだけやってもいいのかな

という気はしました。少ない量でいいと思うのです。 

○大沼会長 

 事務局、その辺りちょっと工夫してみていただけますでしょうか。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 委員のご指摘の具体的なところというのは。 

○中井委員 

 参考のところに書かれている項目ございますよね。29ページ。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 29ページのＣＯ２削減量を目標にするということでしょうか。 

○中井委員 

 例えば、こういうものが今後、アクションプログラムでいろいろ書かれてい

るのでしたら、そういうものを積み上げて、例えば何十トンのＣＯ２削減を目

指しますよというふうにされてもいいのではないかと思ったのですが。結果と

しての参考値という扱いだけではなくて。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 29ページの上のほうの、ここに掲げてございますアクションプログラムによ

りますＣＯ２削減量等を変更というよりも目標にというような。 

○中井委員 

 数値目標にされてもいいのではないかと思いました。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

参考という形で書かせていただいてございますけども、今委員のおっしゃっ

たようなご意見を踏まえまして、どういう位置づけにするのか検討させていた

だきます。 

○大沼会長 
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 よろしくお願いします。 

 恐らく今の話は、対策目標のようなことで、それぞれの対策課題ごとに目標

が設定されて、あるいは数値化されている目標を合計すれば、どのくらい減ら

すか、何かそういうご趣旨かなと思いました。それは、確かに対策を実施して

どれだけ効果を上げるかっていうことを把握していくときに明解な目標になる

と思うんです。私がちょっと気になったので事務局に教えていただきたいんで

すが、これの計画は、地球温暖化対策地方公共団体実行計画を兼ねるという位

置づけになっていますよね、区域施策編でしたか。そういったときに、区域施

策編はＣＯ２の削減目標を明示しなくてよかったのかというのを、今ふと思い

出しました。つまり温暖化対策実行計画っていうのは法律で定められた計画で、

たしか法的なものに該当するような、４つの課題を整理しろとか、目標の立て

方といったものがマニュアルか何か定めていなかったかなと思いまして、その

点、整合性は大丈夫そうですかというのがお尋ねです。 

○環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

 まず、区は、温対法によりまして、地球温暖化対策地方公共団体実行計画

（区域施策編）をつくる義務を負ってはございませんけども、努力義務はある

とされてございます。区はこれを環境基本計画という名前のものに含めてつく

るという考え方を持ってございます。会長ご指摘のとおり、条文の中に何を盛

り込むということが書かれてございますので、十分精査いたしまして、漏れの

ないようにそうさせていただきたいと存じます。 

○大沼会長 

 そうですね、ぜひそうしてください。ありがとうございました。 

 他に何か特にご意見ございますか。 

ないようでしたら、第３章についてのご質問、ご意見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 

それでは、この次に、議事２番 その他に入りたいと思います。 

 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） 

 それでは、その他の中で、事務局からご連絡を申し上げます。 

 次回の第８回審議会の日程でございます。正副会長にご相談を申し上げまし

て、次のとおり開催させていただきたいと存じます。日付は来年、平成28年３

月29日火曜日、時間は午後１時半から午後３時半まででございます。改めてご

案内を差し上げますが、委員の皆様方のご予定に入れていただければと存じま
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すので、よろしくお願いいたします。内容は、先ほども申し上げましたとおり、

決定予定の第３次中野区環境基本計画をご報告させていただきたいと思ってご

ざいます。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です。いろいろな意見をいただきましてあり

がとうございました。 

 他に何か、委員から何かありますでしょうか。もしなければこれで終了にし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、次回の審議会は、来年３月29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、前回と同様に、事務局から委員の皆さんへ案を送付

し、ご確認をいただいた上で作成しますので、ご協力をお願いいたします。 

 では、以上をもちまして第７回中野区環境審議会を閉会させていただきます。

ありがとうございました。 


