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第８回中野区環境審議会 

 

 

１ 日時 

  平成28年３月29日（火）午後１時30分～午後２時45分 

 

２ 場所 

  中野区役所 議会棟４階 第１委員会室 

 

３ 次第 

議事 

１ 第３次中野区環境基本計画の策定について 

２ 中野区基本構想及び新しい中野をつくる10か年計画（第３次）（案）に

ついて 

３ 区長との懇談 

４ 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、岸哲也、岡本秀子、大野道髙、 

佐々木直巳、井上於菟、中井敏雅、明石浩一、赤星義彰、鳥羽修平、 

田辺謙二、福嶋豊、山村宜之、藤原孝行 

（２）欠席委員（5名） 

   関口俊夫、髙村愼一、丸茂功一、大石博基、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） 

   三菱自動車工業株式会社 総務渉外部 エキスパート 五島賢司 

   （大石委員の代理として） 

 

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 

地球温暖化対策担当職員４名 
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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）            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）代理  松前友香子 

   子ども教育部副参事（子ども教育施設担当）    浅野 昭 

   環境部副参事（ごみゼロ推進担当）        高橋 均 

   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）          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）     石濱良行 

 

７ 配付資料 

資料１ 第４期 第８回中野区環境審議会 次第 

資料２ 第３次中野区環境基本計画の策定について 

資料３ 第３次中野区環境基本計画 

資料４ 中野区基本構想 

資料５ 新しい中野をつくる10か年計画（第３次）（案）【抜粋】 
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○鳥井副参事 

 それでは、お時間過ぎてございますので、今日はお忙しいところお集まりい

ただきましてありがとうございます。 

 それでは、大沼会長、お願いいたします。 

○大沼会長 

 皆さんこんにちは。では、ただいまより第８回中野区環境審議会を開催いた

します。 

 本日、関口委員、髙村委員、丸茂委員、大石委員、伊香賀委員より欠席の連

絡を受けております。 

 現時点での出席の委員は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、大石委員のかわりに、三菱自動車工業株式会社より五島さん

が出席されています。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

します。 

 続きまして、配布資料の確認を事務局からお願いいたします。 

○鳥井副参事 

 それでは、本日の配布資料を確認させていただきます。 

 資料１でございます。次第でございます。 

 続きまして、資料２、第３次中野区環境基本計画の策定についてというＡ４、

１枚でございます。 

 続きまして、資料３、これは資料３という資料番号がふってございませんが、

カラー刷りのものでございまして、第３次中野区基本計画の冊子でございます。 

 続きまして、資料４、中野区基本構想でございます。 

 続きまして、資料５、新しい中野をつくる10か年計画（第３次）（案）の抜

粋でございます。 

 それから、この５つの資料のほかに、座席表をお配りしてございます。 

 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の策定について 

○大沼会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、資料１の次第に従って、議事を進めさせていただきます。 
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 なお、本日は議事３番として、区長との懇談を予定しておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 では、最初に、議事１番の「第３次中野区環境基本計画の策定について」を

行います。事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○鳥井副参事 

 この３月に第３次中野区環境基本計画を策定いたしましたので、ご報告いた

します。 

 今回の第３次中野区環境基本計画につきましては、この環境審議会のほうに、

一昨年の５月に諮問させていただきまして、昨年の６月に答申をいただいてご

ざいます。その後、11月の審議会におきまして素案のたたき台をお示しし、今

回、その後の手続を経まして策定いたしましたので、ご報告をさせていただき

ます。 

 最初に、資料２をご覧いただけますでしょうか。 

 上のほうの最後で書いてございますが、平成27年６月、環境審議会から答申

をいただきました。その後、区民との意見交換会を行い、また、パブリック・

コメントの手続を経まして、その後に、第３次中野区環境基本計画を策定いた

しましたものでございます。 

 前回の11月の審議会以降のことをここではご報告させていただきます。 

 まず、１番、計画素案についての意見交換会でございますが、３回実施をい

たしまして、合計13名の方のご参加をいただきまして、さまざまなご意見をい

ただいたところでございます。 

 この意見交換会を踏まえまして、２番でございますが、計画の素案から計画

の案にする段階でこのような変更をいたしてございます。 

 詳しくは後ほどご説明いたしますが、４点ございまして、１番が素案策定後

の世界等の動きを追記してございます。ＣＯＰ21等でございます。 

 ２番目といたしまして、目指す将来像の一部を変更したものでございます。

これは中野区基本構想と10か年計画、後ほどご報告いたしますが、その検討状

況を反映したものでございます。 

 ３番目といたしまして、区のエネルギー消費量等の削減目標を掲げてござい

ますが、これにつきまして、東京都環境審議会答申の中間まとめが昨年11月に

出ましたので、これを踏まえて一部変更をいたしてございます。 

 それから、４番目、目標につきましては、10年後の目標を掲げてございます

が、それとあわせまして、５年後のものも追記をさせていただいてございます。

これは上位計画になります区の10か年計画と整合を図ったものでございます。 

 続きまして、３でございますが、その後、この計画案といたしまして、パブ

リック・コメント手続を行ってございます。行ったのは２月２日から22日でご
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ざいましたが、意見の提出は特にございませんでした。 

