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調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定に関する事前調整 

資料における委員意見 

 

１ めざす将来像（計画のキャッチフレーズ）について 

 

委員 ご意見 

奥副委員長 【キーワードについて】 

〇地球温暖化対策をめぐる動向から導き出されるキーワードとして，「ゼロカ

ーボン」や「RE100」を挙げることができます。 

【キャッチフレーズについて】 

〇副題の「わたしがかわる」を「わたしがかえる」にしたほうが良いのでは

ないでしょうか。 

〇副題の下にある文章の位置づけはどのようになるのでしょうか。これもキ

ャッチフレーズと合わせて記載するというご提案でしょうか。そうでれば，

「地球温暖化問題」とあるところを「地球温暖化および気候変動の問題」

といったように，気候変動も合わせて位置付けたほうが良いと思います。 

江尻委員 事務局案に賛成である。 

小峯委員  ・２０５０年のＣＯ２排出ゼロに向け 今ここではじめよう，世界標準都市

ちょうふ 

 ・めざそう！世界に誇れる脱炭素のまち調布 

 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良いと思う 

 「エコ」は市民受けは良いかもしれないがソフトなイメージなので，次期

計画はもっとハードなイメージが良いと思う 

 「一人ひとりの”かしこい選択”がつくる ゼロエミッションのまち調布」は

良いと思う 

桑原委員 キャッチフレーズとしては，調布市殿が中学生向けに発行されている冊子

の題名にもなっており，「みらいへつなごう～ちょうふのかんきょう」がキー

ワードであること，「持続可能な社会」「環境にやさしい」「子供，若い世代の

学び」の 3 つのコンセプトとして入ること，これらから，適切と考えます。

市民一人ひとりに求める変革は，まず意識や行動であり，その取り組みを広

げていくことを通じて，地球温暖化を抑制するために目指すべき目標として，

サブタイトルで「脱炭素のまち調布」を掲げていただいたほうが伝わりやす

いと考えます。 

横田委員 キーワードの中に【地域循環共生圏】を追加しては如何でしょうか。 

執行委員 「花と緑あふれるまち」など温暖化対策として目指すまちのイメージが具体

的に浮かぶキーワードがあるといいのでは，と思います。（例えば「環境にや

さしい」といってもどのような状態をやさしいと認識するか認識の程度が人

によって異なるので。） 

資料２ 
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委員 ご意見 

暮らしの在り方をイメージするキーワードは「賢い選択」や「脱炭素」な

どがありいいと思います。 

キャッチフレーズは事務局案でいいです。 

岩本委員 ・脱炭素を明確に打ち出せたことは評価できる。 

・語彙的にも副題の方は「調布」のは不要かと思う。 

 

 

２ 目標設定の方向性 

 

（１）中期目標の考え方 

委員 ご意見 

奥副委員長 「38％削減に貢献する目標」という表現は，調布市も「38％削減」を目標値

として掲げる趣旨なのかどうかが判然としません。 

江尻委員 よいと思う 

岡部委員 東京都の削減目標に合わせる方法は理解できますが，実現に向けてのアクシ

ョンプランによる実現可能性が気になります。 

小峯委員 中期目標は「東京都の削減目標に貢献する目標」ではなく「東京都の削減目

標を実現する目標」 

桑原委員 東京都の掲げる削減目標を軸に，目標設定を行うことに賛同いたします。

ただし，「第３計画期間に適用する改正事項等説明資料（2019 年 4 月 東京

都環境局作成）」によると，東京都の温室効果ガス排出量の 2030 年までの削

減目標は 2000 年比３０％削減（ちなみにエネルギー消費量の削減目標は

2000 年比３８％削減）であり，2013 年度比で３８％削減は，かなり引き上

げられた目標になっています。 

 温室効果ガス排出量を大幅に削減することが期待されている再生可能エネ

ルギーの主力電源化については，現在コスト面や供給安定性の面等でまだま

だ課題が多く，CO2 を資源として活用するための CO2 分離回収技術も「カ

ーボンリサイクル技術のロードマップ」（2019 年 6 月 出展：経済産業省）

では，2030 年頃までは低コスト化が図れないことが示されており，政府の温

室効果ガスの排出量の 2030 年頃までの削減目標は 2013 年比 26％削減とな

っていることも鑑み，実現可能な目標を掲げた方が良いと考えます。 

執行委員 特にありませんが目指すべき姿としての目標なのか，達成できることを見通

しての目標なのか明確にしたい。 
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（２）長期目標の考え方 

