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事務局  こんにちは。定刻前ではございますが，皆さんお揃いですので，第３回調布市環

境基本計画等改定委員会を始めさせていただきます。本日は，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。始めに本日の委員会でございますが，新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため，会議の開催時間につきまして短縮させていただきたいと思います。

１時間を目途に開催をしたいと考えておりますので，ご協力をよろしくお願いいたします。 

続きまして，委員の交代がありましたので，ご報告申しあげます。お配りいたしました委

員名簿をご覧ください。東京電力パワーグリッド株式会社，服部委員に代わりまして，本日

の委員会より東京電力パワーグリッド株式会社武蔵野支社，渉外担当 藤野 一様にご参

加をいただくこととなっております。本日は，藤野様，体調不良のため欠席のご連絡をいた

だいております。次回の会議の冒頭にごあいさつをいただきたいと考えています。また，10

月 1 日付の調布市の人事異動に伴いまして，環境政策課職員も入れ替わりとなっておりま

す。本日，担当職員の紹介をさせていただきますので，よろしくお願いします。環境政策課

環境保全係の鈴木と三上でございます。 

 

事務局  鈴木です。よろしくお願いいたします。 

 

事務局  三上と申します。よろしくお願いします。 

 

事務局  三上からは，後ほど，説明をさせていただきますので，よろしくお願いいたしま

す。それでは，ここからの進行は岩船委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

岩船委員長  それでは，改めまして，皆様，こんにちは。 

 

一同  こんにちは。 

 

岩船委員長 第３回調布市環境基本計画等改定委員会を，ただ今より開催いたします。始め

に出席委員数について事務局からご報告ください。 

 

事務局  本日は 11 名中 10 名のご出席をいただいております。先ほどもご説明いたしま

したが，藤野委員につきましては，体調不良ということで連絡を受けてございます。以上で

す。 

 

岩船委員長  はい。では，続きまして，本日の傍聴希望者の有無について，事務局からご

報告をお願いいたします。 
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事務局  本日，傍聴希望者 3人の方がお見えになっております。 

 

岩船委員長  皆様にお諮りいたします。傍聴を認めてもよろしいでしょうか。 

 

一同 （異議なし） 

 

岩船委員長  それでは，傍聴者の方々の入室をお願いいたします。傍聴者の方々の入室が

完了するまで少しお待ちください。 

 

（傍聴者 入室） 

 

岩船委員長  よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。それでは，本日の資料確

認を行います。事務局から説明してください。 

 

事務局  本日の資料は，委員名簿，座席表の他，資料１から資料５となっております。そ

の他の資料として参考資料，調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定の方向性に

関する検討資料，こちらが事前配布資料となっております。過不足がございましたら，事務

局にお申し付けいただきますようお願いいたします。また，委員の皆様には机上配布資料と

いたしまして，各計画の冊子を置かせていただいております。こちらの資料は閲覧用となっ

ておりますので，会議終了後に回収させていただきます。以上です。 

 

岩船委員長  では，議題に入ります。本日は主に調布市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）の改定について議論を行います。次第１の（１）では，前回までの振り返りと本日の

議論のポイントについて，（２）では先だって実施いたしました，温暖化計画区域施策編へ

の各委員の意見をいただいておりますので，それを踏まえたたたき台についての議論，それ

から（３）では温暖化計画（区域施策編）と調布市環境基本計画の中の基本目標４との関連

を事務局から説明してもらいます。まず次第（１）から（３）までを通して事務局から説明

してください。 

 

環境政策課主任  環境政策課の倉林と申します。座って説明させていただきます。では，

資料１，計画改定までのスケジュールをお願いします。９月 30日に記載のとおり，地球温

暖化対策実行計画（区域施策編）改定の方向性に関しての意見聴取ということで，委員の皆

様から貴重なご意見をお寄せいただき，ありがとうございました。本日は，いただいたご意

見を踏まえ作成した計画のたたき台を基に議論いただければと思いますので，よろしくお

願いします。 
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では，参考資料と資料２と資料３を使ってご説明いたします。まず，参考資料です。こち

