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第３回調布市環境基本計画等改定委員会 議事要旨（確定稿） 

 

開催日時 令和２年 10月 21日（水）午後２時 ～ 午後３時 15分 

開催場所 文化会館たづくり 12階 大会議場 

出席者  ［委 員］◎岩船委員，〇奥委員 

江尻委員，岡部委員，小峯委員，栁澤委員，桑原委員，横田委員， 

執行委員，岩本委員 

※◎ 委員長 〇副委員長 

※欠席 藤野委員 

［事務局］環境部 河西次長， 

環境政策課 岡田課長，泉生活環境担当課長，齋藤課長補佐，白石係長，

小笠原主任，倉林主任，鈴木主任，三上主事 

緑と公園課 香西課長，下水道課 岩下課長，ごみ対策課 丸山課長 

［受託者］（株）創建 中尾，元永 

 

１．開会  

事務局より委員の交代を報告した。 

 

２．議題 

事務局より，次第１の（１）から（３）まで通して説明した。 

調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定等について 

（１）前回までの振り返りと本日の議論内容について 

（２）温暖化関連施策に関する意見と調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（たたき台）に

ついて 

事務局より資料２，資料３，参考資料を用いて，調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

（たたき台）と事前に委員から聴取した意見と意見のたたき台への反映結果を説明し，本日特に

議論していただきたい点を説明した。 

【委員からの意見（発言順）】 

（岩船委員長） 事務局から集中的に議論いただきたい点として挙げられた，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。 

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。資料２には，めざす将来像の修正案として「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～」を掲載している。

委員の皆さんからは，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，エコはソフトなイメージなので，ハードなイメージがよい，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，サブタイトルに「脱

炭素のまち調布」を掲げた方がよい等のご意見をいただいている。 

（桑原委員） めざす将来像が担う役割はなにか。市民に向けたものか，調布市としての宣

言なのかで，どのような文言が適切かの議論が変わってくると思う。 
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（岩船委員長） 大変重要な点である。事務局からいかがか。 

（事務局） 調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）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，目標を達成するという意味合いが込められて

おり，全ての皆様に対して発信するものと考えているが，この点についても，

ご意見をいただければと思っている。 

（桑原委員） 脱炭素社会をめざす上では，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だと思う。そう考えると，今は興味がない

方も，一緒に行動していただくことが重要である。 

そうした点から考えると，環境に興味がない方々が「めざす将来像」を読む

ことにより自分ごと化し，取組を行うことができるような要素が必要だと思

う。その視点から取り入れるべき言葉を考えると，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があることで自分ごと化し，取組の実行

に繋がると思う。ハードな表現とソフトな表現といった視点も必要ではない

か。 

（岩船委員長） 例えば，具体的に「めざそう脱炭素のまち調布」を副題にし，「子どもたち

の未来を守る」を主題に持っていくということか。具体案を出していただきた

い。 

（桑原委員） 順番を入れ替え，行動の変容を促すような言葉を文頭に持ってくることも１

つのやり方としてあると思う。具体的には「私たちと子どもたちの将来を守る

ため，一人一人のかしこい選択がつくるまち・暮らし」，副題として「脱炭素

のまち」というような順番かと思う。 

（岩船委員長） 桑原委員からご提案をいただいたが，いかがか。 

（奥副委員長） 私は事務局の案に賛成である。めざす将来像にある「かしこい選択」は，環

境省でも掲げている「COOL CHOICE」を日本語にしたものだと思う。「COOL 

CHOICE」は国全体のキャッチフレーズであり，「COOL」には，「かっこいい」と

いう意味も含まれている。一人ひとりがかしこい，かっこいい選択をすること

が脱炭素化に繋がるというストーリーはよいと思う。 

やはり脱炭素をめざすことを明確にするという意味で，副題ではなく主題に

「脱炭素」を位置付けるべきだと思っている。 

（岩船委員長） 他の委員の方はいかがか。 

（執行委員） 前回の事務局案の「わたしがかわるみんなでかえる」に対して，私からはも

う少し行動的でイメージしやすいもの，具体的なＰＲを取り入れてはどうかと

意見させていただいた。 

今回の事務局案は，「かしこい選択」という行動の変容がイメージできるキ

ーワードが入っているため，基本的には事務局案で賛成である。 

（江尻委員） 基本的には事務局の修正案に賛成である。脱炭素が文章の最初に来ているこ

ともよく，「かしこい選択」という言葉をよく持ってきてくれたと思う。 

ただ，「めざす将来像」に「まち」という言葉が２回出ることが語呂的に気
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になっている。一方で，「めざそう 脱炭素 調布」では違和感がある。新し