 ４番、計画の案から、今回の計画での主な変更点でございます。２点ござい

まして、１点としましては、東京都の環境基本計画のあり方につきまして、東

京都の審議会が中間まとめを報告したということで書かせていただいてござい

ましたが、その後、今年の２月に答申になりましたので、その内容に修正をし

てございます。 

 ２点目でございますが、デング熱対策等に向けた周知活動の推進という区の

プログラムがございましたが、これにつきまして、デング熱以外の蚊媒介感染

症対策を含むような表現に修正をしております。 

 昨年11月の環境審議会におきましてお示しをいたしました素案たたき台から

の主な変更点は以上でございます。 

 それでは、資料３、冊子のほうで変更箇所につきましてご説明させていただ

きます。 

 最初に、５ページをお開きいただけますでしょうか。５ページの下のほうに

②気候変動枠組条約締約国会議がございますが、こちらにつきましては、ＣＯ

Ｐ21が昨年末に開かれまして、パリ協定が採択されてございますので、その記

述を追加させていただいたものでございます。 

 続きまして、７ページをお開きいただけますでしょうか。７ページの下、③

適応計画がございます。これは国の動きでございますが、地球温暖化につきま

しての緩和策のほか、適応計画、これについて政府のほうで初めて昨年11月に

策定をされましたので、その内容につきまして追記をさせていただきました。 

 続きまして、９ページをお開きいただけますでしょうか。９ページの真ん中

あたり、④でございます。東京都環境基本計画のあり方についてという部分が

ございます。これにつきましては、私どもの素案たたき台以降、東京都の環境

審議会の中間まとめ、また、今回２月に最終的な答申、これが報告されてござ

いますので、その内容を記載させていただきました。 

 続きまして、25ページをお開きいただけますでしょうか。25ページは、第３

章、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番、めざ

す将来像がございます。（１）は将来像、それから、（２）10年後に実現する

まちの姿ということで、今回、環境負荷の少ない低炭素社会ということで書か

せていただきましたが、お示しをしました以前のものから、私どものほうの上

位の計画になります基本構想、10か年計画のほうの検討状況もあわせまして、

多少文言の修正、追加等をさせていただいたというものでございます。 

 続きまして右のページ、26ページでございますが、ここでは削減目標のとこ

ろで（１）削減目標設定の考え方がございますが、この一番下の内容でござい

ますが、先ほど申し上げました東京都の環境審議会の答申の内容を書かせてい
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ただいたということでございます。 

 これは具体的に申し上げますと、下から５行目あたりでございますが、「平

成42（2030）年までにエネルギー消費量を平成12（2000）年比38％程度削減と

すべきである」といった内容を追記させていただいたものでございます。東京

都が目標を上方修正したということでございます。 

 続きまして、27ページをお開きいただけますでしょうか。上のほうに（２）

削減目標ということで、緑の枠で囲った部分がございます。ここでエネルギー

消費量の削減目標を掲げているわけでございますが、まず１点目としまして、

平成37年度の目標につきまして、平成24年度比マイナス15.2％という目標を掲

げさせていただいてございます。 

 これにつきましては、前回お示しいたしました素案たたき台の段階では、

15.2％ではなく10.5％の削減ということで掲げさせていただいてございました

が、先ほど申し上げました東京都の目標の上方修正に伴いまして修正させてい

ただいたというものでございます。 

 また、今の平成37年度の上の段に平成32年度の目標がございますが、これは

先ほど申し上げました区の10か年計画との整合がございまして、５年後の目標

というものにつきましても書かせていただいたというものでございます。 

 右の28ページの上のほう、（参考）というところをご覧いただきたいのです

が、これは、今回の目標の修正にあたりまして、国の目標だけではなく、東京

都の新たな目標につきまして、それぞれ目標年次等がずれてございますので、

これを中野区の目標に置きかえたということでございまして、東京都が新たに

審議会の答申で指定してきた目標は、中野区にあてはめると、15.2％程度の削

減というふうに推計ができましたので、それに合わせたという記述をさせてい

ただいてございます。 

 28ページ、29ページのグラフ等につきましては、そうした目標に合わせてグ

ラフ等を修正させていただいたというものでございます。 

 それから、34ページをお開きください。34ページが今回の中野区環境基本計

画の体系図になってございまして、左から将来像、真ん中にプロジェクト、そ

れから、アクションプログラムということになってございますが、プロジェク

トの一番下のところで、「◎適応策」という形で適応策につきましても位置づ

けをさせていただいたというものでございます。 

 それから、アクションプログラムでございますが、63ページをお開きいただ

けますでしょうか。63ページでございますが、デング熱対策等に向けた周知活

動の推進ということで、先ほど申し上げましたが、デング熱以外の蚊が媒介す

る感染症につきまして、ジカ熱等の話題が年末から１月、２月とございました

ので、それにつきましても含めてというようなところを前提にいたしまして、
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「等」というような言葉を入れさせていただいたというものでございます。 

 続きまして、64ページからの資料編でございます。 

 65ページをお開きください。65、66ページにつきましては、今回の策定の経

過ということで、日を追ってまとめさせていただきました。 

 左上、平成26年５月16日が第１回環境審議会でございます。ここで区長のほ

うから諮問させていただきました。 

 その後、右のページでございますが、平成27年11月６日、第７回の環境審議

会におきまして素案たたき台をお示ししたというところでございます。 

 そこでいただいたご意見を踏まえまして、その後、素案ということで区民と

の意見交換会を３回、それから、パブリック・コメントの手続が進んだという

流れでございます。 

 続きまして、67ページでございます。67ページは、今回ご審議いただきまし

た第４期中野区環境審議会の委員名簿ということで、途中で委員が交代されて

いるものもございますが、その分も含めまして委員の名簿をつけさせていただ

きました。 

 68ページ以下につきましては、中野区環境基本条例を載せてございますので、

後ほどご参照いただければと存じます。 

 冊子の裏表紙には写真を使ってございますが、これは、ここから見ますと私

どもの右手のほうになるわけでございます。中野四季の都市を撮った写真でご

ざいまして、中にございます明治大学の校舎のほうから中野四季の都市を撮っ

てございます。 

 下のほうにございます緑が中野四季の森公園の緑ということになりますので、

ご紹介させていただきます。 

 私のほうから、第３次中野区環境基本計画の策定についてのご報告は以上で

ございます。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。 

 今の説明について、何かご質問とかご意見ございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 では、何もご意見がないようでしたら、このご報告についてはこれでおしま

いということにさせていただきます。 

 

議事２ 中野区基本構想及び新しい中野をつくる10か年計画（第３次）(案)に

ついて 

○大沼会長 

 続いて、議事の２番の中野区基本構想及び新しい中野をつくる10か年計画に
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ついて議論を進めたいと思います。 