らの参考資料は９月 30日に委員の皆様から意見をいただくために作成した資料と，最後に

意見記入書を付けております。次に，資料２は委員の皆様からの意見をまとめたものとなり

ます。この資料２を基に今回，資料３の温暖化計画(区域施策編)たたき台を作成しておりま

す。では，参考資料にお戻り願います。委員の皆様には，こちらの検討資料を基に意見をあ

らかじめいただいております。右下にスライド番号を入れておりますので，そちらのページ

でご紹介いたします。スライドの 14ページをお願いします。めざす将来像について，次期

計画のキャッチフレーズを「めざそう脱炭素のまち調布 わたしがかわる みんなでかえ

る 調布のまち・暮らし」として，委員の皆様からは意見，提案をいただきました。 

スライド 15ページをお願いします。中期目標として「東京都の掲げる削減目標，温室効

果ガスを 2030年に 2013年比で 38％削減に貢献する目標を設定する。」それから，長期目標

として「国，東京都の方向性を踏まえ今世紀後半のできる限り早期に温室効果ガスの排出量

の実質ゼロをめざす」を案としてお出しし，ここについて委員の皆様から意見をいただきま

した。スライドの 18から 34にかけましては，施策，取組について，具体的にご意見をいた

だいたところです。では，資料３の目次をお願いします。第１章に計画の基本的事項，第 2

章に調布市の地域特性と地球温暖化対策の課題，第３章に計画の目標として「３.１ めざ

す将来像」，「３.２ 削減目標」，第４章に施策・取組として「４.１ 施策の体系」，「４.２ 

施策取組」，「４.３ 各施策の削減効果の見込み」，第５章に計画の推進として推進体制，進

行管理，最後に資料編として二酸化炭素排出量の状況，将来推計，市民アンケート調査結果

抜粋，検討経過，用語集を掲載する予定です。 

本日は第３章の「３.１ めざす将来像」，「３.２ 削減目標の長期目標部分」，第４章の

「４.１ 施策の体系」，「４.２ 施策取組」を中心に意見をいただきたいので，そうした箇

所を中心にご説明させていただきます。 

なお，「３.２ 削減目標」の中期目標部分，「４.３ 施策の削減効果の見込み」は，現在

調整中ですので，ここは第４回の改定委員会においてお示しできるように準備して行きま

す。では，資料３，14ページをお願いいたします。 

14 ページ「市内の温室効果ガス排出量の推移のグラフ」をご覧いただければと思います

が，平成 25年度以降は減少傾向にありますが，平成 29年度，若干増加している状況です。 

15 ページの下の円グラフをご覧いただければと思います。地域の二酸化炭素排出量に占

める割合で高いのは，市民の日常生活や事業者の活動に当たる民生家庭部門，民生業務部門

からの排出となっており，全体の４分の３を占めております。 

18 ページをお願いします。地域特性を踏まえた今後の課題として６点，課題を設定して

おります。「①地球温暖化対策に関する国内外の動向への対応」，「②家庭，事業所における

地球温暖化対策の促進」，「③環境に配慮したまちづくりの推進」，「④市役所における率先し

た対策」，「⑤気候変動による影響への適応策の推進」，「⑥地球温暖化対策分野における市

民・市民団体・事業者との協力・連携」，こうした視点を踏まえた計画内容としております。 
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次に 20 ページをお願いします。めざす将来像については，意見聴取時には，「めざそう 

脱炭素のまち調布～わたしがかわる みんなでかえる 調布のまち・暮らし～」としていま

したが，「かしこい選択」というフレーズを委員からいただいたことや，脱炭素化した将来

をイメージしやすいフレーズを付けてはとの意見をいただいたことなどを受け，20 ページ

に記載のとおり，めざす将来像の案を「めざそう脱炭素のまち調布～ひとりひとりの“かし

こい選択”がつくるまち・暮らし～」に修正し，案として出させていただいております。資

料２の１ページから２ページの頭までは，めざす将来像についての各委員の意見を掲載さ

せていただいておりますので，後ほどご確認ください。 

次に，資料３の 22ページをお願いします。削減目標設定にあたっては，①のアに記載の

とおり，削減対象は二酸化炭素とします。また，イに記載のとおり，基準年度及び目標年度

は国及び東京都の削減目標を踏まえ，基準年度を平成 25年度，中期目標を令和 12年度，長

期目標を令和 32年度，2050年度に設定いたします。この点については，委員の皆様からも

おおむね了解をいただいているところです。 

次に②のア，中期目標につきましては，東京都の掲げる削減目標を実現する目標を設定す

る予定ですが，先ほどもご説明したとおり，詳細については現在，事務局で検討しておりま

すので，次回，改定委員会においてお示ししたいと考えております。また，イの長期目標に

ついては，2030 年度以降のより高い削減目標に向かった取組が欠かせないことから，長期

目標に位置付ける形で，市として国の目標である今世紀後半のできる限り早期に温室効果

ガスの排出量実質ゼロをめざしますと記載し，意見聴取をさせていただいたところです。委

員のご意見では，国の目標にすることについて賛成との意見と，東京都の目標である 2050

年に合わせた方がよいとの意見に分かれたところです。こちらについては，後ほど委員の皆

様から意見をいただきたいと思っております。事前に皆様からいただいた意見については，

資料２の２ページから３ページに掲載していますので，後ほどご確認ください。 

次に資料３の 23ページをお願いします。「４.１ 施策の体系」をお願いします。目標達

成に向け記載の５つの施策を推進します。赤字部分につきましては，委員からの意見を基に

修正した部分となります。次のページからは，施策取組ごとの内容を記載しています。24ペ

ージをお願いします。取組の内容は市の取組，市民の取組，事業者の取組として主体ごとに

内容を分けて記載しています。24，25 ページには，地産地消の食育やシェアサイクル，カ

ーシェアリングを入れた方がよいのではないかという委員の意見を基に，民間と連携した

シェアサイクルの実証実験と本格導入に向けた検討を入れました。市では現在，民間事業者

とシェアサイクル事業を実証事業として行っていますので，このとおり追記しております。 

また，東京都等の補助事業に関する情報提供の例として，東京都の補助金を導入して行っ

ている事業がありますので，例として次世代自動車や集合住宅等への充電設備設置，蓄電池

等それから，住宅の省エネルギー化のところでは，ゼロエミッション住宅，高断熱窓といっ

た文言を追記しております。省エネルギー型機器導入事例の効果の把握と情報発信につい

ては，具体的な実例を基にどれくらい効果があるのかなど，より身近に市民等に感じてもら
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えるような情報発信を行うということで追記しております。 