い提案はないので原案でよいかと思っている。 

（岩船委員長） ご指摘のとおり，まちという言葉が重複している。また，桑原委員からご提

案いただいた「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。「暮らしと未来」，「未来の暮らし」等，暮らしと未来を並列にし

てはどうか。 

（小峯委員） 私も事務局案に賛成である。私は，「まち」という言葉がハード面，「暮らし」

という言葉が我々の生活面を表し，事務局案はその両方を表現しようとしてい

ると推測していた。 

桑原委員からご指摘があったように，めざす中期目標，長期目標をいつに定

めるかという議論はあるが，目標に向けてかしこい選択をすることを考える

と，そこに未来，子どもたちという未来を表す言葉が入るとよいと感じている。 

まちを外すかどうかは，例えば「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」という感じでもよいかと思う。 

（岩船委員長） 先ほどのご提案は，課題である「まち」の重複も外れるよい提案だと思う。

桑原委員，いかがか。 

（桑原委員） 行動がより大切という部分でかしこい選択という話があった。誰がという部

分で「私たちの暮らしと未来」はどうかと思ったが，最終的には事務局に見て

いただきたい。 

（岩船委員長） ご意見を踏まえて修正し，次回，事務局から提案していただきたい。 

続いて，資料２の８ページ，「（３）長期目標の年」について議論に移りたい。

案１は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」であ

る。２案のいずれかだと思うがいかがか。 

（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である。しかし，目標

値を低くするよりは高くし，結果的に達成できないかもしれないが，なるべく

達成できるようにするというのが目標だと思う。少し達成できなさそうな目標

の方が計画としての意味があると感じた。 

（奥副委員長） 私も案２に賛成である。東京都だけでなく世界の趨勢は 2050 年までに実質

ゼロをめざしており，日本の企業，世界の企業も 2050 年に向けてゼロエミッ

ションに取り組んでいくことに尽力するとしている。曖昧な表現は避け，2050

年をめざすと計画では明記した方がよいと思う。 

（岡部委員） 私も東京都の案２に賛成である。「できるだけ早く」や「早期」では，逃げ

ることができる言葉になり，市民が見たときに，まだ先なのだという感覚を取

り除き，緊張感を持てるようにするためには，非常に難しい目標であるが期限

を決めた方がよいかと思う。 

（岩船委員長） 案２というご意見が多いが，案１がよいという意見はあるか。 

（桑原委員） 私は，事前の意見聴取では案１がよいと回答した。理由として，世界が 2050

年に向けて進んでいるという事実は当然理解しており，そうあるべきだと思
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う。しかし，今後，技術がどう発展するか分からない状況で，仮に 2050 年時

点で実現できるような技術や世界が迎えられていなければ，目標が達成できな

いような状態になる。何が何でも達成するという思いはあるが，実現可能性か

ら言葉を選んだ目標がよいのではないか思うので案１がよいと思う。 

（岩船委員長） 案２のように期限を明言するというご意見が多かった。案１を支持する桑原

委員には申し訳ないが，多数意見である案２を長期目標としたい。 

 

（３）調布市環境基本計画基本目標４に係る温暖化関連施策について 

（岩船委員長） 次の点に関して，資料２の８ページの「（４）施策及び取組」で，事務局か

ら特に意見をもらいたい視点を３点整理していただいている。 

１点目は，「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である。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。 