委員 ご意見 

奥副委員長 排出量実質ゼロを目指すとすることに異論ありません。 

 

中期目標・長期目標ともに，積極的かつ野心的な目標を設定されようとして

いることは大変良いと思いますが，それらを実現するための具体的な施策・

取組みとそれらを積み上げることで目標達成が見込めるという客観的な算定

根拠を，資料編等で示しておく必要があります。 

江尻委員 よいと思う 

岡部委員 地球温暖化対策としての脱炭素化は重要で且つ厳しい目標ですが，”今世紀後

半の出来る限り早期”とは曖昧過ぎると思います。 

小峯委員 世界，東京都の方向性を踏まえれば「２０５０年にＣＯ２排出量実質ゼロ」

で，調布市も同じにすべき 

桑原委員 実質ゼロ実現には，CO2フリーエネルギーや，再生エネルギー，ネットゼロ・

ビヨンドゼロのための各施策の導入実施が必要です。しかし，これらは，現

状，どれくらいの費用がかかるか不透明です。財政への圧迫を最小限にとど

めるには，IT・AI 等の技術革新と省エネルギーに努めることが重要です。そ

のため，具体的な時期を明記せず，「今世紀後半のできる限り早期」という記

載にとどめることについて，賛同いたします。 

執行委員 めざすことは必要だと考えますので，特に問題ありません。 

 

 

３ 調布市における地球温暖化対策の取組の方向性 

施策１ 脱炭素型ライフスタイル・ビジネススタイルの普及 

委員 ご意見 

岡部委員 次世代自動車への買替えを促進していくためには，市内でのエネルギーステ

ーションの充実も推進していく必要があると考えます。 

小峯委員  ２０５０年の長期目標であるＣＯ２排出実質ゼロを達成するには，市民の

大きな行動の変化が必須 

 ①建物 

建物の長寿命化が進む中，２０５０年に向けて，今後の新築建物は全て

ＺＥＨ，ＺＥＢにする必要あり 

情報提供するだけでなく，条例化などもっと強固な取組みを掲げるべき 

 ②家庭機器 

ＨＥＭＳ導入は家電製品のインターフェース統一などの点で，導入促進が

産業界，国の動きに依存 

家庭の省エネ推進には重要なシステムだが，市の取組みとして導入数を伸

ばすことは難しい 

家庭のエネルギー管理に関しては，何か別の取組みを検討すべき 

 ③行動 
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委員 ご意見 

クールシェア，ウォームシェアなどによる家庭部門の省エネに繋がる行動

は重要 

 ④移動交通手段 

自動車からのＣＯ２排出削減＝自動車利用の削減＝シェアリング自転車の

推進 

次世代自動車の買替促進に向けて情報提供だけでは不十分 

ＥＶ，ＦＣＶ導入に向けたプラットフォーム，インフラ作りが重要 

市民や事業者が情報を収集するための市の取組みとして，本当にこれで市

民や事業者が情報収集できるのか 

今までと同じ手法も併用しながら，新たな手法（取組み）を取り入れる必

要あり 

新たな生活スタイルに合致した取組みが欲しい 

桑原委員 P21 

「事業者の取組（概要）」の６つ目に，「新たな技術革新（CO2 分離回収技術

等）」を加えられは如何でしょうか。某酒造メーカーにてボイラ排ガスを炭酸

に利用する CO2 分離回収技術の実証試験が行われていると聞いたことがあ

ります。 

横田委員 取組１（20P）に脱炭素型ライフスタイルの普及啓発として市の取組の欄に，

【地産地消の食育】の表現を追加しては如何でしょうか。 

取組３（22P）①学校授業の講師派遣の担い手（ボランティア）を育成する必

要性から「環境学習・プログラムの提供」に【人材育成・リーダー育成】の

内容を追加しては如何でしょうか。 

②「テレワークなどの ICT を活用した・・・・」の記載が環境学習としては

曖昧ではないでしょうか。（21P の取組との違い） 

執行委員 P１９ 子供たちを中心に→子供たちや若者を中心に 

にしてほしい。 

P２０・２１ カーシェアリング，自転車シェアリング，雨傘シェアリングな

ど「シェアリング」の有効活用の推進を入れてはどうか 

P２２ 学校へは講義をする講師派遣だけでなく，子供たちの学校での生活

の様子を専門家の方に見ていただき改善すべき視点をアドバイスするアドバ

イザーの派遣を事前・事後で実施し，評価してもらえるような派遣があると

なお実行力が高まると思います。 
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施策２ 再生可能エネルギー・水素エネルギーの活用推進 