25 ページをお願いします。事業者の取組，温暖化対策として進めているフロンの漏えい

を防ぐという目的から，フロンを使用していない空調機器等の導入をお願いするという意

味で，ノンフロン機器の導入を追記しております。こちらは現在，東京都の補助金を出して

推進している事業です。また，新たな技術革新として「ＣＯ₂分離回収技術等」を追記しま

した。温室効果ガスの原因となるＣＯ₂を回収できれば温室効果の抑制になるという技術で

す。 

26ページには，市の率先行動を記載しております。参考資料のスライド 18ページと併せ

てお開きいただければと思います。参考資料のスライド 18です。施策５，市の率先行動と

して項目を出していましたが，委員のご意見を踏まえ，施策１の市の取組として組み込むこ

とといたしました。 

では，資料３の 26ページにお戻りください。ここにはグリーン購入の促進として環境に

配慮した物品の購入を加えました。また，ESCO 事業の効果等に関する情報発信も加えてお

ります。調布市では平成 17 年度に ESCO 事業として文化会館たづくり，こちらの建物と市

庁舎において大掛かりな省エネ設備改修を行っています。ESCO 事業とは，光熱水費等の経

費削減を行い，削減実績から対価を得るビジネス形態のことです。新たに市で ESCO事業に

よる省エネ設備改修を行う際などには，その効果について分かりやすく情報発信している

ことが必要であることから追記しました。また，ここについては市の率先行動計画でもある，

調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の概要のプランとして追記していきます。右

側のイラストは，市職員向けに作成している庁内広報誌「ちょうふＩＳＯ譜゜」となってい

ます。 

27 ページをお願いします。地域の環境学習の推進として，人材育成，リーダー育成，そ

れから ICTを利用したオンライン講座，啓発キャンペーン等の検討を withコロナの環境を

踏まえて追記しています。ここに掲載している上の写真は，公共施設の屋根貸しによる太陽

光発電事業で行っている太陽光発電設備と発電量表示モニターです。多摩川自然情報館で

行っている夏祭りや秋祭りにおいて，太陽光発電設備の見学会等，屋根貸し事業者，小峯委

員が中心となって行っていらっしゃいますが，太陽光発電への市民の関心を高めるための

環境学習事業として実施しています。 

その下の移動式のえねこやにつきましては，太陽光パネル，蓄電池，木質ペレットストー

ブなどを備えたエネルギー自立の動く家で，市民の方が作成しております。来月 11月には

ちょうふ環境市民会議の方々の協力のもと，えねこやの見学や風力・水力発電装置の工作と

体験といった親子を対象とした講座も開催します。 

次に，28 ページをお願いします。災害対策も視野に入れ，エネルギーの地産地消という

文言を追記し，また，市の率先行動として再生可能エネルギーの比率の高い電力調達の検討

を追記し，再生可能エネルギー由来の電力の選択に関する普及啓発の例として，東京都の

「みんなでいっしょに自然の電気キャンペーン」等を追記しています。この東京都のキャン
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ペーンは昨年度から開始しており，今年度は神奈川県横浜市，川崎市，相模原市とともに在

住者の電気の契約を，再生可能エネルギーの使用率の高い電気に切り替えるよう進める事

業です。東京都は都内各自治体にも広報・協力依頼をしており，調布市としても積極的に広

報を行いたいと考えております。 

29 ページをお願いします。長期計画を見据えて今後の技術革新を期待し，新技術に関す

る情報収集と情報発信を追記しています。31 ページには再掲となりますが，シェアサイク

ル，カーシェアリングを追記しております。32 ページには市の取組として，現在，市で行

っている緑の保全創出事業である，緑のカーテンの普及啓発や保存樹木の維持管理支援，公

共施設の緑化，街路樹・植樹帯の保全を追記しています。33 ページには循環型社会の形成

として，現在，既に行っている資源物の集団回収の支援を追記しています。34 ページはプ

ラスチック対策という名称をプラスチックごみ対策に修正し，先ほども説明しました，グリ

ーン購入の推進を追記しました。 

37 ページには，自然災害への対策，防災面の強化としてエネルギーセキュリティの強化

や雨水浸透などグリーンインフラとして機能する農地や緑地の保全，それから非常時にも

利用できる再生可能エネルギーと蓄電池，コージェネレショーンシステム等の省エネ電力，

次世代自動車の導入等を追記しました。グリーンインフラとは自然環境が有する機能を社

会における様々な課題解決に活用しようとする考え方のことです。それから，市民の取組と

なりますが，雨水浸透設備等の詰まりによる水害もありますので，雨水浸透設備の清掃を加

えております。 

38 ページには暑熱対策の推進として，再掲で緑の保全，普及啓発を追記しました。下の

写真は調布駅前広場や飛田給駅交通広場に設置したミスト噴射機能のついたパーゴラ等を

紹介しております。余白部分には，これからコラム等を追加してまいります。ここまでの施

策の取組に係る委員の皆様の意見については，資料２の３ページから７ページまでにまと

めておりますので，後ほどご確認ください。 

では，資料２の８ページをお願いいたします。本日，議論が必要な点をまとめております。

まずは，めざす将来像です。修正案を枠囲みの中に記載させていただいております。その他

にいただいたご意見として，その下の枠囲みに記載しております。 

２つ目として長期目標についてです。先ほどご説明したとおり，国の目標にするか，都の

目標にするか，ご意見が分かれているところですので，本日，議論いただければと思ってお

ります。中期目標については，先ほどもご説明したとおり，詳細推計の精査，市の対策によ

る二酸化炭素排出量の削減見込みの積み上げを行った上で，次回，目標値について議論いた

だく予定です。 

３つ目は，施策及び取組についてです。市内における再生可能エネルギーの普及を進める

ために，補助金だけに頼らない促進策について意見をいただければと思います。また，市民，

事業者が実施した対策の定量的な結果の把握とフィードバックについても，ご意見をいた

だければと思います。それから，2050 年，実質ゼロカーボンをめざすための他の地域や自
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治体との協力，連携方策，こちらについては市でも模索しているところですが，委員の皆様

からも意見をいただければと思います。 

最後に資料の４をお願いします。こちらの資料は，調布市環境基本計画の基本目標４と温

暖化計画（区域施策編）の施策体系の対応図となります。「４―⑥ ごみの適正処理」につ

いては，区域施策編には含めておりませんが，それ以外の項目については対応できるように

なっております。説明は以上です。 

 

岩船委員長  ありがとうございました。では，事務局から資料２，論点として挙げためざ

す将来像，長期目標，施策，取組を中心に議論を進めたいと思います。まず，資料２の８ペ

ージ，４の「（１）めざす将来像」について意見交換を行いたいと思います。めざす将来像

として，「めざそう脱炭素のまち調布～ひとりひとりの“かしこい選択”がつくるまち・暮

らし～」を修正案として掲載しています。委員の皆さんから出た意見としては，地球温暖化

対策の緊急性を反映したキャッチフレーズがよいとか，エコはソフトなイメージなので，ハ

ードなイメージにした方がよいとか，温暖化対策として具体的イメージが浮かぶキーワー

ドがあるとよいとか，サブタイトルに「脱炭素のまち調布」を掲げた方がよいなどのご意見

をいただいております。 

では，ここから議論を行いたいと思います。ご意見のある方は挙手をお願いいたします。

議事録を取る関係上，発言の前にはお名前をおっしゃってください。よろしくお願いいたし

ます。どなたかいらっしゃいませんか。 

 