 事務局から資料の説明をよろしくお願いいたします。 

○鳥井副参事 

 それでは、資料４をご覧ください。区の計画の体系の最上位に位置いたしま

すのが、中野区基本構想でございますが、これが今回、３月25日の区議会の本

会議におきまして議決をされてございます。 

 また、この基本構想の理念と将来像を実現するための取り組みや目標を示す

区の基本計画でございます、新しい中野をつくる10か年計画（第３次）（案）、

これが資料５でございます。これにつきましては現在、パブリック・コメント

手続を実施ということで、４月下旬に最終決定をする予定となってございます。

関連する部分がございますので、抜粋とさせていただきましたものでご報告と

させていただきます。 

 まず、資料４でございます。これが今回議決されました中野区基本構想の全

文でございまして、もともとは平成17年のものでございますが、今回、２回目

の改訂を行ったというものでございます。 

 環境や地球温暖化の観点の部分の場所をお示しして申し上げますと、１ペー

ジ目、下から２行目のところで、最近起きたことでございますが、「地球温暖

化の影響が一層懸念されるようになったこと」といった記述が書かれてござい

ます。 

 それから、続きまして、４ページからが第３章となってございます。中野の

まちの将来像ということでございますが、これにつきまして、環境の部分は６

ページでございます。６ページの下のところに、Ⅲ 環境負荷の少ない、持続

可能なまち、環境負荷の少ない低炭素社会というような形で、環境に関する将

来像、こういった姿を目指すというのが書いてございます。 

 続きまして、12ページをお開きください。12ページからは、第４章、10年後

に実現するまちの姿でございます。 

 環境部分は同じくⅢでございまして、15ページでございます。15ページをお

開きいただきますと、真ん中あたりに、Ⅲ環境負荷の少ない、持続可能なまち

ということで、先ほどの将来像からさらに少し具体化いたしました、10年後の

姿ということで書かれてございます。 

 基本構想のうち、環境関連部分は以上でございます。 

 続きまして、資料５をごらんいただけますでしょうか。資料５はかなり分厚

いもので、今回抜粋とさせていただいてございます。 

 まず、１枚お開きいただきますと、目次がございます。目次左側のページで

ございますが、真ん中あたりに第２章がありまして、未来への扉をひらく８つ

の戦略。 
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 その下のほうに戦略Ⅲというのがございます。これが環境関連部分でござい

まして、環境共生都市戦略（サステイナブルなかの）というようなことで書い

ております。～環境負荷の少ない、持続可能なまち～ということでございます。 

 同じく、もう１枚お開きいただきますと、今度は10年後の姿になりますが、

左のページ真ん中あたり、戦略Ⅲ、同じく環境共生都市戦略（サステイナブル

なかの）という形で、少し具体的な部分が盛り込まれているという状況でござ

います。 

 本文のほうで関連部分をご説明いたします。 

 三、四枚お開きいただきますと、下に４ページと振ってある部分がございま

す。これは、将来を見据え対応すべき社会状況ということの一つとしまして、

（５）地球温暖化への対応という部分が書かれたということでございまして、

ＩＰＣＣの報告ですとか、緩和策から適応策につきまして記述がされていると

いうことでございます。 

 続きまして、具体的なものにつきましては21ページをお開きいただけますで

しょうか。これが先ほど申し上げました８つの戦略の最初の部分でございまし

て、ここのところにつきましては、21、22ページあたり、全体の環境に関する

部分の対応策、話題ですとか、主な施策展開という形で、要約したような形で

書かれているものでございます。 

 続きまして、２枚おめくりいただきまして、119ページがございます。119ペ

ージは、左に53ページがございますが、10年後の姿ということで、このあたり

から具体的に何をしていくかということが書いてございます。 

 119ページは環境共生都市戦略（サステイナブルなかの）のものにつきまし

ての、上に10年後のまちの姿、その下に現状と課題。 

 また、お開きいただきますと、120ページで施策の方向といったことが書か

れてございます。 

 121ページ以下につきましては、ア 地球環境にやさしいライフスタイルと

気候変動への適応等の推進ということで、目標とする姿、成果指標と目標値、

おもな取り組みという形で書かせていただいてございます。 

 おめくりいただきますと、これらにつきましても、123ページで実現へのス

テップという形でステップ１からステップ４まで書かせていただいているとい

うものでございます。 

 同じように、124ページ以下には、ごみの発生抑制と資源化の推進。 

 また、127ページ以下では身近な緑化の推進等という形で書かせていただい

ているものでございますので、ご紹介させていただきました。 

 基本構想と新しい中野をつくる10か年計画（第３次）（案）におきます環境

部分の抜粋は以上でございます。よろしくお願いします。 
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○大沼会長 

 どうもありがとうございました。 

 今説明いただいた中野区基本構想、それから、新しい中野をつくる10か年計

画ですが、この説明について何かご質問、あるいは、ご意見等ございますでし

ょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、ご意見がないようでしたら、この議事は終わりにしたいと思いま

す。 

 

議事３ 区長との懇談 

○大沼会長 

 それでは、議事３番、区長との懇談に移りたいと思います。 

 第４期中野区環境審議会も本日で最後ということですので、田中区長からご

挨拶をお願いいたします。 

○田中区長 

 第４期の環境審議会ということで、皆様にご熱心にご協議いただきました第

３次中野区環境基本計画というのがまとまったということで、心から御礼を申

し上げる次第でございます。 

 東日本大震災などの大きな環境変化などがありまして、中野区の環境に対す

る取り組みといったようなこともかなり変遷をしてきたというようなことがあ

りました。 

 しかし、地球環境問題というものに対しての行政、あるいは、区民の取り組

みというのは決して止むことがあってはならないというふうに思っております

し、明確な目標をしっかりと描いて、それに向けて何ができるかということを、

着実にできる範囲のことを実践し、そして、実践を通じてできる範囲を広げて

いく、こういう取り組みをしていくということが求められている、こんなふう

に思っております。 

 そういう意味で、区としての取り組み、姿勢、目標といったようなものを明

確に持つという上で、この審議会でご議論いただき、まとめていただくといっ

た内容については、私どもとして大変重要だと思っておりますし、重く受けと

め、しっかりと取り組んでまいりたい、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。 

 それでは、本日は審議会の最後ということですので、皆さんに一人ひとり、

これまでの感想などを述べていただければと思います。 
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 時間が限られておりますので、一人１分から２分でお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、田中副会長から。 