委員 ご意見 

岡部委員 再生可能エネルギー・水素エネルギーに関して，市民の理解を深めるために

は，より多くの情報の提供やアピールが必要になると思います。 

小峯委員  市内にはまだまだ太陽光発電の設置ポテンシャルは残っているが導入が進

まない 

  太陽光＝ＦＩＴのイメージ払拭には啓発では限界があるため，別のイン

センティブと合わせた仕組みづくりが必要 

  ＰＰＡ推進などの取組みが有効だと思う 

 太陽光発電の直接的導入に向けた取組みには蓄電池が必須 

  災害対応と絡めた啓発が必要 

 都市という地域特性から太陽光発電以外の再エネポテンシャルが無い 

 再エネ由来の電力購入促進，オフサイトＰＰＡ活用などの取組みが必要 

横田委員 取組１（24P）地域循環共生圏や都のゼロエミ戦略に，再生可能エネルギーの

地産地消と記載があるので，【地産地消】の文言を追加するのは如何でしょう

か。（調布まちなか発電等の取組もあるので） 

岩本委員 ・ｐ.18 にある通り，「再生可能エネルギー等」とする方がよい。 

・次世代エネルギーの取組には「新技術に関する情報収集と情報発信」を追

加すること 

 
 

施策３ スマートシティの実現 

委員 ご意見 

奥副委員長 取組 3 に「緑を活かした地球温暖化対策」として，屋上・壁面緑化，人材育

成，補助金交付が位置付けられているが，グリーンインフラとしても緑の位

置づけや多機能性に着目した内容が考えられないでしょうか。適応策とも重

複するかと思いますが。 

江尻委員 取組 1  

「地域におけるエネルギーの効率的利用の推進」または，「・・検討」とする

のはどうか。 

岡部委員 小さいエリアでもスマートシティのモデル地域が計画/実行されると，将来へ

の足掛かりになると考えます。 

執行委員 P２６ 施策１と重なるが，「シェアする生活」も 

生活様式の一つとして選択できるようにしたい。（感染症対策のため共有が今

は控えられてはいるか） 

P２６ 学校の校庭等広場の芝生化はすすめてほしいと思うが学校だけで維

持管理は厳しい。維持管理について地域や市民からの協力を得ることで「緑

を活かす」ことに関心をもってもらえるので，身近な学校の校庭緑化は視野

に入れてほしい。（こちらは記載しなくてよいです。） 

岩本委員 ・スマートシティの定義をしっかり説明すること。（取組１と取組２，３の住

み分けがよくわからない） 
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施策４ 循環型社会の形成 

委員 ご意見 

江尻委員 取組 2 プラスチックごみ対策 または，廃プラスチックごみ対策 ではな

いのか。 

岡部委員 使い勝手の良い使い捨てプラスチック製品・食品ロスを削減する為に，根気

強く繰り返しアピールすることが必要と感じます。 

横田委員 取組 1（28P）の市の取組のうち，〇市民の自主的な取組の支援の中に【集団

回収の支援】を追加しては如何でしょうか。 

執行委員 ・テイクアウトの増加によりプラごみが増加している。家庭の責任でマイ容

器持参でも対応してもらえる店舗を増やすなど推進できないか。（例えば弁当

販売も最初はその店の容器で買うが，その後は容器を持参すればそれ詰めて

もらえる店など） 

・ごみの分別がしやすい，わかりやすい標記と事業所等のごみ置き場の一層

の工夫 

岩本委員 ・取組１は「市民・事業者による」は不要。３Ｒを推進とすべき 

 

 

施策５ 市の率先行動 

委員 ご意見 

江尻委員 グリーン購入の促進 をあらたな取組として加えるのはどうか。 

執行委員 ・アンケート評価だけでなく事業場所を市関係者や専門家が実際に確認して

（空調，電気，ごみ廃棄場所等勤務環境全般）評価することはしているか？ 

岩本委員 ・施策５を１つの施策とすることに違和感がある。取組内容は施策１に包含

できないか。 

 

 