桑原委員  では，よろしいですか。桑原です。 

 

岩船委員長  桑原委員，どうぞよろしくお願いします。 

 

桑原委員  意見というか，質問ですけども，キャッチフレーズなのですが，このキャッチ

フレーズが担う役割というのはどういうものなのかなっていうのがあまり整理できなくて，

市民に向けたものなのか，調布市としての宣言なのか，それによって文言をどういうふうに

するか，議論が違ってくるのかなと思いまして，ご質問しました。 

 

岩船委員長  大変重要な点だと思います。この点，事務局，いかがでしょう。お答えいた

だけますか。 

 

環境政策課長  環境政策課長の岡田です。調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

につきましては，市役所だけではなく市民，事業者の皆様にも参加いただき，その目標を達

成するという意味合いが込められていると思いますので，そういった全ての皆様に対して

という形で考えておりますが，そこもご意見をいただければと思いますので，よろしくお願
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いいたします。 

 

桑原委員  続けてよろしいですか。 

 

岩船委員長  お願いいたします。 

 

桑原委員  すみません。だとすると，脱炭素の社会をめざす上では，やはり市内の関係者

の皆さん，全員が同じ方向を向いて取組を行うことが重要なポイントかなと思いますが，そ

うすると，今は環境等にあまり興味がない方にも振り向いていただいて，一緒に行動してい

ただくことが重要になっていくと思います。そういった意味では，環境に興味がない方たち

が，このキャッチフレーズを読むことによって自分ごと化して取組を行えるような，そうい

う要素も必要と思います。なので，読まれた方々が行動を起こす，自分ごと化するという，

そういった視点でのワードを入れるとすると，例えば，若い方たちであまり興味がない方で

あれば，「将来の自分たちの生活を守る」あるいは「子どもたちの将来を守る」といった柔

らかいフレーズもあると自分ごと化して，ちょっとやろうかなと思うのではないかと思う

部分もあり，ハードな表現とソフトな表現，ちょっと難しい部分はあると思うんですが，そ

ういった視点も必要なのかと思いました。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。その場合，例えば「めざそう 脱炭素のまち調布」

を副題とし「子どもたちの未来を守る」ということでしょうか。 

 

桑原委員  そういうこともあると思いますし，順番をちょっと入れ替えるという，行動の

変容を促すようなワードを頭に持ってくる，その順番を入れ替えるというのもやり方の一

つとしてあるかと思っています。 

 

岩船委員長  具体的に１案いただいていいですか。その方が分かりやすいと思います。 

 

桑原委員  そうですね。 

 

岩船委員長  ぜひ，お願いします。 

 

桑原委員  「私たちと子どもたちの将来を守るため，１人ひとりのかしこい選択がつくる

まち・暮らし」，副題に「脱炭素のまち」というような順番なのかなと思います。 

 

岩船委員長  皆さん，いかがでしょうか。桑原委員からこのようなご意見がございました。 
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奥副委員長  すみません。 

 

岩船委員長 お願いいたします。 

 

奥副委員長  私は，今示されている８ページの案に賛成でございます。「かしこい選択」

は，今，環境省でも掲げている「COOL CHOICE」，これを日本語にしたものだと思いますが，

国全体でのある意味キャッチフレーズとして使われており，それを日本語にしてかしこい

選択と，分かりやすくしてこの中に盛り込まれているということ，若い方にもアピールする

というのであれば，「COOL CHOICE」という「COOL JAPAN」ということも最近よくマスコミで

も取り上げられている言葉としてありますが，かっこいいという意味ももちろんあります

し，かしこいという意味も両方含まれているので，そういう選択を１人ひとりがしていくと

いうことが脱炭素化につながるのだというストーリーはいいのではないかと私は思ってい

ます。 

まず，やはり脱炭素，これをめざすのだということを明確にするという意味で，副題では

なくてメインのテーマとして「脱炭素」という言葉はしっかりと位置付けるべきだというふ

うに私は思っていますので，このキャッチフレーズで私はいいなと思います。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。他の皆さんはいかがでしょうか。 

 

執行委員  はい。 

 

岩船委員長  お願いいたします。 

 

執行委員  執行です。前回の事務局案が「わたしがかわる みんなでかえる」だったので，

私の意見はもう少し行動的でイメージしやすいもの，具体的な PRということでご意見させ

ていただきました。今回，「かしこい選択」という，まさに行動の変容の部分がイメージで

きるキーワードが入っておりましたので，基本的には事務局案で賛成でございます。以上で

す。 

 

岩船委員長  他の皆さんはいかがでしょうか。江尻委員，お願いいたします。 

 

江尻委員  江尻です。私も基本的にはこれでいいと思いますが，やはり脱炭素と最初に来

るのはとてもいいということ，私は「かしこい選択」という言葉をよくぞ持ってきてくれた

なというふうに思いました。 

ただ１つ，ちょっと語呂的に気になるのが「まち」が２回出てくる部分です。ここが「め

ざそう 脱炭素のまち 調布」ですよね。「めざそう 脱炭素 調布」はおかしいですよね。
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１人ひとりのかしこい選択がつくる，やはりまちになるのでしょうか。ここが，まちが２つ

出てくるのが少しくどいかなという思いもありますが，だからといって新しいフレーズが

出てくるわけではありませんので，いいかなと思っております。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。他のご意見ございますか。いかがでしょう。確かに

まちが重複しているということはあります。「つくる暮らし」ではどうかという気はします。

後は桑原委員がおっしゃった未来，「子どもたちの未来のために」のようなフレーズを入れ

るかどうかと思っています。「暮らしと未来」，「未来の暮らし」など暮らしと未来を並列に

するというのはどうでしょうか。 

 

小峯委員  はい。 

 

岩船委員長  お願いいたします，小峯委員。 

 

