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事務局  定刻前ではございますが，皆さまお揃いになりましたので，これから第１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たいと思います。本日はお忙しい

中，ご出席いただきましてありがとうございます。 

私は事務局を務めさせていただきます，調布市環境政策課の齋藤と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。開会に先立ちまして，後ほど市長からごあいさつを予定してお

りますが，本日お集まりいただきました本改定委員会では調布市における「調布市環境基

本計画」と，それに基づく個別計画となります「調布市地球温暖化対策実行計画 区域施

策編」の改定に向けた検討をしていただきたいと考えております。令和３年３月の計画改

定を目指して進めてまいりますので，皆さま，何卒ご協力の程よろしくお願いいたしま

す。 

なお，お配りさせていただいている資料１「調布市環境基本計画等改定委員会要綱」の

「第５ 委員長及び副委員長」にあるとおり，後ほど皆さまの互選により委員長及び副委

員長を決定していただきますが，会務を総理する委員長が決まるまでは事務局で議事を進

行させていただきますので，ご了承いただきますようお願いいたします。はじめに市長の

長友より，ごあいさつ申しあげます。 

 

長友市長  皆さん，こんにちは。調布市長の長友でございます。日本語と他の言葉を比

べると，日本語は曖昧さだけではありませんが，「等」という言葉を多用することは間違

いありません。この改定委員会にも等とついていますが，つけない場合はこの２つの委員

会の名前も２つの計画の名前を続けなければなりませんから，こういう時は便利かと思い

ます。何をくだらないことを言ってると言われるかもしれませんが，「等」でくくらせて

はいただきましたけれども，それぞれ大変重要な分野の指針をいただくということで，私

どもは本当に皆さまがたの今回のご議論を手がかりとして，環境問題に対処していきたい

と思っています。 

通常でありましたら，委員の皆さまに依頼状をもってお願いし，お一人ずつ手交させて

いただくところですが，時節柄，机上配布としております。ご理解の上よろしくお願い申

しあげます。 

私どもは，「未来に続く，緑と水あふれるほっとするまち調布」をスローガンとしてお

ります。私が申しあげるまでもありませんが，調布市環境基本計画は，平成28年３月に策

定し，令和７年度までの10年間が計画期間であり，本年で中間年次を迎えます。それか
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ら，「調布市地球温暖化対策実行計画 区域施策編」は今年度で計画期間満了となりま

す。こちらは温室効果ガスを効果的に削減するための計画であり，私ども行政からすると

市民，事業者といった方とどのように連携を保ち，それぞれの方にどういう責務を担って

いただくのかという観点で非常に重要な計画です。 

国際会議の一つであるＣＯＰ等で上位の方針が示されたとしても，各国，都道府県，市

町村で一人ひとりが努力をしないと，実行性はありません。どのように市としてもこの方

針を踏まえて計画を位置付け，そしてそれを実行するかが極めて重要だと思っておりま

す。 

そこで，調布市の環境施策の基軸となる２つの計画の改定に向け，皆さまからご議論を

いただくこととなっております。 

委員の皆さまには調布にお住まいの方，市外在住の方もいらっしゃいますが，調布市

は，多摩川，中小河川，野川，入間川，仙川等の水辺の憩い，武蔵野の自然林といった，

素晴らしい自然環境に恵まれた非常に良好な住宅環境だと言われます。それはもちろんで

すが，この10年，20年の間に，京王線の地下化を始めとした中心市街地の活性化をとおし

て，市の様々な発展に結び付けることも急務でした。私どもは，市の発展，開発とよりよ

き環境の保全というある意味では二律背反的なものをどうやって確保するかを考えていか

なければなりません。これは調布市だけでなく近隣の自治体も苦慮していますが，この大

命題に向け，調和を保ちつつ，これからもできる限りのことを考えていきたいと思ってい

ます。 

地球規模のことで言えば，先程の温暖化の問題，それから昨今の海洋プラスチック等の

廃棄物と地球規模の環境問題への影響も再びクローズアップされており，大きな課題とな

っています。そうした様々な観点から環境問題を考えて，総合的に市は多様な政策を実施

しようとしています。本会議の重要性を改めて我々は認識すると共に，限られた中での議

論ですがどうかよろしくお願いいたします。 

事務局  ありがとうございました。市長の長友はここで退席をさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

長友市長  この議論は，私の方でしっかり受け止めさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 
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事務局 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，皆さまのお名刺は事務局で帳合

させていただいた後に，委員の皆さまに配布をさせていただきますので，どうぞよろしく

お願いいたします。 

それでは，配布させていただきました資料の確認をお願いします。 

まず，第１回調布市環境基本計画等改定委員会次第 

資料１ 調布市環境基本計画等改定委員会設置要綱 

資料２ 調布市環境基本計画等改定委員会 委員名簿 

資料３－１ 調布市環境基本計画及び調布市地球温暖化対策実行計画の位置付け 

資料３－２ 調布市環境基本計画改定の基本方針 

資料３－３ 調布市環境基本計画（概要版） 

資料３－４ 調布市環境基本計画の取組状況と評価について 

資料３－５ 調布市環境基本計画中間報告会～みんなで語ろう ちょうふの環境のい

まとこれから～の開催結果（概要） 

資料３－６ 調布市環境基本計画 骨子（案） 

資料４－１ 調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定の基本方針（案） 

資料４－２ 調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の取組状況について 

資料４－３ 調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（概要版） 

資料４－４ 調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（概要版） 

資料４－５ 調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）骨子（案） 

資料５ 市民ワークショップの実施について（案） 

資料６ 計画改定までのスケジュール 

次に資料番号がなく，大変申し訳ありませんが， 

参考資料１ 調布市環境基本計画の中間見直し等に関する市民アンケート調査結果報告

 書 

参考資料２ 調布市環境基本計画等改定委員会報告資料 

参考資料１及び２については，一部の委員には机上配布させていただいております。 

ここまでで資料に不足がある方はいらっしゃいますでしょうか。資料の過不足がござい

ましたら，事務局にお申し付けください。よろしいでしょうか。 

次に本日，机上配布させていただきました資料の確認です。 

参考資料３ ちょうふ環境にゅ～す 未来へつなぐ調布の環境 
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参考資料４ みらいへつなごう～ちょうふのかんきょう～ 