○田中副会長 

 はい、わかりました。どうも区長ありがとうございます。ご挨拶いただきま

した。大変心強い、区としての決意を伺って、私自身も、ぜひまた引き続き応

援をさせていただければと思ってございます。 

 区の立場はなかなか難しくて、特にこうした今日のような都市環境問題にお

いては、区ができることは幾つか限られていることもある。しかし、できるこ

ともあるというふうに認識しております。 

 ３つのことを要望といいますか、ぜひお願いしたいと思います。１点目は、

やはり区というのは区民に一番近い行政組織であるということから、区民にわ

かりやすい情報の提示、あるいは、意識啓発ということになるでしょうか、そ

うした情報発信の主体となりつつ、区民の意識、あるいは、情報の共有といっ

たことにぜひお努めいただければと思います。これが１点目でございます。 

 ２点目は、同時に、区は地域の要ということになります。事業者、区民、あ

るいは、活動団体といった各主体のさまざまな要になりますので、その要とし

て、コーディネーター役をぜひお務めいただきたい。これが２点目のお願いで

す。 

 ３点目は、中野区の中で区役所の存在というのはやはり大きくて、区の職員、

組織、建物、さまざまありますので、区としての率先行動、負荷の少ない区役

所行動、これをぜひ心がけていただきたい。これは区としてもできることだろ

うと思います。 

 この３点、お願いしたいということをもって要望とさせていただきます。あ

りがとうございました。 

○岸委員 

 私、途中からの参加でしたので、前半の部分をちょっと把握していないので

すが、いただいた資料はできる限り読んでおりますが、中野区の全エネルギー

消費量の中で家庭部門が半分近いということで、もしエネルギーを減らせる縮

みしろみたいなものがあるとすると、どうやら家庭らしいということが資料の

中でも読み取れます。 

 では、家庭のエネルギーを減らすのにどうするかというと、アクションプロ

グラムというものにかなり期待されているようなのですが、小中学校で教育を

して、というのをかなり気にしているような感じがあるのですが、これが本当

に実効を伴っていくのかというのは、かなり時間がかかっていくのではないか

と思います。 
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 多分、家庭のエネルギー量を減らせるとは思いますが、おそらくちょっとし

たことの積み重ねということでそうなっていくと思うので、ちょっとしたこと

がどういうことなのか、区民が気づいて行動していくことがわかりやすく伝わ

って、じわじわと広がっていったらいいと思います。ぜひそこでご協力させて

いただきたいし、どうしても進めていただきたいと思いました。 

 ありがとうございました。 

○岡本委員 

 遅くなって申しわけありません。テーマがとても大きなテーマなので、いろ

いろ勉強するのですが、なかなか。区と、一人ひとりの区民が直接というのは、

なかなかテーマの中にあっても難しいと思いました。 

 その中で、私も町会の代表なのですが、各地域の町会と区とのパイプがもう

少し太くなってくると、一人ひとり、自分が本当に環境に関して、また、この

10か年計画でどう中野区に参加できるかということが、自分なりにそれぞれ考

えられるかなと思いました。 

 ましてや、昨今、中野区も違った意味でにぎやかになってまいりましたし、

犯罪も、えっと思うようなところも出てまいりましたし、そういう面では、パ

イプが大きな環境の中の一つとしても大事かな、というふうに思っております。 

 なお一層、地域としてもしっかりとできることを頑張ってまいりたいと思い

ます。ありがとうございました。 

○佐々木委員 

 佐々木です。ありがとうございました。 

 今、岡本委員からもありましたが、区民一人ひとりに伝えるためのチャンネ

ルの一つとしてＰＴＡというのは非常に使えるチャンネルではあるけれども、

根気強くやっていかないとやはり伝わり切れないのではないかと思います。 

 あと、町会とか地域において、中野区は比較的意識が高いと思います。例え

ば、ごみの分別にしても、いろいろな決まり事を守るにしても、どことは言い

ませんが、他地域に比べると非常に平均的に意識は高いのではないかと実感し

ております。 

 ただ、利便性が上がってきたので、地元に住む方は当然なのですが、結構、

住んでいる人の回転が速くなっているのも事実です。短期的に転入され、また、

短期的に転出される。そのわずかな間でも、中野区にいる間にはこういうこと

をやっていますよというのがうまく地域と行政と一緒にアピールできれば、な

お一層、中野区自体も、何といいますか、イメージが上がるのかなというふう

に感じました。 

 詳しい専門的なことは全くわからなかったのですが、先生方とか、あと、多

数の企業方々からいろんなお話を聞けましたこと、大変勉強になりました。あ
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りがとうございました。 