小峯委員  私も事務局案に賛成です。今，おっしゃったところは，例えば，「まち」とい

う言葉がハード面で，「暮らし」という言葉は我々の生活であり，その両方を表したかった

のだろうなと勝手に推測していました。ただ，桑原委員がおっしゃったように，やっぱりめ

ざす中期目標，長期目標がいつかという議論がありますが，そこに向けてかしこい選択をし

ていることを考えると，そこに未来という言葉があったり，子どもたちという言葉は未来を

表すとは思いますが，そういう言葉が入るとよいと今，感じています。その中でまちを外す

ということが今の議論の大前提だと思いますが，「一人一人のかしこい選択がつくる私たち

の暮らしと未来」というような感じでもよいかと思った次第です。 

 

岩船委員長  今のご発言は，まちの重複も外れるし，すごくよいご提案のような気がしま

すがいかがですか。桑原委員，いかがでしょう。 

 

桑原委員  ありがとうございます。 

 

岩船委員長  先ほどご提案いただいたのは「めざそう 脱炭素のまち調布」はそのままで，

「一人一人のかしこい選択がつくる暮らしと未来」ということでよいでしょうか。 

 

桑原委員  そうですね。そのような感じで「私たちの暮らしと未来」という提案です。 

 

岩船委員長  「私たちの暮らしと未来」ですね。 

 

桑原委員  行動がより大切というお話の中にかしこい選択がありました。誰がというと
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ころで「私たちの暮らしと未来」という形はどうかと思いましたが，最終的には事務局に見

ていただければと思います。 

 

岩船委員長  はい。ご提案のようなご意見いただきましたので，ご意見を踏まえて微調整

していただき，次回に事務局からご提示いただくということにしたいと思います。 

皆様，どうもありがとうございました。それでは，次の項目に入りたいと思います。資料

２の８ページ「（２）中期目標」は次回議論するので，（３）に移ります。長期目標の目標年

についてです。案１が国の目標に合わせて「今世紀後半のできる限り早期にＣＯ₂排出量実

質ゼロ」，案２は東京都の目標に合わせて「2050 年にＣＯ₂排出量実質ゼロ」と書いている

ということです。ここについて議論したいと思います。ご意見がある方はお願いいたします。

案１か２のいずれかだと思います。いかがでしょうか。小峯委員，お願いいたします。 

 

小峯委員  東京都の目標の 2050年に実質ゼロは非常に高い目標だということは分かって

いますが，そこをめざして頑張ろうという中で目標値を低くするよりは高い目標，少しでき

ないであろうちょっと高めの目標を設定して結果的にできないかもしれないんですけど，

そこをとにかくなるべく達成するというのが目標だと思いますので，達成できそうな目標

よりは，ちょっと達成できなさそうな目標の方が計画としては意味があるんじゃないかな

と感じました。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。他の皆さんはいかがでしょうか。いかがでしょう，

奥副委員長。 

 

奥副委員長  私も案２に賛成です。東京都に限らず世界の趨勢は 2050年までに実質ゼロ

をめざすことであり，日本の企業もそれから世界の企業も軒並み 2050年ということを明言

した上で，そこに向けたゼロエミッションに取り組んでいくということにコミットしてい

ますので，あまり曖昧な表現は避け，2050 年とはっきりそこをめざすのだということに計

画ではした方がよいと思いました。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。他の皆さんは，いかがでしょうか。岡部委員，お願

いいたします。 

 

岡部委員  岡部です。私も案２の東京都の案に賛成です。これは何かというと，やはりで

きるだけ早くや早期というと，逃げようと思ったら逃げられる言葉になると思うが，そうす

ると，市民の人たち皆さんが見たときに，まだ先なのだなという感覚を取って，緊張感を持

ってもらうには，やっぱり非常に難しい目標ですけれども，期限を決めた方が私はいいので

はないかと思います。 
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岩船委員長  ありがとうございます。案２というご意見が多いようですが，案１がよいと

いうご意見はございますか。皆さん，何かこの点に関しまして他にありますか。 

 

桑原委員  よろしいですか。 

 

岩船委員長  桑原委員，お願いいたします。 

 

桑原委員  すみません。桑原です。私は事前の意見聴取では案１がいいのではないかとコ

メントに書かせていただいきましたが，その理由としては，やはり世界が 50年に向けてコ

ミットしているという事実は当然，私も理解しておりますし，そうあるべきだということは

思っているんですが，ただ，技術等がどうなるか分からない状況で，もし仮に 2050年時点

でそれを実現するような技術や世界が迎えられていなかったとしたら，この目標というの

は達成できないような状態になってしまうので，それであれば，別に野心的に何がなんでも

思いとしては当然あるものの，実現可能性の問題で言葉を選んだ目標にした方がいいので

はないかという思いで案１がいいのではないかと思います。私は案１に賛成したいところ

です。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。目標として明確に 2050年を示すこともよいかとい

う気がしますが，他にご意見ございますか。 

出たご意見の中では案２，2050 年とはっきり言い切る方が多いようでした。案１に対す

る桑原委員のご意見もございますが，事務局の方は，多数意見の案２ということでよろしい

ですかね。では，多数意見ですので案２，申し訳ございませんが案２とさせていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

では，次の点に関しまして，資料２の８ページの（４）です。施策及び取組で３点，事務

局から特に意見をもらいたいというところが出ています。「①市内における再生可能エネル

ギー（主に太陽光発電）の普及」，主に太陽光発電の普及について，補助金だけに頼らない

住宅，事業所への太陽光発電設備の設置促進について議論したいということです。 

また，「②対策の定量的評価」として市民，事業者が実施した対策の定量的な結果の把握

とフィードバックの方法について，ご意見いただきたいということです。 

３点目は，2050 年実質カーボンゼロをめざすための他地域自治体との協力・連携方法に

ついて，市でも模索しているということでしたが，皆様のお知恵をいただければと思います。

また，たたき台全般についてもご意見がありましたら，こちらでご意見ください。こちらで

指名していきますので，ご意見のある方は挙手をお願いいたします。 

皆様，いかがでございましょうか。８ページの施策と，それからたたき台について，ぜひ

ご意見をください。 
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岩船委員長  横田委員，お願いいたします。 

 