の資料となります。 

また，机上の「調布市環境基本計画」は平成28年３月，「調布市地球温暖化対策実行計

画 区域施策編」は平成22年３月に策定したものです。続いて，「第３次調布市地球温暖

化対策実行計画 事務事業編」は平成28年に策定しました。これらは参考として配布しま

したが，お持ち帰りいただいてもこの場に置いて帰っていただいても結構です。よろしく

お願いいたします。資料の過不足がございましたら，市の事務局にお申し付けいただきま

すよう，よろしくお願いいたします。ここまでよろしいでしょうか。 

それでは，議事日程にはありませんが，事務局から本会議の目的と全体の流れについて

説明をさせていただきます。資料６をご覧ください。計画改定までのスケジュールを掲載

している資料です。 

本日は１番上の第１回の委員会となっております。第２回目以降，この会議の日程は網

掛けで示しております。網掛け以外の部分に記載している「市の附属機関である調布市環

境保全審議会」，「庁内組織である調布市環境調整協議会」，「市民からの意見を伺う市

民ワークショップやパブリック・コメント」から出された意見も踏まえつつ，全５回で開

催する本改定委員会でのご議論により，来年３月に「調布市環境基本計画」及び「調布市

地球温暖化対策実行計画 区域施策編」を改定案として取りまとめ，市長に提案していた

だきたいと考えております。 

本日は初回の会議ですので，両計画の概要や取組状況等の説明の後に，新計画の骨子案

の説明を行います。次回，第２回目の会議から，皆さまの専門的見地から計画改定に向け

たご意見を本格的にたまわりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。また，

本日の会議につきましては，会場の関係で終了を16時を目安としております。ご協力のほ

ど，どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは，次第２，委員の皆さまをご紹介したいと思います。資料２「調布市環境基本

計画等改定委員会 委員名簿」をご覧ください。お名前をお呼びしますので，恐れ入りま

すがその場でご起立いただき，一言ごあいさつをいただきますようお願いいたします。そ

れでは岩船由美子委員からお願いいたします。 

 

岩船委員  東京大学生産技術研究所の岩船と申します。私は家庭のエネルギー等を専門

としております。どうぞよろしくお願いいたします。 
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事務局  奥真美委員，お願いいたします。 

 

奥委員  東京都立大学の奥でございます。「調布市環境保全審議会」の委員を務めさせ

ていただいております。専門は環境法政策です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局  江尻京子委員，お願いいたします。 

 

江尻委員  江尻でございます，よろしくお願いいたします。「調布市廃棄物減量及び再

利用促進審議会」の会長を務めております。私の研究のテーマは「家庭系の廃棄物」と

「市民活動」の２つです。よろしくお願いいたします。 

 

事務局  岡部和平委員，お願いいたします。 

 

岡部委員  「ちょうふ環境市民会議」の理事を務めております，岡部と申します。個人

的には自然環境保全に関する活動を行っています。よろしくお願いいたします。 

 

事務局  小峯充史委員，お願いいたします。 

 

小峯委員  「一般社団法人調布未来
あ す

のエネルギー協議会」の代表の小峯と申します。調

布市の「公共施設の屋根貸しによる太陽光発電事業」の実施の際に，環境省事業への応募

に向けて，現行の「調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を見ながら事業を進

めていたことが懐かしく感じられます。本業は「株式会社エコロミ」という会社の経営で

す。再生可能エネルギーの事業開発と，今は北海道でちょうど系統配電線を使ったマイク

ログリッドの事業を始めています。よろしくお願いいたします。 

 

事務局  栁澤勇委員，お願いいたします。 
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栁澤委員  地元の商工会長を務めております栁澤でございます。会長を務めるのは２期

目でして，調布市とは行政でも長くお世話になっております。精一杯，皆さんとともに議

論を重ねながら務めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局  桑原一将委員，お願いいたします。 

 

桑原委員  「東京ガス株式会社」の桑原と申します。普段は三鷹市，調布市，狛江市に

対して広報広聴活動を中心に活動をさせていただいております。事業者として，エネルギ

ー政策に関して，ＣＯ₂削減のための様々な施策があると思いますが，それらに対する事

業性や，実現可能性または最新の技術等について，知識，情報として皆さんにご提供でき

るものがあればという視点から発言をしていきたいと思っております。よろしくお願いい

たします。 

 

事務局  服部茂委員，お願いいたします。 

 

服部委員  「東京電力パワーグリッド株式会社武蔵野支社」の服部と申します。よろし

くお願いします。パワーグリッド株式会社は，送配電事業を担っており，まちの電柱，鉄

塔や変電所の保守，管理をしております。 

営業部門は別会社ですが，主に皆さんのご家庭または事業者様へ電気を送っておりま

す。電力会社として環境は１番大切だと思っております。調布市の皆さまと一緒にまちの

環境づくりをお手伝いできると思いますので，様々な場面でご協力したいと思います。ど

うぞよろしくお願いします。 

 

事務局  横田信博委員，お願いいたします。 

 

横田委員  「東京都地球温暖化防止活動推進センター」の横田と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

私どもの事業においては，都民あるいは事業者向けの東京都の様々な助成金等の支援事

業の実施が大きな部分です。合わせて普及啓発等も実施しております。本日，小峯委員が

出席されていますが，私どもも「一般社団法人調布未来
あ す

のエネルギー協議会」を母体とす
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る「調布まちなか発電株式会社」からＦＩＴ電力を調達させていただいて，再生可能エネ

ルギーの仕事についても知識を高めています。 

調布市のお役に立てるようなことがあれば発言させていただきたいと思いますので，ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局  執行純子委員，お願いいたします。 

 

執行委員  調布市教育委員会の指導室長の執行純子と申します。名字が珍しいのですぐ

覚えていただけるかと思います。私はもともと学校教育現場で管理職をしている者です

が，今は指導室長として教育委員会に勤務しております。 

学校でも多数の教育課題がある中で，環境教育は教育課題で重要視されている１つの分

野です。私からは教育の観点から何か意見できる部分があれば，お伝えしたいと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

 

事務局  岩本宏樹委員，お願いいたします。 

 

岩本委員  皆さん，環境部長の岩本でございます。日頃，調布の各分野でお世話になっ

ております。市長のあいさつにもありましたとおり，環境基本計画は環境全般を網羅す

る，かなり広い環境施策全般を受け持っている計画です。 

改定の時期に当たりまして，地球温暖化の問題，異常気象，海洋プラスチックの問題

等，調布市を取り巻く環境は，かなり大きく変化しております。そうした中での今回の改

定ということで，非常に重要な位置付けの委員会となります。 

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-19）禍の影響で改定委員会の立ち上げが７月

になり，今年度中の改定に向けて，回数，時間とも限られた中ではございますが，それぞ

れのお立場からの専門的なご意見，積極的な議論をうけ，よい計画に仕上げていきたいと

思っております。ぜひご協力お願いいたします。 

また，この会議の時間が限られておりますので，会議以外の時間帯においても，事務局

に何なりと申し入れていただいて，本会議に反映させるという形で進めていけたらよいと

思っております。ぜひご協力のほど，よろしくお願いいたします。 
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事務局  皆さま，ありがとうございました。なお，本日，出席の市職員につきまして

は，お配りしております座席表のとおり着席しております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

次に次第３，委員長及び副委員長の選出を行います。資料１「調布市環境基本計画等改

定委員会設置要綱」の第５の規定により，委員長，副委員長の選出を行いますが，第２項

の規定により，委員長及び副委員長は委員の皆さまの中から互選で選出，決定という形と

なっております。最初に，委員長に立候補または推薦がありますでしょうか。 

 

岡部委員  よろしいですか。 

 

事務局  岡部委員。 

 

岡部委員  岩船先生に委員長をお願いしたく推薦申しあげたいと思います。 

 