○井上委員 

 中野３丁目から来ています井上です。 

 今日でもう８回になったのかなと思うと、感慨深げに出席しています。 

 区長を初め、区の皆さんが非常によく指導してくださるし、また、大沼会長

も我々の意見を聞いてくださって、私も８回全部出席したのですが、内容的に

は、こういう報告書の基本計画などが出ているのですが、一つ感じたことは、

アクションプログラムだとか、サステイナブルだとか、ローマ字、英文がいっ

ぱい出てくるんですよね。 

 サステイナブルというのは、英語として学校でも習ったような気がするので

すが、なかなか一般の区民の皆さんに徹底させるときに、何か、こういう報告

書を最後にサステイナブルがこうだよと、アクションプログラム、こちらのほ

うはわかるかもわからないですが、そんなところの検索でもつけてあげたら、

区民の皆さんなんかよく理解して、ああ、中野区よくやってくれてるなと、親

切だなと思うのではないかと思います。 

 私も、近所の人たちに、決まった内容を大いに利用していきたいなと思って

おります。皆さんも当然だと思いますが、いろいろとお世話になりました。大

変ありがとうございました。 

○中井委員 

 公募で出ている中井と申します。 

 多分これから大変なのが、最初に区長がおっしゃられた、目標を持って実践

するところでの予算化と、より具体的に落とし込んだアクションプログラムが

非常に重要になってくるのではないかと思います。 

 実は私は、どちらかというとエネルギー多消費の産業に会社勤めしていたも

のですから、その当時は産業界の切り口ばかりだったんですね。 

 やはりこういう会に出させていただくと、田中副会長は結構難しいのではな

いかとおっしゃられたのですが、やはり地方自治体というか、区なり都が率先

して進めないと進まないのではないかと思います。 

 国の目標というのは、どちらかというと産業界を中心にしたり、エネルギー

ミックスであったり、ある枠組みのところが多くて、現実的なところというの

はどうかなという気がします。 

 それと、もう一つお願いは、田中副会長もおっしゃられた、新しい区役所は、

今のというよりは、10年後とか20年後を見据えた形のいろんな技術を入れてい

ただいて、より先進的な形にしていただきたいと思います。 

 ただ、予算もあるでしょうから、なかなかそういう理想にはつながらないか

と思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 
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 それから、産業の方へのお願いとしては、技術革新のところです。一番いい

例が低燃費の車の普及がものすごく早かったと思うんですね。ある時期から一

気に加速度的に進んだところがあるので、ぜひそのあたりを見ながら、ある方

向で、より価格を下げた形で、技術というのは価格を伴ってないと余り技術と

言えないと思いますし、我々一般区民からすると安くないとなかなか踏み切れ

ないところがあるので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○明石委員 

 中野区商店街連合会から来ている明石です。 

 大沼会長と事務局の方々、基本となる計画を作成されてありがとうございま

す。 

 基本ができたら、今度はそれをどう実践に移しているかというところですが、

先ほどから話に出ているアクションプログラムですが、僕なんかが思っている

のは、一番大事なのは教育かなと思っています。 

 僕自身、いまだにたばこを吸い続けているのですが、うちの子供３人は一切

たばこを嫌っています。それは、小学校のときに見た学習の中の映像を見て、

「おやじみたいな肺にはなりたくないよ」なんていう話から。 

 だから、子供たちに対する教育というのは環境を考える根本になってくるか

ら、一番大事なのではないかと思っています。 

 それと、せっかくいい基本計画と構想ができたのであれば、それをどう人々

の心に伝えていくかということが大事で、僕なんかはＮＨＫの「ワイルドライ

フ」なんかを見るのが結構好きですが、地球環境規模で見た場合には中野区っ

て本当にちっぽけだし、葉っぱ１枚にもなるかならないかだなと思うのです。 

 ただ、今日も車で来たのですが、四季の森を通ったときに、街路に植えられ

ている小さい木を１本見て「ああ、こいつもほんのちょっとかもしれないけれ

ども、頑張ってるんだな」って、そんな気持ちをちょっと思ったんですよね。 

 それは僕がこの環境審議会に出てきたということが影響しているのかもしれ

ないですが、ただ、そういった気持ち、ちょっとした小さい木を見ても「こい

つ頑張ってるな」って思える気持ちをみんなが持つようになれば。だから、み

んなに持ってもらうにはどう伝えていったらいいのかなという、そこら辺のコ

マーシャルというかが大事なのではないかなというふうに今思っています。 

 商店街も一応そんなことを考えながら、活動できることはやっていきたいと

思っていますので、よろしくお願いします。 

○大石委員代理 五島氏 

 大石の代わりに出席させていただいております、三菱自動車総務渉外部の五

島と申します。よろしくお願いします。 
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 先ほど中井委員より話題がありましたが、我々自動車メーカーとしては、環

境に負荷をかける商品をつくっているということは、非常に責任を感じており

まして、そういった意味で、今、三菱自動車としては、電気自動車と、プラグ

インハイブリッド車、電動車両と呼ばれるものの普及を目指しております。こ

こで環境負荷を下げていこうという試みをずっと行っています。 

 一方で、経済産業省から、2020年には電動車両を国内で100万台にしようと

いう計画が先日公表されました。今現在が14万台ぐらいの普及ですが、これを

５年後には100万台にしようという非常に大きな目標であるのですが、これは

我々、三菱自動車としては、電動車両を最初に発売した会社でもありますので、

率先してその辺を取り組んでいって、環境に貢献していきたいと思っておりま

すので、今後ともまたよろしくお願いいたします。 

○赤星委員 

 東京商工会議所中野支部から来ております赤星でございます。 

 ふるさと納税ではないですが、今後、恐らく自治体間競争が非常に激しくな

っていくという中で、まさに今、取り組まれている中野駅周辺再開発というも

のも、かなり魅力的なまちづくりをしていくことが当然必要だと思います。 

 その中で、自治体が際立っていかなければいけないだろうなというふうなこ

とは当然思っているのですが、それはそれとして、地域の話でありますが、環

境も、ある意味、緑だとかというのは地域の中で取り組めるものです。 

 ごみゼロだとか美化だとかは、いろんな地域の中で取り組めると思いますが、

地球温暖化と言われたときには、まさにボーダレスですので、では自分一人が、

例えば、冷暖房をちょっと強めにというときに、自分一人ぐらいはという意識

の改革というのが、恐らく今後かなり必要になってこないと啓蒙できないので

はないかなと思います。 

 さっき佐々木委員がおっしゃっていましたが、行政として、教育と区民に対

する啓蒙活動、それを広げていくということに力点を今後置いて取り組まれて

いかれればいいのかなというふうに思っております。 

○鳥羽委員 

 中野区造園緑化業協会から参加させていただきました。ご苦労さまでした。 

 大沼会長、田中副会長、ご苦労さまでした。 

 いろいろＣＯ２削減ということで、この会を中心的に進んできたと思います

が、この環境審議会に参加させていただいて、いろんなことを考える機会が多

かったなと思います。環境というと非常に幅は広いのですが、ＣＯ２を削減す

るための省エネ化を図っていこうとか、そういう議論が日本国内では非常に真

っ盛り、中心的な議論だったと思います。 

 ただ、一方、先進国の代表であるアメリカは、どんどんＣＯ２出そうじゃな
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いか、それで便利にしていこうじゃないか、そのかわり、出た排気ガスはどん