横田委員  すみません。横田でございます。「①市内における再生可能エネルギー（主に

太陽光発電）の普及」について，太陽光の普及が主にということについて，この補助金に頼

らない促進策と書かれていますが，実際はもう事業所には若干あっても，家庭の太陽光発電

設備についての助成金は，あるところがほぼないに等しいと思われます。今は東京都には家

庭用は全くない。なぜかというと助成金とは，もともと高いものを皆さんに補助を出して普

及していこうということで，その単価がだんだん落ちてきて 10年ぐらい前から半分ぐらい

の値段になったので，助成金もだんだんなくなってきている。 

一方，何でこれが広がらないのかというと，やはり付けていただく側もお得感をもうちょ

っと分かっていただくということと，ここに来て台風とかの災害ですよね。それがあった時

に自分のところでは停電してもパネルがあれば何とか対応ができるといったようなところ

を，もうちょっと市民とか，私なんかも積極的に出している側ですけが，そういうところを

周知していくと少し進むのではないのかというのが１つ，個人的な感想としてはあります。 

あと，私どもで実施していただいている中では，初期投資ゼロという事業者さんが屋根の

上にパネルを乗せていただいて，10 年間たったら自分のものになりますというのに対しま

して，若干お得な形でやっているビジネスがあります。基本的には自分の家に導入したとき

に年間でどの程度電気代が安くなるのか，その辺をもう少し分かっていただくような広報，

資料等をつくって呼び掛けることで，そういうことが進むのではないかと個人的には感じ

ている次第でございます。以上です。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。実際，新設ならともかく既築の家に後から付けた場

合に雨漏りするのではないかという不安もきっとあると思います。例えば，調布市の既築住

宅に後から付けられて経済性もいいし，停電のときも不安がないということをしっかり情

報として提供できれば，それは随分いい材料になるのではないかなと思います。ありがとう

ございます。その他，皆さんはいかがでしょうか。何でも結構です。ご意見お願いいたしま

す。岩本委員，お願いいたします。 

 

岩本委員  今の再生エネルギーの議論ともかぶりますが，計画の中の記述が少し薄いの

ではないかと思う部分があります。コロナ禍を契機として，いやが応でも生活様式が新しく

変容せざるを得ないということになっていて，例えば，ごみの排出量が大幅に増えてしまっ

ていることをとってもそうですが，エアコンを付けながら一方で換気はしなきゃ駄目だと

かということについて，そのぐらいは仕方ないんだという，全世界的にそうなのかもしれま

せんが，なし崩し的に市民の意識が向いてしまっているということがあると思います。それ

が先ほど棒グラフで示されていた，2017 年度，若干家庭の方が排出量が上がっているとい
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うところが，コロナの影響も後半出てきているのかなと。その辺の意識をいかに元に戻すか，

戻すだけではなく前に進めるかということを少し記述の中でフォローする中で，市民に対

し，先ほどの太陽光パネルを付けることによるプライオリティー，どれだけ得するのか，お

得感があるんだとか，どれだけそういうことに貢献するんだというところを示せるような

内容にしないと，なかなか絵に描いた餅になるんじゃないかということを少し印象として

持っています。その辺りについてもご議論いただければと思います。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。重要なご指摘かと思います。恐らく家庭用のエネル

ギー消費は増えると思われます。ただ，この資料の中の 2017年はまだコロナの影響はない

と思いますが，恐らく調布市は特に民生家庭部門が多いので，東京都で皆さん，働いてらっ

しゃるわけで，そうすると，既に家庭の電力消費がかなり増えていると思います。それは実

態としてあって，それを踏まえた上でどうするかということで私もいくつかご意見させて

いただきましたが，例えば，再エネ比率の高い電気にスイッチするとか，そういった完全に

省エネしなくても何か無理なく取り入れようというような動きを，積極的に提案していく

ような方法はあるかなという気はしていますが，皆様はいかがでしょうか。何かご意見いた

だければと思います。小峯委員，いかがでしょう。 

 

小峯委員  今現在というか，これまでも調布市で，いろいろ啓発活動を当然実施しており，

なかなか難しいと言いつつも，様々な手を打ってきたという状況だと思っていますが，それ

はそれで当然継続していくべきですし，その処方については工夫すべきだとは思いますが，

やはり今回，数値目標が出てないので，これでどれだけ削減するかがまだ分からない中でも，

恐らく市内の再生可能エネルギー導入促進並びに普及によって大きくＣＯ₂削減に寄与さ

せたいという施策は見て取れます。それであれば，普及啓発だったり，機器導入に対する補

助の結果として 10年後のＣＯ₂削減の目標は達成しにくいのではないかと思っています。 

そうであれば，先ほど，再エネ率の高い電力への切替えということもありましたが，市民

が直接的に何か行動することではなく，知らないうちにというわけではありませんが，行動

させられているという状態，もしくはそうなっているという状態，ものすごく大きなインフ

ラまでとはいかないにしても，仕組みを行政が主体となって取り入れていったらどうかと

思います。 

何番目か忘れましたけど，スマートシティーはそのうちの１つだと思っていますが，限ら

れた部分しかできていない。今，検討しているところだけでは，ＣＯ₂削減に向けての効果

が薄いと考えており，より多くの家庭の皆さんに協力していただくという絵姿を持ってい

ますが，その辺についても何らかの形のシステム，スマートなエネルギー利用の仕組みづく

りみたいなものを，行政並びに大学，産業，市民，産学官民一体となってできるような仕組

みづくりを率先して取り組んでいくとか，そうした施策も重要じゃないかというふうに思

いました。 
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岩船委員長  ありがとうございます。岡部委員。 

 