施策６ 気候変動による影響への適応 

委員 ご意見 

桑原委員 P33 

「事業者の取組（概要）」の，「〇非常時における電源の確保」の内容を（災

害時にも活躍する自家発電・蓄電池・省エネ電力の導入支援，再エネ等の地

域における利活用・安全対策の実施，次世代自動車）への変更をご提案いた

します。発災後も都市機能を維持できるよう防災上重要な施設を中心として，

平時の環境負荷軽減と災害時の自立電源確保を図る自立・分散型の発電設備

など，多様な発電手段を用いた電力供給の安定化に向けた取組の推進が必要

と考えます。平時における環境負荷軽減を図るとともに災害時にも事業継続

できるよう拠点形成に併せ，コージェネレーションなどの自立分散型の発電

設備の導入を促進するとともに，ネットワーク化によるエネルギーの相互融

通を可能にし，地域全体でのエネルギーの面的利用による自立化・多重化の

検討が必要です。 
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委員 ご意見 

 また，「取組２ 自然災害への対策」「市の取組」の中の「〇水害対策の推

進」の 7 つ目に，「エネルギーセキュリティの強化」を加えられては如何でし

ょうか。有事の際は，ライフラインを多重化し，エネルギーを確保すること

が重要と考えます。 

横田委員 取組 1（33P）の事業者の取組では，「非常時における電源の確保」と記載さ

れているが，市民の取組にも記載すべきであると考えます。 

岩本委員 ・施策名「気候変動への適応」でよいのでは？ 

・同じく取組１も「による影響」は不要 

 

 

上記以外に必要と考える施策・取組 

委員 ご意見 

岩船委員長 調布市のエネルギー消費構造としては，家庭部門と，業務部門が主。省エネ

を進めると，再エネとしては建物 PVを増やすあたりが現実的な解。 

全般に定量的な分析に基づいて，対策を練っていくべき。具体的に目標を実

現するために，なにをどれだけする必要があるか，対策を具体的に示すべき

ではないか。 

単なる情報提供にとどまらず，東京都の事業所向けエネルギー診断の受診を

レコメンドして，実対策に至った事業者の結果を他事業者へ展開していく，

等。件数の目標を置くなど。家庭用も東京都の助成を紹介するにとどまらず，

断熱強化の実例，定量的な結果の紹介など，進めてほしい。 

長期的には水素より電化のほうがはるかに重要なのだが，東京都の方針レベ

ルでいいので，追記可能であればしてほしい。 

EV 導入実績の把握，市内のインフラ紹介等。 

第三者モデルの展開など，環境省事業・東京都の事業を活用し，先進的な実

証へ取り組んでいく方針を示すなど。 

奥副委員長 2050 年には実質ゼロカーボンを目指す場合，調布市／市域内だけでそれを実

現することは困難であることから，他の地域／自治体との協力・連携が必要

不可欠になります。省エネ・再エネ導入による徹底した削減策を講じたうえ

で，どうしても市域内では削減しきれない分については，他地域における削

減を支援することによる削減分で「オフセット」するといったことも検討す

る必要があるでしょう。 

小峯委員 施策の取りまとめ方として，エネルギー利用高効率化と二次的効果の２つに

分けてみては？ 
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４ 第３回改定委員会において議論をいただきたい主な視点 

 

（１）めざす将来像（計画のキャッチフレーズ）【資料３ p.20】 

（修正案） 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～ 

 

◆いただいたご意見（抜粋） 

・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良い 

・「エコ」は市民受けは良いかもしれないがソフトなイメージなので，次期計画はもっと

ハードなイメージが良い 

・「花と緑あふれるまち」など温暖化対策として目指すまちのイメージが具体的に浮かぶ

キーワードがあるといい 

・市民一人ひとりに求める変革は，まず意識や行動であり，その取り組みを広げていく

ことを通じて，地球温暖化を抑制するために目指すべき目標として，サブタイトルで

「脱炭素のまち調布」を掲げていただいたほうが伝わりやすい 

 

 

（２）中期目標 

※中期目標については，将来推計の精査，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，実現可能な目標値を第４回改定委員会においてご議論いただく予定で

す。 

 

（３）長期目標の目標年 【資料３ p.22】  

（案１：国の目標）  今世紀後半のできる限り早期に 

（案２：東京都の目標）2050 年に 

◆いただいたご意見（抜粋） 

・具体的な時期を明記せず，「今世紀後半のできる限り早期」という記載にとどめること

に賛同 

・”今世紀後半の出来る限り早期”とは曖昧過ぎる 

・世界，東京都の方向性を踏まえれば「２０５０年にＣＯ２排出量実質ゼロ」にすべき 

 

 

（４）施策及び取組 

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 

・住宅，事業所への太陽光発電設備の設置促進（補助金だけに頼らない促進策） 

②対策の定量的評価 

・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 

③他自治体との連携 

・2050 年実質ゼロカーボンを目指すための他の地域／自治体との協力・連携 