どん地中にまた戻すんだ、こういうような考え方で進んでいる国もある。 

 一方、日本は、技術革新をどこまでも追求していこうじゃないかと、そうい

うふうな方向のシフトになるのではないかと思っていますが、それも非常に日

本国内のポテンシャルの表れということですから、悪い話ではないのかなと思

いました。 

 けれども、そうすると１つ問題が多分出てくるだろうなと思うのは、技術革

新を選んでいく方向で邁進していくのか、それとも、社会変革を起こして、大

量生産、大量消費のものを改めていこうかというような考え方もきっといずれ

出てくるのではないかと私は思っているんですね。 

 実は、個人的なことですが、私65歳だったものですから、去年の夏から家内

の仕事を一手に引き受けることにしまして、家の食器の片づけとかを始めたん

です。そのときにやってみて気がついたのは、何とごみが毎日こんなにいっぱ

い出るんだろうというのが実感だったんです。それまではそういうことは一切

していませんでしたから、家内任せでわからなかったのですが、やってみたら、

こんなにごみが毎日出るのかというぐらい、恐ろしいぐらい出るんですね。 

 そういう意味でいえば、恐らくいずれ考え方も社会変革をどこかで求めなく

てはいけないような時代になるのではないかというのをちょっと感じています。 

 私どもは緑化業協会でございまして、緑のほうの団体でございますので、そ

ういう意味では、余り生産性はよくないのですが、潤いとか安らぎとか、そん

なようなポジションでなりわいを若干行っているかなというふうに自分でも考

えています。 

 今は、ちょうど明日、明後日が桜の満開の時期ということで、中野区も、中

野通りを初め、哲学堂公園も含めて非常に桜の名所の数が多いですね。その中

で、たった３日４日の桜の満開の時期を皆さんが心穏やかに、笑顔で散策する

という風景は、まさしく安らぎのほか何者でもないのではないかと思いますね。 

 そういう意味で、緑化という事業については、生産、いわゆる合理的なもの

とか、生産性という方にはちょっと距離はあるのですが、やはり人間誰しも潤

いを持って、安らぎを持って暮らしたいというふうに願っていることは間違い

ないので、そういう意味からしても、ＣＯ２の削減もしかりですが、緑の潤い

の持つ大きさというのも、今回の計画の中には盛り込んでいただいたようです

ので、これからもどしどし、行政としても、その位置づけを大きなものととら

えて計画していただければ、ますます中野はよくなるのではないかというふう

に願っておりますのでよろしくお願いします。 

○田辺委員 

お疲れさまです。東京ガスの田辺です。 
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 今回の審議会では、環境商材等もこの機会にお話しさせていただきましたし、

委員の方からも色々な環境問題について詳しくお聞きすることができて本当に

よかったと思っております。 

 それと、中野基本構想の中の15ページですが、こちらにも「環境負荷の少な

い、持続可能なまち」というところで、特に「エネルギーの面的管理」という

文言が記載されていると思います。やはり環境につきましては、各家庭もそう

なのですが、無駄をいかに省けるかというところだと思っております。 

 このようなことで、無駄をしないように、融通し合いながら、うまくまちづ

くりができれば、非常に環境負荷の少ないまちができて、結果的にはＣＯ２も

削減になると思います。 

 先ほど、車関係の方からも色々なエコカーの話もありましたが、今、水素社

会がこれから来るのではないかということも、世間では話題になっています。 

燃料電池自動車については、弊社の供給しているガスはＣＨ４（メタン）で、

水素が４つ入っており「短時間に、大量に、低コスト」で取り出せるというこ

とで、資源エネルギー庁の燃料電池推進室発表「水素社会の実現に向けた取り

組みについて」の中で、水素ステーションを、100カ所整備する目標もありま

す。 

そのことも含めて、うまく無駄を排除しながら効率のいいエネルギーを供給で

きれば、非常に環境負荷も少なくなり、ＣＯ２削減に結びつけられると思って

おります。 今回は委員に参加させていただきましてありがとうございました。

○福嶋委員 

 お疲れさまです。積水ハウスの福嶋と申します。 

 先ほどもちょっとお話がありましたが、まだまだ住宅部門でのＣＯ２の削減

ですとか、住宅の抱える問題というのは、非常に環境に関してはまだ課題が多

く残っていると考えております。 

 そんな中で、我々積水ハウス、ハウスメーカーとして、住環境をよくするこ

とで環境負荷を軽減していこうという活動の中で、今、ゼロエネルギーハウス

という、国も2020年までに住宅の新築のものに関しては、一次消費エネルギー

と省エネ、創エネということで、エネルギー収支をゼロにしようというゼロエ

ネルギー化ということを2020年までに標準としようということで動いてらっし

ゃいます。 

 そんな中で、我々、グリーンファーストゼロという、一次エネルギー消費量

と創エネ、省エネでエネルギー量を収支でゼロにするという住宅を一生懸命販

売していきながら、住環境に少しでも負荷を軽減するという活動をしています。 

 現状、大体、我々が販売しております65％から70％の新築住宅がそういった

ゼロエネルギー化を具現化しているわけですが、会社としましては、新築住宅
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の我々販売するものの80％をゼロエネルギー住宅としますということで、先だ