事務局  ただ今，岡部委員から岩船委員を委員長にとご推薦がございました。皆さま，

いかがでしょうか。 

 

     （「異議なし」の声あり） 

 

事務局  異議なしということで，委員長は岩船委員に決定させていただきます。続きま

して，副委員長の選出を行います。副委員長に立候補または推薦はございますでしょう

か。 

 

小峯委員  はい。（挙手） 

 

事務局  小峯委員。 

 

小峯委員  委員長が比較的理系の方ですので，文系の奥委員がよいかと思います。 
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事務局 ただ今，小峯委員から奥委員を副委員長にとご推薦がございました。皆さま，い

かがでしょうか。 

 

     （「異議なし」の声あり） 

 

事務局  異議なしということで，副委員長を奥委員に決定させていただきます。それで

は，委員長，副委員長，前の席に移動をお願いいたします。 

改めまして，委員長及び副委員長から一言，ごあいさつをいただければと思います。岩

船委員長からよろしくお願いいたします。 

 

岩船委員長  このたび，委員長を務めさせていただきます，東京大学の岩船でございま

す。先程も申しあげましたように，私はエネルギーシステムの評価に長年取り組んでおり

ます。地球温暖化対策が今回の主題ですので，委員長を務めさせていただくことになった

と思っております。しかし，残念ながら，調布市とはご縁のない生活をしてきましたの

で，分からないこともたくさんあると思います。皆さまのお力を借りて，ぜひよい計画を

つくり，地域と市民の方を巻き込んでいけるようなものにできればいいなと思っておりま

す。どうぞ，ご協力よろしくお願いいたします。 

 

事務局  ありがとうございました。続いて奥副委員長，お願いします。 

 

奥副委員長  改めまして，奥でございます。このたびは副委員長ということで，大役を

仰せつかりましたので，委員長をできる限りサポートさせていただきたいと思います。ま

た，先程申しあげたように，私の専門は環境法，法律の分野が中心です。法というツール

を賢く使いながら，補えない部分はそれ以外の政策ツールもうまく組み合わせて環境政策

全体の実効性を上げていくような，ポリシーミックスの観点が非常に重要だと思っていま

す。そういった視点から私も意見を言わせていただければなと思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

事務局  ありがとうございました。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。 
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岩船委員長  議題４に入ります。議事に入る前に傍聴希望者の有無について事務局から

報告をお願いいたします。本日，傍聴希望者はいらっしゃいますか。 

 

事務局  本日は傍聴はいらっしゃいません。 

 

岩船委員長  分かりました。それでは議事を続けさせていただきます。早速，「（１）

調布市環境基本計画改定について」，事務局から説明をお願いします。 

 

環境政策課係長  環境政策課の白石と申します。よろしくお願いいたします。それで

は，私から環境基本計画の改定，中間見直しにつきましてご説明させていただきます。 

資料３-１をお願いします。こちらは，調布市環境基本計画，調布市地球温暖化対策実

行計画の位置付けを体系的に整理した資料です。「調布市環境基本計画」は，調布市環境

基本条例に基づいて，市の環境特性を踏まえ，目指す将来像を定め，調布市の環境に関す

る基本目標や施策等を総合的に束ねるマスタープランとして，環境分野の最上位の計画と

なるものです。 

調布市では環境基本計画に基づいて，市民・事業者・市民団体・市が一体となった環境

施策に取り組んでおり，計画期間は平成28年度から令和７年度までの10年間となっており

ます。本年度が計画の中間年次を迎えることから，市政を取り巻く環境の変化に伴う課題

等を踏まえまして，昨年度から計画の中間見直しに向けた検討を２か年で行っておりま

す。 

また，調布市地球温暖化対策実行計画は，区域施策編と事務事業編の２つがあります。

いずれも環境基本計画を上位計画とする計画です。こちらは地球温暖化対策推進法に基づ

き策定する法定の計画となります。区域施策編は計画の対象を「市域から排出される温室

効果ガスの削減」としております。事務事業編は市庁舎をはじめとする公共施設の省エネ

ルギー対策など，市が実施している事務事業により排出される温室効果ガスの削減が対象

となります。 

続きまして，資料３-２「調布市環境基本計画改定の基本方針」をお願いします。こち

らの基本方針は，市民意見の把握のため昨年度に無作為で抽出した市民3,000人の方を対

象に実施したアンケート調査，また，計画前期の取組の成果や課題を市民と共有し，今後
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の環境施策について広く意見を聴取することを目的に，本年の１月に開催した「環境基本

計画中間報告会」，さらに市の環境分野に係る附属機関でございます「調布市環境保全審

議会」でのご議論，協議などを踏まえて，様々な取組を進めた結果，本年３月に改定の基

本的な考え方を基本方針として取りまとめ，市長決定したものです。 

１ページ目の「２ 改定環境基本計画の性格等」の「（２)環境基本計画の構成等」を

ご覧ください。環境基本計画は市の環境特性を踏まえ，「基本理念」，「目指す環境の将

来像」，「基本目標」及びこれらを実現するための「施策の方針」，「施策」，「推進体

制」，「進行管理」等で構成されています。 

現行の環境基本計画の概要を説明させていただきます。資料３-３「調布市環境基本計

画 概要版」の１ページ目の下段をご覧ください。 

こちらの計画では，「基本理念」を「持続可能な人間社会の存続とすべての生き物が共

存する地球，地域環境を保全・回復・創出する」としています。また，「目指す環境の将

来像」に「未来に続く，緑と水あふれるほっとするまち 調布 ～私が守る地球，私が育

む調布の自然と暮らし～」を掲げております。机上に計画の本編もございます。こちらで

は12ページ，13ページに少し詳細な形で基本理念等が掲載されております。 

また，概要版の２ページには５つの「基本目標」と，10の「施策の方針」，22の「施

策」を体系的に記載しております。３ページから７ページは，基本目標ごとに計画の概要

を掲載しておりまして，８ページと９ページには３つの「重点プロジェクト」を掲載して

います。10ページは市民・市民団体・事業者と連携・協働しつつ，計画に取り組むといっ

た推進体制を図化した内容と，最後のページにはＰＤＣＡサイクルの進行管理のイメージ

を掲載しております。なお，本日は時間の関係から説明を省略させていただきますが，計

画の本編も後日ご覧いただければと思います。 

資料３-２にお戻りください。中段の「改定環境基本計画の性格等」，「（２）環境基

本計画の構成等」に記載しておりますが，今回は中間改定であることから，長期的な視点

を持って定めた「基本理念」，「目指す環境の将来像」は現行の計画を継承するものとし

ます。「３ 中間見直しに当たっての基本的な前提」は，「（１）環境行政をめぐる国際

的な潮流」としまして，17のゴール，169のターゲットから構成される持続可能な開発目

標，ＳＤＧｓの国連サミットでの採択，地球温暖化対策の新たな枠組みであるパリ協定の

発効を踏まえた環境施策の展開，海洋プラスチックごみ問題等の新たな環境問題への対応

などが求められています。 
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こうした国際的な流れを受けまして，「３ 中間見直しに当たっての基本的な前提」の