２点目は，「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。 

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が，委員からもご意見をいただきたい。

また，資料３の全体についてご意見があればいただきたい。 

（横田委員） 「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，

補助金に頼らない促進策とあるが，実際は事業所への補助は若干あっても，家

庭の太陽光発電設備についての助成金はほぼないに等しいと思われる。 

東京都でも家庭に対する補助はない。助成金は，設置に費用がかかるものに

対して，補助を出し普及するというものである。単価が徐々に落ち，10年ほど

前から半分ほどの値段になり，助成金も少なくなっている。 

一方，普及しない理由は，設置する側がお得感を感じられないことだと思う。

近年の台風等の災害への備えとして，災害があったときに停電しても，自宅に

太陽光パネルで対応ができるということを，市民へより周知することで，普及

していくのではないかと感じている。 

基本的に普及促進のためには，自分の家に導入したとき，年間でどの程度電

気代が抑えられるのか，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が必要だと思っている。 

（岩船委員長） 太陽光パネルを取り付けるにあたって，市民の方が不安に感じることとし

て，例えば既築の家に後から取り付けた場合に雨漏りの原因になるのではない

かということもあると思う。既築に後から付けた場合も経済性もよく，停電の

際も不安がないことをしっかり情報として提供できれば，普及のためのいい材

料になるのではないかと思う。 

その他のご意見はいかがか。 

（岩本委員） 再生エネルギーの議論とも重複するが，計画中の記述に薄いのではと思った

点がある。コロナ禍を契機に否が応でも生活様式が新しく変容せざるを得ない
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中，例えば，ごみの排出についても同様のことが言えるが，エアコンを付けな

がら一方で換気はしなければならないという矛盾する方向に市民の意識が向

かざるを得ない状況になっている。 

その辺の意識をいかに元に戻し，前に進めるかということを計画の記述でフ

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お得

感や貢献といったところを示していかなければ，絵に描いた餅になるのではな

いかという印象を少し持っている。 

（岩船委員長） 重要なご指摘かと思う。今後も，家庭のエネルギー消費は増え，調布市は特

に民生家庭部門が多く，既に家庭の電力消費がかなり増えていると思われる。

その実態を踏まえた上でどうするかについて，私からもご意見させていただい

た。 

例えば，再エネ比率の高い電気に切り替える等，完全な省エネをしなくても

無理なく取り入れることができるような動きを積極的に提案していくといっ

た方法はあると思っているが，皆様はいかがか。 

（小峯委員） これまでも，調布市で様々な啓発活動を実施し，手を打ってきたという状況

だと思っている。今後も当然継続し，その処方は工夫すべきだとは思う。今回，

数値目標がまだ示されていないため，削減量がまだ分からないが，恐らく市内

の再生可能エネルギー導入促進並びに普及を進め，大きくＣＯ₂削減に寄与し

ていこうという施策は見て取れる。それであれば，普及啓発，機器導入に対す

る補助を推進した結果として 10 年後のＣＯ₂削減の目標を達成できるとは考

えにくい。 

そうであれば，先ほど，再エネ率の高い電力への切り替えの提案があったが，

市民が直接的に何か行動しなくても，無意識のうちに行動できているというよ

うな状態，仕組みを行政が主体となって取り入れてはどうかと思う。スマート

シティーはその１つだと思っているが，限られた部分にしか導入できていな

い。現在検討している部分だけではＣＯ₂削減の効果が薄いと考えており，ス

マートなエネルギー利用の仕組みづくり，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に率先して取り組むといった施

策も重要ではないかと思う。 

（岡部委員） 家庭における太陽光発電の初期は，売電の意味が強く，市民はあまり太陽光

が省エネ，温暖化防止のためになるという発想，そこまでの意識はなかなか持

っていないのではないかと思う。私は，新しく戸建て等を建てるときは，規制

しなくても推進できるような状態にしなければ，普及は難しいと考えている。

例えば，自宅の近所に戸建てをたくさん開発しているところはあるが，そこを

みると雨水浸透を実施している。昔は申請して付けていたかと思うが，入居者

が知らないまま設置されていると考えると，新築のときから設置した方がよい

と思う。 

続いて，委員長からご指摘があったように，既築に追加することには多少抵

抗感がある。雨漏りが心配である。実際に家の中に水は漏れないと思うが，木
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造の場合は雨水が伝わって中の木が徐々に腐食することが想定されるため，太