っての経済産業省と当社の会長のほうと約束をしておるところでございます。 

 私はこの審議会に出席させていただいて、非常に中野区の地方自治体の活動

が区民の方に広く知れ渡って、区民一人ひとりがそういった環境問題とか、や

はり住んでいく中で住宅部門のこれからの課題を認識しつつ、ＣＯ２削減とか、

そういったものを意識しながら、例えば、住宅の建て替えをするとか、リフォ

ームで高断熱化を進めて省エネをするとか、そういった部分で意識を高めてい

ただいて、少しでも我々ハウスメーカーがこういった活動にお役に立てればと

思っています。以上ご報告を申し上げます。 

 どうもありがとうございました。 

○山村委員 

 山村と申します。 

 このたびは、まずは環境基本計画、このような形で関わっていくことについ

て非常に喜ばしく思っています。 

 事務局の皆様、大変だったと思いますが、お疲れさまでございました。 

 私たちのキリングループが、第１回の審議会が始まるほぼ１年前ぐらいに中

野に集結してまいりました。ですので、ようやくやや３年ほどがたってきたと

いうところです。それまで本当に本社機能がばらばらにあったところから、こ

こに集まったことで非常に効率的に仕事をさせていただけるようになりました。 

 考えてみますと、中野区、このあたりというのが、暮らす人もいれば、働く

人もいて、学ぶ人もいてということで、日本全体で高齢化とか少子化とか言い

ながら、比較的活力のある方が継続してずっとここにいらっしゃる自治体なの

かなと、比較的活力のあるところなのではないかなというふうに思います。 

 そういうことからすると、そこにいらっしゃる方々の機能を発揮していただ

くことが、あるときにはひょっとしたら環境負荷が上がってしまう側面が出る

かもしれませんが、そのことによって、東京都ですとか、場合によっては日本

全体の中での効率化がかえって図れるという側面もあるのではないかというふ

うに思います。 

 ぜひ中野区が、こういうふうな機能を果たしていきたいということを我々こ

こにいろんな形でいる企業ですとか人に提供していただいて、機能を発揮して

いただくことを期待しています。 

 こういう機会をいただきまして、本当にありがとうございました。 

○藤原委員 

 東京都環境公社の藤原でございます。 

 事務局の皆様、いろいろとご苦労、ありがとうございました。 

 まず、今回まとめた中で特記すべきことは、適応策についての踏み込みがさ
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れているということだと思います。東京都でもなかなかここに踏み込むことが

まだできていなくて、非常にいわゆる率先的な行動の部類だと思いますので、

ぜひこれを進めていっていただきたいと思います。 

 とりわけ、私も現役のころ中野工業高校の近くの川がよく増水して、いろい

ろなことがあったのを思い出しまして、ぜひこういった点はどんどん進めてい

っていただきたい。 

 それから、あと、区の率先行動というのは、田中副会長からもちょっとあり

ましたが、これは私も、他の区でも計画を担当させていただいていますが、総

量だけではなくて、今後のいろいろな区有施設のＣＯ２削減に向けての目標を

定めることに、原単位評価といいまして、面積当たりのＣＯ２排出量、両方合

わせて評価しながら目標をつくっていくというのがいいと思います。 

 それは、人口の増加だとか、人口の構成が変わったりすることによって行政

需要が変わると、施設の規模だとかも変わってくるので、単なる総量だけで行

うとどんどん増えてしまうんですね。ということで、そういった内容を盛り込

んだ検討をされることがいいと思っております。 

 それから、再生可能エネルギーとか未利用エネルギーについての活用という

のは、これは私どもの研究所も東京都からの依頼で今後進めていくことにして

おります。なので、こういった点についても今後さらに検討して、踏み込んで

いただけるといいと思います。 

 これは、地中熱だとか、下水熱の利用、それから地下水の利用、こういった

ことが例として挙げられます。 

 それで、私どもの研究所も実は建てかえを、今は東陽町にあるのですが、検

討しています。どなたかがゼロエネルギーとおっしゃっていましたが、まさに

究極の省エネビルを目指すということで、今検討を進めています。できれば、

2020年３月までにというような目標もあるのですが、なかなか難しいのです。

これは大気汚染物質をなるべく出さないビルにしたいということがベースです。 

 そういったことで進めておりますので、ぜひこういった知見を今後、区の施

設を更新されるときに相談していただければと思います。研究所をショーケー

スにしようということで動いております。 

 最後に、私自身が今やっています、区市町村の建築の環境技術にかかわる研

修を３年やっていまして、今年もやることになっていますので、ぜひ我々の知

見を区のそういった行動につないでいただければと思っております。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。 

 私からも一言感想を述べさせていただきます。 
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 ２年間、環境基本計画の作成に携わる機会というのをいただきまして、非常

にいろいろ意義も感じる中で、皆さんお一人おひとり、私もそうですが、いろ

いろな点で学ぶことも多かったのではないかと思います。 

 特に環境基本計画の中では、非常に先進的な地球温暖化に対する取り組みと

いうのが含まれているわけですね。 

 私、常々、地球温暖化対策というのは、最近、ラグビーが非常に人気ですが、

ラグビーの中に、「One for all，all for one」というよく使われる言葉があ

ります。「一人は全員のために、全員は一人のために」ということなんですね。 

 地球温暖化というものを何とか緩和し、そして、被害を少なくしていくため

には、全員が対策を取る必要があって、一人ひとりが全員のためだという意識

を持つことが非常に必要であるとともに、特に温暖化の被害を受けやすいよう

な脆弱な地域などに住んでいる人のためには全員が力を合わせる。こうした気

概というものが、まさに地球温暖化対策の中では特に求められているのではな

いかと思います。 

 こうした対策を東京都の自治体である中野区が非常に先進的なものの中で打

ち出されたということは、非常に意義のあることだと思います。 

 先ほどどなたかがおっしゃられておりましたが、まさにこれからこうした目

標というものを実現することが求められていくわけですので、その点、田中区

長、あるいは、区役所の方々の率先したリードというのが実現されるようお願

い申し上げたいと思います。 

 最後に、こうした場というもの、機会をいただきまして、それから、非常に

皆さんの協力でこうしたいい計画というのをつくり上げることができたという

ことは、非常に私は誇りに思っておりまして、ぜひこうした基本計画を都市の

自治体のモデルとされるようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 では、最後に、田中区長からコメントを一言お願いいたします。 