岡部委員  家庭における太陽光発電について，私が感じていたのは一番初期の頃の太陽

光発電は，新聞でよく話題になったのはどちらかというと売電の意味が強く，一般の人たち

はあまり自分たちがエネルギー，省エネのため，もしくは温暖化防止のためにとか，そうい

う発想，そこまでの意識をなかなか持てないのではないかと感じています。 

できれば，私が感じているのは，新しく新築，戸建て等を建てますよね。そういったとき

には，ある程度，規制しなくても，それをもっと推進できるような状態に持っていかないと，

普及させるのは難しいのではないかと考えています。 

例えば，うちの近くでも戸建てを開発でつくっているところがありますが，それを見ると，

雨水貯留設備が全部付いている。昔は逆に申請して付けていたと思いますが，それを付けて，

雨水をできるだけ庭なり植生のために使いましょうということが，いわゆる入居者が知ら

ないでそのまま設置されていると考えると，やはり新築の時に太陽光パネルを設置してお

いた方がよいのではないかと思います。 

加えて，委員長がおっしゃられたように，既築の家への追加には多少抵抗感があります。

実は，私自身も太陽光パネルの設置をしたいと思っていますが，雨漏りがどうしても心配で

す。 

実際に家の中には漏れてこないと思いますが，当然，木造だと雨水が伝わって中の木がだ

んだん腐食していくことが想定されます。太陽光パネルを追加することにどうしても踏み

切れません。ですから，建替えなどのときでないと，おそらく実施しないと思っていますの

で，新築をするときは，実施しなければならない，もしくはやるべきだという行政的な見方

を促進していかないと，なかなか広がるのは難しいのではないかという印象を持っており

ます。以上です。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。レベル的に「情報提供」，「補助金を出す」，「規制」

が自治体の取り得るオプションだと思います。例えば，アメリカの自治体ぐらいパワーがあ

れば，もうここは太陽光を絶対付けなきゃいけませんよという規制も出せると思いますが，

なかなか日本の自治体ではそこまで踏み込めないというのが，恐らく現状だと思います。な

ので，せいぜい東京都がいろいろやっているような「補助金を出す」ところまでしかできて

ないのが現状で，多分，そこでどこまでやれるかというのと，「情報提供」でしたら，もう

少し単にサイトを紹介するだけじゃなくて，定量的なものを紹介していったらどうかとい

うことかなと思ってます。 

調布市の，もちろん定量的なことが今後，大事だと思いますが，中身を見るとやはり民生

家庭部門が大半をしめると，オプションとしては家庭を省エネさせるか，業務を省エネさせ

るか，再エネといっても件数を増やすぐらいしか，本気で減らすにしても建物のオプション
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が，それぐらいしか基本的にないと思います。そう考えた場合に，実は長期的に見ると電化

を進めるということもあると思います。何をどこまで組み合わせるのかという気がします。

あまり絵に描いた餅にしないようにするためには，やっぱりそこを具体的にしっかり積み

重ねていかないといけないのかという気が私はしています。すみません。長くなりました。

他にどなたかご意見ないでしょうか。小峯委員，お願いできますか。 

 

小峯委員  先ほど岡部さんがおっしゃったところは私も全く同感でして，新しい建物に

関しては本当は規制が一番効果的だと思います。私ども市民の立場からすると，なかなか規

制を導入されてもという，難しい立場にあり，そんな中でこれから新築の建物のときは，長

野県等がやっているような環境エネルギー性能検定のようなものを実施してはどうでしょ

うか。要は，確認申請のときに，一応，省エネ診断を設計図書に対して実施し，先ほどお話

がありましたけど，これだけお得感があると示していく。それで最終的に建て主の方が，そ

れをどっちかが選ぶとか，例えば，100 万円建設コストが上がるが 20 年間で 150 万円お得

感があるのだ，トータル 50 万円お得なのだなということをそのときに教えてもらえれば，

そっちを選ぶという制度を取っている自治体はあると思います。そうした制度をよくよく

検討されるという意味を込めて，そのために調布市は何をするかというと，具体的な制度を

導入した方がよいということではなく，やはり他の自治体や国の制度を市として十分に研

究をし，早急な対策をとるといった取組が必要ではないかと思いました。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。時間がおしていますが，１つだけ，私から発言させ

ていただいてもよいでしょうか。資料３のたたき台に関していくつかありまして，例えば，

25 ページに，ＣＯ₂分離回収技術が事業者の取組にあるのは，少し難しいかなと感じます。

これは普通の事業者が考えられるレベルではないと思います。また，防災拠点みたいなもの

はよいと思いますが，調布市が持ってるバス等があれば，そういうものを電化するといった

ことも，入れていただいてはどうかと思います。公共系は積極的にそういう新しいものを取

り入れたり，省エネの ESCO のようなものをどんどん取り入れて先進的なモデルをめざし，

かつ一般家庭等にどんなことができるかを具体的に今後，詰めていくということかなと思

いました。 

本日も貴重なご意見，いろいろ伺いました。他はもう皆さん，よろしいですか。江尻委員，

よろしくお願いいたします。 

 

江尻委員  ありがとうございます。江尻です。たたき台，33 ページからの「施策４ 循

環型社会の形成」の「４―１ ３Ｒの推進」，「４－２ プラスチックごみ対策」，「４－３ 食

品ロス対策」について，もう時間があまりありませんので後でまとめて事務局に提案，出さ

せていただきたいと思っております。いただきました宿題が取組の中身までということで

はなかったと理解していましたので，私はそこまでは見ていませんでした。ここにはだいぶ
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具体的なものがいろいろと出てきています。書いていただいたのはありがたいんですが，例

えば，34 ページのプラスチックごみ対策のところの市民の取組，事業者の取組のところに

「グリーン購入」が入っていますが，これはここではないのではないかという部分がありま

す。 

それから 35ページの食品ロスのところですけれども，ここに関しては何か中黒が並んで，

非常に具体的なものがいっぱい並んではいるんですけれども，ここまで具体的なものを出

す必要がないのではないか，もう少しまとめるべきではないかというところがあります。例

えば，例を１つ挙げますと，35ページの市民の取組に「食品ロスの削減」で，４つあります

が，例えば，「食品の在庫を確認して購入する」，「食べられる量を調理する」，「残った食材

を別の料理に活用する」は，「食品ロスの予防に向けた取組の実践」というような言葉でま

とめられるのではないかと思います。続けて，その下に「3010運動の実践」とありますが，

調布市では，「調布 2020宴会食べ残しゼロ運動」をオリパラに合わせて，実行したかったと

いう報告を 8月末の廃棄物の審議会でいただいております。そういったこととあわせると，

3010運動の実践も書き換える必要があるのではないでしょうか。 

今後，オリンピックがどうなるか分からない中で 2020が多少難しいのであれば，例えば，

外食時の食べきりや持ち帰りについての実践等というように少し整理をする部分がこの項

目に関してはあると思います。時間が迫っていますので，後ほどまとめて事務局に出させて

いただきたいと思います。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。その他，ございますか。時間がそろそろということ