「（２）国や東京都の動き」としても，様々な環境施策が新たに示されており，調布市の

環境政策にもそれらの項目を取り込む必要が出てきています。また「（３）前期の計画期

間における環境施策の取組の実績，環境指標の達成状況を点検・評価した内容を見直しに

反映する必要もあります。さらに，「（４）関連計画等との整合」として，近年，策定・

改定した調布市の基本計画をはじめとした各種計画，また，計画改定に取り組んでいる緑

の基本計画，都市計画マスタープランといった関連の計画の方向性等も踏まえて，今回の

「調布市環境基本計画」の改定に反映していきたいと考えております。合わせて，本年度

に計画期間が満了する「調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」も並行して改定

を進めていきます。 

その下，「４ 主な改定の視点・ポイント」をご覧ください。ここでは，新たな環境問

題等を踏まえ，検討を進める上でのポイントを整理しています。「５ 改定に向けた検討

体制」として，３ページに記載している検討体制イメージ図をご覧ください。左の枠が改

定委員会となっておりまして，本委員会のご意見や提案を受けて，市の関連部署と施策の

内容等を検討・調整を行います。 

また，附属機関であります「調布市環境保全審議会」でも，本委員会のご意見や検討状

況を報告させていただき，審議会の委員からも助言をいただければと考えております。 

右下の点線で囲った市民参加手法としましては，４ページの「６ 検討スケジュール」

にも掲載しておりますが，昨年度実施した市民アンケート調査，中間報告会，市民ワーク

ショップ等の取組を実施しました。後ほどご説明させていただきますが，本年度も市民ワ

ークショップや，パブリック・コメント手続き，ニュースレター，市報など，広報・周知

活動を予定しております。 

環境に関するアンケート調査の結果につきましては，先ほどお配りしてご案内した白い

表紙の冊子，調査の結果報告書として取りまとめております。 

また，参考資料としてお配りをさせていただきました緑色のフラットファイルにとじて

おりますが，調布市環境基本計画等改定委員会の報告資料に，昨年度実施した「中間見直

しに向けた基礎調査」や「アンケート調査結果の概要」，中間報告会当日に使用した資料

及び記録等を一式取りまとめております。 

フラットファイルには見出しを付けています。緑の見出しの「アンケート調査結果の概

要版」をご覧いただければと思います。このアンケート調査は，調布市の環境基本計画に
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おける22の施策や３つの重点プロジェクト等に関する市民の満足度や重視度，市民の環境

に関する意識や行動の現状を把握するため，調布市に住民登録をしている16歳以上，市民

3,000人を対象に実施しました。環境問題に対する市民の意識水準や環境に配慮した行動

の実行状況の把握，市の施策に対する評価と期待，市民協働の促進に向けた課題と市民の

意向等を問う設問を24問設定し，約44パーセントの方から回答いただく結果となりまし

た。 

中間報告会につきましては，資料３-５を用いて説明します。中間報告会は，計画の前

期を振り返り，これまでの取組の成果や課題を市民の方々と共有し，今後の環境施策につ

いて広く意見をいただくことを目的に，本日，岡部委員にもご出席していただいておりま

すが「ちょうふ環境市民会議」の皆さんのご協力を得まして，本年１月25日に開催いたし

ました。 

当日の流れとしましては，（２）の開催概要をご覧いただければと思いますが，市から

環境基本計画に基づく施策の取組状況や課題を説明し，当日，本委員会の副委員長をお願

いさせていただいている奥先生から基調講演をいただきまして，その後，ワークショップ

を実施しました。 

ワークショップは当日，ご参加いただいた市民，また「ちょうふ環境市民会議」の方々

の他，市の職員を合わせた５班に分かれ，地球温暖化，ごみ問題，緑，市民協働等をテー

マに，課題となっていることや，解決に向けた取組方策等をグループ討議で行い，最終的

に発表・報告をグループごとに行ったものです。ワークショップでいただいたご意見は，

３ページから７ページにも掲載しておりますが，市のホームページへの掲載，ニュースレ

ター等を作成し，情報を発信させていただいております。 

次に資料３-４「調布市環境基本計画の取組状況と評価について」をご覧ください。こ

ちらは基本計画の５つの基本目標と３つの重点プロジェクトの平成28年度から30年度まで

の取組状況，評価を取りまとめた資料となっております。基本目標ごとに現況，環境指標

の達成状況，市民アンケートの調査結果による市民意識の動向などについて，また，今後

の課題などを取りまとめた資料となっております。 

２ページ目をご覧ください。基本目標１の「豊かな緑と水や多様な生物を育むまち」の

現況についてです。現況としては，調布市は都心近くに位置する一方で，国分寺崖線，深

大寺をはじめとするまとまった緑があります。また里山，湧水，農地，多摩川，野川とい

った水辺環境等に非常に恵まれております。 
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しかしながら，緑が地表を覆う部分と，公園・川等の水面を加えた面積が地域全体に占

める割合を示す「みどり率」は，平成16年度以降は減少傾向にあります。また，直近の令

和元年度の調査では，前回の調査時の平成27年度から1.4ポイント低下しており，緑が減

少し，都市化が進んでいるといった状況が続いています。調布市ではこれまでも崖線・雑

木林の公有地化や特別緑地保全地区制度の活用，市民協働による崖線樹林地の保全管理計

画の策定等の取組を行ってまいりました。 

近年では都市農地のあり方に関して，平成28年５月に閣議決定された「都市農業振興計

画」において，国はこれまでの「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと明

確化し，「特定生産緑地制度」が創設される等，都市農地の保全に関する様々な制度改正

が行われております。こうした都市農地の保全に向けた積極的な取組も求められていると

考えております。 

３ページの表は，基本目標１に係る環境指標と，これまでの実績値，目標値に対しての

平成30年度時点の評価を３段階で掲載しています。個別に課題はあるものの，おおむね計

画的な取組ができているものと考えております。 

その下，「（１）基本目標１ 豊かな緑と水や多様な生物を育むまち」の「③市民意

識」には，昨年度行った市民アンケート調査の結果を踏まえた市民意識をまとめておりま

す。４ページの上段をご覧ください。「今後の調布市の環境施策において充実させていく

べきだ」と思う項目について，上位の１，２番目に「水辺の自然環境の保全」，「緑の保

全」が挙がっております。自然環境の保全に関する市民の関心の高さが伺える結果となり

ました。 

また，４ページの下段では，こうした状況を踏まえて今後の主な課題を４点整理しまし

た。まず緑と水等の自然環境の保全に向けた取組を継続していく必要があることです。 

２点目は国の都市農地に関する制度の改正等を受け，市としても都市農地の保全・活用

に向けて，より積極的な取組を展開していく必要があることです。 

３点目として，今回の市民アンケートの結果から，緑と水を守る活動に参加していると

回答した市民の割合が低く，特に若年層の参加が進んでいないため，活動に参加していた

だく市民を新たに増やしていく必要があるのではないかということです。 

最後，各活動の積極的な情報発信や自然環境調査を通じて把握された情報のデータベー

ス化等，活動する市民の方々のモチベーションが高まるような仕組みづくりの構築が必要

ではないかといったことを整理しました。 
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次に５ページ目をご覧ください。基本目標２「人と環境が調和する快適で美しいまち」