○田中区長 

 本当に皆様お一人おひとりのこの審議会での真剣なご議論の経過というのが

わかるようなそれぞれのご意見をいただいたということで、大変うれしく思っ

ております。 

 やはり中野の場合には、どなたかに言っていただきましたが、半分ぐらいは

民生部門、家庭から出ているＣＯ２ということですので、家庭の省エネほど難

しいことは実はなくて、難しいんだけれども、一人ひとりが本気でやっていく

と実際にはできていくという、ここのところを、我々はやはり、手を抜かずに、

ずっとできることを探しながら、少しずつ取り組みを進めて改善していくとい

うことを何とかやっていきたいなというふうに思っております。 
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 町会、自治会と行政の連携、パイプというお話もありましたが、中野区は23

区の中でも行政が資源回収していないたった１つの区なんですね。町会、自治

会が本当に率先して資源回収していただいていますし、そこで回収量もふえて

いるというようなことでありまして、本当にこういうふうにできている関係と

いうものをうまく活用したいなと思っています。 

また、それを一時的に滞在する区民にも理解していただく仕組みをつくるこ

ととか、あるいは、よき環境市民を育てていく公共教育、学校教育というよう

なことも、やはり我々としては意識しなければいけないな、こんなふうに思っ

たところです。 

 何といっても、計画をつくっただけではなくて、実践をする、効果のある取

り組みを本当に地道にやっていくということが何より大事だということです。

区の率先行動についても、何人かの方から大変指摘をいただいたところです。 

 区としても、環境マネジメントシステムということで、区の活動全体ですね、

区役所の庁舎管理だけではなくて、区の活動全体の省エネルギー化、省資源化、

環境適合化ということを毎年毎年少しずつ改善していくという取り組みをずっ

と進めており、ＩＳＯの認証の取得をしています。 

 これはやはりきちんと継続をしていきたいということと、ものすごく責任を

今感じておりますのは、区役所が新しい庁舎をつくろうと計画するときに、新

庁舎が本当に、ゼロエネルギービルって本当にできればすばらしいと思います

が、少なくとも環境の新時代に、地域社会の象徴たる自治体の庁舎として、環

境性能というものをきちんと備えたものにしていくということが非常にこれか

ら問われるなというふうに思ったところでございます。 

 本当に、自治体もそれぞれ、それこそ自治体間競争ということで省エネの取

り組み、地球環境問題に対する取り組みをやってきて、実際、都市の自治体が

できることって余りないのではないかということを言いながら、ごみを減らす、

使用する資源を減らす、リサイクルをする、例えば、中野の場合ですと、エコ

ポイントをやってみる、あるいは、カーボン・オフセットをやってみる、少し

ずついろいろな取り組みをやっています。中野区以外の自治体でも取り組みを

やっています。 

 こういったようなことを、少しでも区民ぐるみの、区民全体の意識と行動に

つなげていけるような、そういった取り組みを進めていきたいなというふうに

思っております。 

 また、自動車メーカーさんとか、あるいは、ハウスメーカーさんのほうから、

非常に大きい取り組みの方向性についてもお聞きできて、大変頼もしいなと思

いましたし、そういった技術革新というものがこれからさまざまな分野に広が

っていくのかな、すそ野を広げていかなければいけないのかなというふうにも
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思いました。そのことは、生産性の向上とか、そういう意味では、経費削減も

含めて、サステイナブルな社会につながっていくという、そういう好循環を生

み出せるようなことを我々全体として目指していかなければいけないのかな、

こんなふうに思ったところでございます。 

 本当に長い間熱心にご議論いただきまして、本当にありがとうございました。 

○大沼会長 

 それでは、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、ありがとうございました。 

 ここで田中区長が退出されます。 

○田中区長 

 ありがとうございました。 

 

議事４ その他 

○大沼会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、続いて、議事４番のその他に移りたいと思います。本日予定した

議事というのはもうございませんが、委員各位から何かございませんか。 

 特にないようでしたら、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、ご協力お願いい

たします。 

 第４期中野区環境審議会委員の任期は、平成28年５月15日までですが、先ほ

ど申し上げましたとおり、本日の第８回をもちまして審議を終了とさせていた

だきます。 

○鳥井副参事 

 事務局から１点だけよろしいでしょうか。先ほど、委員からさまざまご意見

をいただきましてありがとうございました。計画をつくりましたので、これを

きちんと実行できるようにさせていただきたいと思います。 

 それから、こういった計画での片仮名言葉等につきましてもご意見いただき

ましてありがとうございました。私ども行政を進めていく上で、区民の皆様に

きちんとご理解いただいてわかりやすくするということは当然の責務でござい

ますので、十分注意して使ってまいりたいと思います。 

 それから、私が先ほどご説明いたしましたサステイナブルの用語につきまし

ては、申しわけございません、今回、10カ年計画には用語集が後ろについてご

ざいまして、本当はついているのですが、私のほうで抜粋をしました際に漏れ

てしまいまして、大変申しわけございませんでした。今後、最終的な本体が出

る際には、それがついた形になりますので、わかりにくかったということでま
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ことに申しわけございませんでした。 

 以上でございます。 

○大沼会長 

 ありがとうございます。 

 今後も、区民の方々の理解を深める上でいろいろなことをされるよう努めて

いただけるようお願いいたします。 

 では、皆さん２年間、８回にわたりましてこうした環境審議会を一緒にさせ

ていただき、どうもありがとうございました。非常にいい基本計画ができたの

ではないかと思います。 

 また、事務局の方々におかれましても、本当にどうもありがとうございまし

た。 

 以上をもちまして第８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。 