なのですが，たたき台の内容というのは非常に多岐にわたりますし，江尻委員のように，ま

だまだこれを見てご意見もあると思いますので，その場合は直接，事務局にご提案等をいた

だければ，またその内容も含めて本日いただいた様々なご意見も踏まえて，計画に反映させ

ていただきたいと思います。ということで次に移らせていただいてよろしいでしょうか。ど

うもありがとうございました。それでは次第２，その他に移りたいと思います。事務局から

何かございますか。よろしくお願いいたします。 

 

事務局  環境基本計画等の改定に際しまして，10月，今月に，市民意見を聴取するため，

ワークショップ等を行う予定です。または行っております。この件につきまして，担当の方

から説明をさせていただきます。 

 

事務局  資料５，調布市環境基本計画等改定ニュースレターの第２号をご覧ください。1

ページ目をお願いします。前回，この委員会において，市民参加の方法について，コロナ禍

を意識して SNS の活用やオンライン会議の導入などに関して，様々なご意見をいただきま

した。今回，事務局において withコロナの環境の中で，より多くの市民や市内で環境保全

活動を行っている方々に参加いただくため，メールやファックス等での環境施策，事業のア
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イデア募集，対面型の市民ワークショップ，ZOOM を活用したオンライン座談会の３つの市

民参加手法による企画を実施することとしました。特に，オンライン座談会については，委

員の皆様方からもぜひやってはどうかとの声をいただいておりましたので，市としても試

行的な形ではありますが双方向オンラインツールの ZOOMを活用し，ゲストスピーカーとし

て小峯委員にも出席いただく形で実施させていただくこととしました。オンライン座談会

には，市民の方々のほか，事業者の方や市内大学の先生などにご参加いただく予定となって

おります。対面型ワークショップについては，岡部委員が所属されているちょうふ環境市民

会議の皆様にもご協力いただき，当日の運営をサポートいただくこととなっております。 

また，こちらのニュースレターは調布市が相互友好協力協定を締結している７大学，電気

通信大学，明治大学，桐朋学園大学，白百合女子大学，東京外国語大学，慈恵大学，ルーテ

ル学院大学や市内高等学校，公民館や図書館などの市の公共施設，市が実施している環境学

習事業や今年１月に開催した中間報告会に参加された方，地区協議会，環境ボランティアの

方々，クリーン作戦などのイベント参加者，子育て応援施設の aona 等にも配布しました。

また，市ホームページにも掲載し，市の Twitterや Facebookでも特にワークショップ等の

開催について紹介し，参加者募集の呼び掛けを積極的に行っています。商工会にもご協力い

ただき，ホームページなどに掲載いただきました。 

対面型ワークショップもオンライン座談会も，まだ人数に若干，余裕があります。対面型

ワークショップは明日まで，オンライン座談会は来週月曜日までがお申込みの締切り期日

となっています。申込方法の詳細は４ページ目に掲載しています。よろしければお知り合い

の方にも参加の呼び掛けをいただければ幸いです。なお，ニュースレターの２ページ目，３

ページ目には，第１回，第２回の改定委員会での議論の概要を掲載しています。後ほど，ご

覧ください。説明は以上です。 

 

岩船委員長  ありがとうございました。ただ今の事務局からの説明について，ご質問等ご

ざいますか。よろしくお願いいたします。現時点でどのぐらいのお申込みがあったのか，教

えていただいていいですか。 

 

環境政策課主任  オンライン座談会につきましては 10名の募集のところ，今時点で７名，

ワークショップは 20 名募集していますが，あと２，３名であればお受けできる状況です。 

 

岩船委員長  はい。ありがとうございます。皆様，ご意見，ご質問等ございませんか。オ

ンライン座談会は，平日の昼間に開催ということで，オンラインだったらもう少し違うよう

な夕方とか，そういう学生等も参加しやすい時間帯の開催もあるかと思いましたが，今回は

１回目，まずは挑戦ということで結果がどうなるか楽しみです。せっかくですから，もっと

多くの方に参加していただきたいですね。皆様，何かございませんか。よろしいでしょうか。

はい。ありがとうございました。では，その他に事務局から何かございますか。よろしくお
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願いいたします。 

 

事務局  ２点あります。まず１点目，先ほど委員長からありましたとおり，本日，会議の

時間をコロナウイルス感染拡大防止のため，非常に短く設定をさせていただきました。皆様

の意見，まだ聞き取れていない状況もあるかと思いますので，本日の各項目について追加で

ご意見がある委員さんにつきましては，メール等で何でも構いませんので，事務局まで送付

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。 

それと次回の開催日程等です。「資料１ 計画改定までのスケジュール」をお願いいたし

ます。こちらにつきまして，11 月中または下旬になりますが，調布市環境基本計画のたた

き台について，意見聴取をメールで皆様に行う予定です。また，12月 18日金曜日の午後２

時から，第４回調布市環境基本計画等改定委員会を行います。場所はここの会場です。同じ

場所，文化会館たづくり 12階大会議場を予定しております。第４回，第５回の開催日程に

ついては，事務局の都合により日程調整をした結果を資料に記載させていただいておりま

す。皆様には日程調整にご協力いただきまして，ありがとうございました。次回，会議につ

きましては，12月 18日金曜日，午後２時からになります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。以上です。 

 

岩船委員長  はい。では，熱心な議論をコンパクトにしていただきまして，ありがとうご

ざいました。以上を持ちまして，第３回調布市環境基本計画等改定委員会を終わります。皆

様，ありがとうございました。 

 

一同 ありがとうございました。 

 

岩船委員長  お疲れさまでした。 

 

以上 