についてです。調布市には深大寺や国指定史跡の下布田遺跡，深大寺城跡などの歴史的・

文化的な資源，また深大寺・佐須地域をはじめとする崖線の豊かな緑，多摩川，野川とい

った水辺，湧水に恵まれた環境があります。そういった環境の他に鉄道の駅周辺では，駅

前広場の整備や，再開発事業等により，新たなまちづくりが現在も進行しています。 

これらが調和した街並みの形成に向けて，調布市では平成25年６月に市内の景観行政事

務を市自らが担う景観法に基づく「景観行政団体」に移行し，「調布市景観計画」を策定

しました。地域特性を活かした景観のルールづくりや届出制度による建築物の規制による

景観誘導，深大寺周辺や国分寺崖線地域を重点地区に指定する等，良好な景観形成の推進

に取り組んできました。また，市民・事業者との協働により，花いっぱい運動や，多摩

川，野川・駅前でのクリーン作戦を行いました。昨年７月に施行した「調布市受動喫煙防

止条例」では，喫煙禁止区域を設定する等福祉健康部門とも連携した都市美化施策の展開

も行ってきました。 

「（２）基本目標２ 人と環境が調和する快適で美しいまち」の「②環境指標」につい

て説明します。５ページの下段の表では，基本目標２に係る環境指標と実績値，平成30年

度時点の評価を掲載しています。清掃・美化活動への市民参加の促進などの課題といった

ものはあるものの，おおむね計画的な取組ができているのではないかと考えております。 

６ページをご覧ください。「③市民意識（市民アンケート調査 p.８～14，39～42よ

り）」ですが，市の施策・取組に対する満足度と重視度は，いずれの項目でも高い結果と

なりました。また，７ページ上段の地域の環境活動に関する設問では，「地域の清掃・美

化活動」に「参加した」または「機会があれば参加したい」と回答した市民の割合の合計

は約53パーセントと全体で最も高くなっています。「地域の緑化活動（公園や道路での花

植えなど）」に「参加した」，「機会があれば参加したい」と回答した市民の割合の合計

は約37パーセントで，全体の３番目となっており，調査結果から，市民の方々が参加しや

すい活動といえます。 

７ページの下段をご覧ください。アンケート結果等を踏まえて，今後の課題は，基本目

標２に関する施策・取組に対する市民の満足度は総じて高い状況にありますが，今後も同

様の取組を継続していくことが重要であること，地域の美化活動や緑化活動など，市民と

の協働の取組を今後も積極的に進めていくこと，福祉健康施策としての受動喫煙対策とも
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連携し，ポイ捨て防止といった都市美化施策のさらなる充実の必要があると考えておりま

す。 

８ページをご覧ください。基本目標３は「安心して暮らせる生活環境が確保されるま

ち」を設定しています。調布市は国や東京都とも連携し，大気や河川，騒音・振動の監視

に取り組んでいます。現状は，主要な汚染物質濃度はおおむね長期的に低下しています。

また，公害に係る苦情件数も，減少傾向にあります。この他，東日本大震災以降，放射線

や放射性物質の測定を継続していますが，除染基準を超える値は観測されていません。

「（３）基本目標３ 安心して暮らせる生活環境が確保されるまち」の「②環境指標」を

みると，基本目標３に係る環境指標と実績値，平成30年度時点の評価についても，引き続

き大気，水質等の監視・測定を継続し，動向を注視していく必要があるものの，計画的な

取組ができているという推移になっています。 

９ページをご覧ください。「③市民意識」について，公害防止に係る市の施策・取組に

対する市民の満足度は全体の中程度です。重視度は高いことから，今後も継続した取組が

必要だと考えています。これらを踏まえて，今後の課題は，生活環境の監視の継続，法令

に基づく事業所への指導，市民への普及啓発の取組継続が必要であると考えております。

また，放射線の測定については継続的に国の除染基準を下回った状態を維持しており，近

年では測定を終了する自治体が増えてきていることから，調査体制の見直しの検討も必要

だと考えられます。 

続いて10ページをご覧ください。基本目標４は，「低炭素で循環型社会の形成を目指し

実現するまち」です。「（４）基本目標４ 低炭素で循環型社会の形成を目指し実現する

まち」の「（ア)低炭素型まちづくり」は，市域から排出される温室効果ガスと温室効果

ガスの９割以上を占める二酸化炭素の排出量は，平成24年度以降減少傾向にあります。ま

た，調布市の特徴として排出される二酸化炭素のうち家庭から排出の割合が44パーセント

と高く，市民による省エネルギー対策，再生可能エネルギーの活用推進の取組が重要とな

っています。この他，国際的にはＳＤＧｓを含む持続可能な開発のための2030アジェンダ

の採択，パリ協定の採択・発効がされています。こうしたことを受けて，国は平成28年５

月に「地球温暖化対策計画」を閣議決定し，日本全体での温室効果ガスの削減目標を「20

30年度に2013年度比で26パーセント削減」と定め，長期的な目標として「2050年までに80

パーセント削減を目指す」と示しました。 
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この他，令和元年６月には「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を閣議決定

し，最終到達点としての「脱炭素社会」を掲げました。東京都におきましては，令和元年

５月に2050年にＣＯ₂排出を実質ゼロに貢献するゼロエミッション東京を実現することを

宣言し，同年の12月には戦略という形で計画を策定しています。その主要な目標として，

都有施設の使用電力再生可能エネルギー100パーセント化とか，再生可能エネルギー電力

利用割合30パーセントなど，再エネの基幹エネルギー化によるＣＯ₂排出量の最小化，省

資源，再生資源の活用，走行時にＣＯ₂等の排出ガスを出さない電気自動車等の「ＺＥＶ

（ゼロエミッションビークル）」の普及の取組などを進めていくことになっています。 

また，気候変動の影響とされる大型台風や豪雨，猛暑日の増加が発生しており，今後の

さらなる気候変動によって予測される被害の防止・軽減といった，適応に向けた取組も求

められています。 

次に11ページ，「（イ）循環型まちづくり」では，市内の１人１日当たりの総ごみ排出

量が緩やかに減少していますが，事業系可燃ごみは平成25年度以降増加に転じており，事

業所の取組の推進が必要となっています。また，新たな環境問題として，食品ロス，水銀

等の有害ごみの適正処理，海洋プラスチックごみが注目されており，そうした課題への対

策が求められています。 

12ページ，基本目標４に係る環境指標は，市役所庁舎から排出されるＣＯ₂削減や太陽

光発電設備の補助制度の周知といった課題もありますが，概ね計画的な取組ができている

と考えております。次の「③市民意識」について，14ページに市民アンケート調査結果を

一部掲載しています。住宅や機器の所有状況に関わらず，「こまめに消灯する」，「買い

物にはエコバッグを持っていく」等の市民の意識次第で実行可能な項目は，「積極的に行

っている」，「ときどき行っている」という方が８割を超えており，ほぼ定着している状

況が伺える結果となりました。また，住宅に関して，「窓ガラスやドアを断熱性の高いも

のにする」，「高効率給湯器を導入する」といった標準化が進んでいる対策は，「すでに

行っている」の割合が高い結果となっておりました。 

一方，「太陽光発電などの再生可能エネルギーを導入する」，新たな「ＨＥＭＳの導

入」の実施に対する意欲は，必ずしも高くないという結果でした。 

15ページをご覧ください。基本目標４に関する今後の課題は「温室効果ガスのさらなる

削減」，「脱炭素化に向けた取組の推進」，「気候変動に対する適応策」等であり，今後
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検討する必要があります。ごみに関することは，食品ロス，水銀ごみの適正処理，海洋プ