陽光パネルの追加に踏み切れない。新築の場合でなければ取り付けないと思う

ので，新築する際は取り付けるべきだという行政的な見方もしくは促進をしな

ければ，普及は難しいのではないかという印象を持っている。 

（岩船委員長） やはりレベル的に情報提供，補助金を出す，さらにいうと規制をすることが

自治体にできることだと思われる。日本で実施できる限度は，東京都が実施し

ているような補助金を出すまでだと考えている。それでどこまで実施できるの

か，情報提供であれば単にサイトを紹介するだけでなく，定量的なものを紹介

してはどうかと考えている。 

調布市でもちろん今後定量的なことが重要だが，調布市のＣＯ₂排出量の内

訳をみると民生家庭部門が大半をしめている。家庭の省エネ，業務の省エネ，

再エネの件数を増やすくらいしか基本的にないと思われる。そう考えた場合，

長期的に見ると電化を進めるということもあると思う。何をどこまで組み合わ

せるかであるが，実現可能性を考える上ではその点を具体的にしっかり積み重

ねていく必要があると考えている。 

（小峯委員） 岡部委員の意見に同意である。新築の建物については，規制が一番効果的だ

と思うが，市民の立場からすると難しい。そうした中，例えば，今後，新築で

建てるときは，長野県が実施しているように環境エネルギー性能検討のような

ことを実施してはどうか。つまり，建築確認申請時に省エネ診断を設計図書に

対して実施し，利点を示していく。最終的には建て主が，どちらかを選ぶよう

にしていく。例えば，100 万円建設コストが上がるが 20 年間で 150 万円削減

でき，50 万円の利があると教えてもらえれば，そちらを選ぶことができると

いう制度を取っている自治体はある。そうした取組を検討して欲しいという流

れの中で，調布市が実施すべきことは，具体的な制度を導入することではなく，

まずは他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

った取組ではないかと思われる。 

（岩船委員長） １点，私から述べさせていただきたい。資料３の 25ページに，ＣＯ₂分離回

収技術が事業者の取組に記載してあるが，少し難しいと感じる。これは一事業

者が取り組むことができるものではなない。 

また，防災拠点のようなものはよいと思うが，調布市が持っているバス等が

あれば，そういうものに電化を取り入れてはどうかと思う。 

公共系の事業には積極的に新しいもの，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だと思う。 

他の委員の方はいかがか。江尻委員，どうぞ。 

（江尻委員） 資料３のたたき台，33ページについて，「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，各取組の内容が標題とあっていないものがあると思う。 

例えば，34ページのプラスチックごみ対策の市民，事業者の取組に「グリー
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ン購入」が入っているが，ここではないのではないか。 

それから 35 ページの食品ロスについて，ここに関して，非常に具体的な取

組が多数並んでいるが，ここまで具体的なものを出す必要はないのではない

か。例えば，市民の取組に「食品ロスの削減」の下に４つ取組があげられてい

るが，その内の「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う。 

続けて，その下の「3010運動の実践」について，調布市では，「調布 2020宴

会食べ残しゼロ運動」をオリンピック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聞いている。その点を踏まえると，3010 運動の実

践も書き換える必要があるのではないか。 

時間が迫っているので，後ほどまとめて事務局に伝えたい。 

（岩船委員長） たたき台の内容は多岐にわたっているため，気づいたことがあればその都度

事務局にお伝えいただきたい。 

 

３．その他  

事務局より，資料５を用いて対面型ワークショップ，オンライン座談会の実施について説明し

た。 

 

【委員からの意見（発言順）】 

（岩船委員長） 現時点の申込者数はどうか。 

（事務局） オンライン座談会は 10 名の募集に対して７名応募いただいている。対面型

ワークショップはあと２～３名程度受入れ可能である。 

（岩船委員長） オンライン座談会は平日昼間の開催ということで，学生等も参加しやすい土

曜日の夕方の開催もあると思うが，今回は１回目の試験的な開催である。より

多くの方に参加していただければと思っている。他にご意見がなければ事務局

より補足事項をお願いしたい。 

事務局より，資料１を用いて今後のスケジュールについて説明した。 

（岩船委員長） 本日も熱心なご議論をいただき感謝申しあげる。 

 以上 

 