ラスチックごみといった新たな問題への対応を進めることが必要です。 

さらに国の第５次環境基本計画に示された，地域の活力を最大限に発揮する「地域循環

共生圏」の考え方を踏まえ，国内外の動向について国や東京都，その他関係機関や団体等

と連携し，協力して対応することが必要と考えられます。 

16ページをご覧下さい。基本目標５は「みんなの力でより良い環境を目指すまち」で

す。基本目標１の取組を推進する上では，調布市だけでなく，市民や市民団体，また事業

者の方々といった各主体が自らの役割を果たすと共に，協力，連携して進めることが不可

欠です。 

市民アンケートの結果から，１年間で，地域の環境活動に参加したことがある市民の割

合は，１割程度，10.2パーセントにとどまっていますが，半数弱が「今後機会があれば参

加したい」と回答していることから，市民の関心度は高いことが伺えました。 

また，17ページの下段，「地域の環境活動への参加の促進に向けて重要だと考えるこ

と」という設問では，「気軽に体験できる機会」，「情報発信の充実」，「子どもたちの

学習・体験機会の充実」という回答が上位に挙げられました。「②環境指標」では，５つ

の指標のうち４つの指標が「◎（にじゅうまる）」または「〇（まる）」となりました・

しかし，環境学習事業として実施している「調布こどもエコクラブ」の加入者数等は「△

（さんかく）」であり，加入数は少しずつ増加しているものの，達成に向けてさらに取組

が必要だと認識しています。「③市民意識」については，先程の説明と重複しますので割

愛いたします。 

18ページ，「④今後の課題」をご覧ください。上から２つ目の項目のとおり，今回の市

民アンケート調査結果から，環境保全活動や環境学習への参加に関心はあっても，参加し

たことがない市民へのアプローチを強化する必要があるため，ＳＮＳの活用等，情報発信

の強化や活動を気軽に体験できる機会の創出，企画の工夫，子どもたちへの環境学習・体

験機会の充実に取り組むことが必要です。 

19ページ以降は，重点プロジェクトの実績，課題をまとめていますが，重複する部分が

多いため割愛いたします。 

これまでの取組の状況や環境行政を取り巻く課題等を踏まえて，中間見直しによる新た

な環境基本計画の骨子案を資料３-６として取りまとめております。 
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第１章「計画の基本的事項」は，これまで説明させていただいたことを記載のとおり，

まとめております。第２章についても，今回は中間改定となるため施策体系等の修正は行

いませんが，一部文言等の変更を検討しています。 

第３章は特にご意見をいただきたいポイントです。新たな環境課題として，「都市農地

の保全に向けた積極的な取組」，「受動喫煙対策と連動した都市美化施策の強化」，「温

室効果ガスのさらなる削減，脱炭素化に向けた取組」，「気候変動による影響への適応策

の強化」，「海洋プラスチックごみ問題等，プラスチックを取り巻く国内外への対応」

「食品廃棄物問題への対応」，「積極的な情報発信」，「環境活動未経験の市民へのアプ

ローチの強化」，「市民協働による環境保全活動への支援の継続」，「『地域循環共生

圏』の考え方に基づく取組」等を入れ込むことを考えています。 

また共通する事項として，環境指標の一部見直しを考えております。「第３章 環境の

保全と創造に向けた施策」，「基本目標４」の地球温暖化に関する部分については，後ほ

ど説明する「温暖化対策実行計画（区域施策編）」でご意見をいただきたいと考えており

ます。「第４章 重点プロジェクト」は，時代背景や市民ニーズ等の観点から構成の見直

しを考えています。「第５章 推進体制・進行管理」は継続的な取組ですので，大幅な変

更は考えていません。 

本日は第１回目の改定委員会ですので，骨子案をご覧いただき，全体的なご意見・ご質

問等をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

岩船委員長  ありがとうございました。資料３-１から資料３-６の説明，調布市環境基

本計画改定について事務局からご説明いただきました。ご意見，ご質問等をお願いいたし

ます。大変，資料が多くてなかなか疑問点を出しにくいかもしれませんが，いかがでしょ

う。ポイントは資料３－６の骨子案ですね。 

 

岡部委員  よろしいでしょうか。 

 

岩船委員長  どうぞ，お願いいたします。 

 

岡部委員  今，様々な説明をいただきまして，資料が大変多いため，何に対して意見を

述べたらよいか分からない状態ではあります。 



 

- 20 - 

 

終盤に骨子案をご説明いただき，赤字で書かれている見直しのポイント部分は，基本的

に現行計画の評価と，昨年度実施した中間報告会，市民アンケート調査結果といったもの

を全て捉えた上でまとめていただいていると思います。再度，見直しのポイントを中心と

した見方で，様々な資料を振り返るというように進めたらよいのではないかと思いまし

た。そうしないと，どこを見ていいか分からなくなると思います。私の意見ですが，その

方向で進めたらよろしいかなと思います。 

 

岩船委員長  議論の方向ということですね。 

 

岡部委員  そうですね。 

 

岩船委員長  確かに，一気に説明を聞いても，どういうふうに，どのポイントを議論す

ればよいか分かりにくいと思います。次回以降，具体的にこの内容を詰めていくのであれ

ば，ポイントをもう少し絞って，それぞれのポイントについて意見をもらうような進め方

がよいかと私も思います。ありがとうございました。他，どなたかいらっしゃいません

か。お願いします。 

 

服部委員  市民アンケート調査について，良い結果，悪い結果があったかと思います。

アンケート調査は何年かに１回実施していると思いますが，今回，初めての設問もあるか

もしれませんが，例えば５年前に実施した結果と比べて，良くなった，市民の意識が変わ

ったという特徴的なものがありましたら，コメントいただきたいと思いますが，いかがで

しょうか。 

 

岩船委員長  事務局，いかがでしょうか。 

 

環境政策課係長  現行の調布市環境基本計画を策定する際にもアンケートを実施してい

ます。結果を比較できるような設問も設定していますので，本日比較表はありませんが，

次回，いくつか事例も含めてお出しできればと考えています。 

 

服部委員  ありがとうございます。 
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岩船委員長  ありがとうございました。他，どなたかご質問，ご意見等ございますか。

私から１点，資料３-６「４.２ 重点プロジェクト」について，「設定したテーマに対し

市民ワークショップで出されたアイデアを反映して内容を具体化」とありますが，どんな

イメージでしょうか。 

設定したテーマとは，「４.１重点プロジェクトの選定及び構成」にプロジェクトテー

マ（案）に挙げられているものでしょうか。それとも，既にワークショップのテーマは決

まっているんでしょうか。 

 

環境政策課係長  資料の「重点プロジェクトのテーマ（案）」として提示しているの

は，あくまで例示で，今の段階での事務局案です。先ほど説明させていただいたように，

新たな課題が出てきている分野や，市を取り巻く課題を事務局で分析した結果，こうした

テーマ案で施策を検討してはどうかと検討しているところです。 

また，別の視点から，強化した方がよい施策等のご意見をいただければ，そうした分野

での検討を進めさせていただければと考えております。 

 

岩船委員長  テーマも決まっていないということでよいですか。 

 

環境政策課係長  そうです。プロジェクトの選定基準があるのみでテーマ自体は決まっ

ておりません。 

 

岩船委員長  テーマを決めた後に，それに対してアイデアが出るという流れという想定

でいいですか。 

 

環境政策課係長  ご指摘のとおりです。今後５年という計画期間の中で，今後の基本的

な方向性を示し，必要に応じて予算を確保して，計画的な取組をしてまいりますので，そ

の中で具体的な施策を実現していくという形になります。テーマ設定も含めて，ご意見を

いただければと思っております。 
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岩船委員長  市民の方に伺った意見を主な意見とすると，どうしても緑化等の身近なも

のに着目される気がします。地球温暖化の問題は一番遠い課題でもあり，テーマが偏るリ

スクもあると思います。その辺りのバランスをどう考えるのか気になっていました。それ

はこの委員の皆さまのご意見等をいただいて進めていくのでしょうか。 

 

環境政策課係長  皆さまからのご意見も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。どなたか，いらっしゃいませんか。 

 

小峯委員  はい。 

 

岩船委員長  小峯委員，お願いします。 

 

小峯委員  私も長年調布市民でして，様々な面で皆さんと協力しながらの温暖化対策の

一部を担っております。資料３－６「２.３ 基本目標及び施策の体系」の「４ 低炭素

で循環型の社会の形成を目指し実現するまち」について，地球温暖化対策実行計画でまた

述べるとして，市長の発言を否定するわけではありませんが，調布市は緑のまち，緑，水

という話を長年言っています。そこから一歩先に進まないと，地球環境はそんなに待って

くれないと思っております。 

その中で市民と協働で参加，協働で進めるのは調布市の基本理念ですので，そこはよい

と思いますが，市役所の方々が実行したいことを強く我々に述べていただくことが，より

よい計画づくりに繋がるのではないかなと思っています。 

私，最近ワークショップに出ていませんが，出ない理由は毎回出ても同じ人が同じこと

言っているからです。そこに私が行って，また同じこと言っても意味がないと思うので，

出ていません。次のステップに向かうに大きなハードルを乗り越えなければいけないと思

います。せっかくの５年，10年に１回の計画改定ですので，肝に銘じて進めていただけた

らよい結果になるのではないかと思っています。 

もう１点，調布市環境基本計画では，様々な指標が重複している部分もありますが，そ

こを複合的な解決ができるのではないかと思います。例えば，美化に対する市民の意識は

非常に高いですが，低炭素化に対してはなかなか意識が低いのであれば，そこを一緒に感
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じていただけるような方法を考えるというようなことです。美化に参加した人が低炭素化

も感じられるような施策を打つことで，より多くの方々に周知でき，基本目標５「みんな

の力でより良い環境を目指すまち」も達成できると思います。そういったことを考え，管

理項目も減らしてはどうかと考えています。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。大変，貴重なご意見だと思います。 

 

奥副委員長  よろしいですか。 

 

岩船委員長  どうぞ，お願いします。 

 

奥副委員長  ありがとうございます。資料３-６の内容は非常によくできているなと思

います。見直しのポイントもこの間の状況変化を踏まえていると思います。ただ，このポ

イントとして挙げられているもの，特に赤字になっている所ですが，これまで取り組んだ

ものの十分な成果が得られていないものと，全く新たな環境政策課題として出てきたもの

と，２通りが混ざっていると思います。そういう意味では，新たに出現してきた課題に対

する方策は始めから考えることになると思います。しかし，これまでの取組に対して十分

な成果が得られていないものは，うまくいかなかった部分について，もう少し丁寧に検証

する必要があると思います。 

見直しのポイントに挙げていただいているものにも，異なる性質のものが混ざっていま

す。これから具体的な環境指標を新たに起こすのか，そしてどういった取組をそこの下に

紐づけていくかを検証する上で，今，申しあげたパターンの違いを意識した整理をお願い

したいと思います。 

それと基本目標４についてです。基本目標４は後ほど議論するとのことですが，そもそ

もテーマ自体，現時点の案で「低炭素で循環型の社会の形成を目指し実現するまち」の

「低炭素」を「脱炭素」に変えるかどうかも要検討かと思います。 

見直しのポイントには既に「脱炭素化に向けた」という言葉が入っているので，環境基

本計画でも「脱炭素」を目標として明確に打ち出すかどうかはしっかりと検討しなければ

いけないかと思っています。 

あともう１点，よろしいですか。 
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岩船委員長  どうぞ。 

 

奥副委員長  基本目標５の「みんなの力でより良い環境を目指すまち」の主な見直しの

ポイントに「積極的な情報発信」，「環境活動未経験の市民へのアプローチ強化」という

ことがありますが，ポストコロナではなく，withコロナの状況が続くと思います。そうい

う中で，今までの調布市環境基本計画では「エコクラブ加入者数」，「ボランティア講座

の受講者数」等の人をどれだけ集めるかを「環境指標」にしてきましたが，それでこれか

らもよいのでしょうか。 

今後，ソーシャルディスタンスを保ちながら，いかに環境施策の成果を上げるかを考え

た時に，実際に集まらなくても遠隔で関心を持ってもらい，さらに関心を行動に繋げてい

ただくような仕掛けづくりを考えなければなりません。withコロナ状況下では，これまで

とは全く違うアプローチを考える必要があります。 

そこで，原案の見直しのポイントはこれでいいと思いますが，中身が大切です。これま

での固定観念にとらわれない方法を考える必要性に留意しながら，アプローチの仕方の検

討をしなければならないと思っています。以上です。 

 

岩船委員長  ありがとうございました。 

 

桑原委員  よろしいですか。 

 

岩船委員長  よろしくお願いいたします。 

 

桑原委員  事業者としての立場から発言させていただきます。「調布市環境基本計画 

骨子（案）」の「２.３基本目標及び施策の体系」，「基本目標４ 低炭素で循環型の社

会の形成を目指し実現するまち」の「４-（１） 低炭素まちづくの推進」，主な見直し

のポイント「温室効果ガスのさらなる削減，脱炭素化に向けた取組」についてです。具体

的には「再生可能エネルギーの利用拡大」，「水素社会」といった様々なことが書かれて

います。こうした文言を整理する上で必要だと思っているのが，分野別の削減方法の検討

です。 
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今，調布市の中で民生部門，産業部門，市役所から排出されているＣＯ₂排出量がある

と思いますが，それぞれのアプローチはきっと変わってくると思います。個別にどうアプ

ローチをするかという整理が重要ではなでしょうか。それを整理した上でこの部分考える

ことで，文言の書き方が変わってくるのではないかと思っています。 

加えて，６月にも経産省からエネルギー白書が新しく出されました。今までになかった

技術，新しい技術，新しいシステムにどんどん移り変わっていく中で，現段階であまり断

定的に取組内容を示すのではなく，新しい技術を取り入れて，それぞれのターゲットに合

ったアプローチするというような文言に変えた方がよいと思います。ここで断定的に取組

内容を宣言するより，状況が変わっても施策を実行できるような記述にした方がよいので

はないかと考えています。 

最後に，「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に具体的な取組内容を記載」とあり

ますので，この部分について会の中で議論を重ねていくことが，地球温暖化に向けて調布

市としてできるアプローチではないかと思っています。基本的な考え方として，意見させ

ていただきました。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。今のご意見は，この次の議題にも繋がる話だと思

います。ここで次の議題に移ってもよろしいでしょうか。どうもありがとうございまし

た。 

では，引き続きになりますが，時間もございますので議題２「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」に移りたいと思います。事務局から説明をお願い

します。 

 

地球温暖化対策担当  環境政策課地球温暖化対策担当の鈴木と申します。「調布市地球

温暖化対策実行計画（区域施策編）」の改定について説明させていただきます。座らせて

いただきます。 

まず，資料４-１「調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定の基本方針

（案）」をお願いします。こちらは調布市環境基本計画改定の基本方針や，現行の区域施

策編の策定以降に変わった社会情勢，現行の区域施策編に基づく取組などを踏まえ，方針

案として固めたものでございます。 
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上段部分をお願いいたします。調布市では，市域から排出される温室効果ガスを削減す

ることを目的とした現行の「調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の計画期間

が令和２年度に満了することに伴い本計画の改定を行います。なお，本計画は上位計画で

ある調布市環境基本計画の５つの基本目標のうち，基本目標４「低炭素で循環型の社会の

形成を目指し実現するまち」に関連する個別計画となります。 

資料４－１「１ 区域施策編の位置付け」をご覧ください。本計画は地球温暖化対策の

推進に関する法律第19条第２項に基づき，市町村が策定・実施するよう努めるものとされ

ている「温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策」に該当する計画

です。 

「２ 改定区域施策編の性格等」の「（１）計画期間」をお願いします。計画期間は国

や東京都の温室効果ガス削減目標と合わせ，令和12年度までの10年間の計画とします。た

だし，令和7年度に調布市環境基本計画の計画期間が満了することから，令和7年度に中間

見直しを行うことも視野に入れます。 

「（２)計画の構成」については，市の地域特性及び温室効果ガスの排出状況を踏ま

え，「排出量削減目標」，「削減に向けた施策」，「進行管理のあり方」等とし，施策の

柱は上位計画である調布市環境基本計画に定める基本目標および施策の方針を踏まえるも

のとします。 

「（３)対象とする温室効果ガス」は，「地球温暖化対策の推進に関する法律」に定め

られた記載の７種類のガスとしますが，削減目標において対象とするガスは，市の排出特

性を踏まえ，検討していきます。 

裏面の「３ 主な改定の視点・ポイント」について説明いたします。まず，2016年にパ

リ協定が発効したこと，国・東京都の2030年度の削減目標及び本市における温室効果ガス

の排出動向等を踏まえた削減目標の見直しが必要であること，最終到達点としての脱炭素

社会を見据えた取組を進める必要があること，気候変動適応法の制定がされたこと，頻発

する異常気象等，市の関連計画との整合を図る必要があること等が挙げられます。改定に

向けた検討体制については，先ほどご説明した環境基本計画と同時に行っていきますの

で，説明は割愛させていただきます。 

次に資料４-２「調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の取組状況について」

をご覧ください。現行計画の取組について説明いたします。１ページ目の「１ 調布市地
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球温暖化対策実行計画（区域施策編）の概要」の「（３）計画の期間」をお願いいたしま

す。 

現行計画の期間は平成22年度から平成32年度までの11年間です。「（４）排出量削減目

標」は二酸化炭素を対象とし，平成２年度を基準年度とし，平成２年度の排出量の25パー

セント削減，ＣＯ₂量にして約21万t-ＣＯ₂の削減を目標としています。この目標は当時の

国の目標に合わせて設定しております。「（５）施策体系」をお願いいたします。施策体

系は基本方針，３つの柱，６つの施策で形成します。 

２ページ目の「図 調布市における温室効果ガス排出量の推移」をご覧ください。現行

計画における削減目標の達成状況について説明いたします。一番左の棒グラフが基準年度

である1990年度の66万7000t-ＣＯ₂eqです。このeqとは，ＣＯ₂換算した数値という意味

で，メタンや一酸化二窒素，フロンといった温室効果ガスを二酸化炭素に換算し，二酸化

炭素と合わせた数値という意味となります。最新年度の温室効果ガス排出量は2017年度の

75万8000t-ＣＯ₂eqで，基準年度と比較し13.6パーセント増加しました。目標は2020年度

に50万t-ＣＯ₂eqですので，目標達成は困難な見込みとなっています。 

３ページ目をご覧ください。ここでは，温室効果ガス排出量のうち，特に市民の日常生

活，事業者の活動に伴って排出される二酸化炭素排出量の部門別排出量実績を説明しま

す。「図 調布市における温室効果ガス排出量の推移」をご覧ください。平成２年度の排

出量に対し，現況は産業部門，運輸部門，廃棄物部門の排出量は減少していますが，民生

家庭・業務部門の排出量が増加しています。次に４ページのグラフをお願いいたします。

こちらは部門別のエネルギー消費実績となります。基準年度は8,363テラジュールでした

が，現況では7,699テラジュールと，８パーセント削減されました。 

また，民生家庭部門における世帯当たりエネルギー消費量，民生業務部門における延べ

床面積当たりエネルギー消費量も基準年度と比較し，10パーセント，18パーセントと減少

しています。４ページに記載のエネルギー消費量が減少しているにもかかわらず，３ペー

ジ記載の二酸化炭素排出量が増加した要因は，電力排出係数の上昇，世帯数の増加，事務

所や店舗の床面積の増加にあると考えられます。なお，平成28年度から平成29年度にかけ

ての増加は，厳冬による暖房機器の使用増加が一因と考えられています。 

資料４-３「調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（概要版）」をご覧くださ

い。現行計画の施策の内容について説明いたします。施策１は，市民一人ひとりの環境配

慮の行動を促す，啓発事業等を掲げた施策です。情報提供・啓発活動等を行うことによ



 

- 28 - 

 

り，削減効果が３万t-ＣＯ₂eqあると試算していました。施策２は，省エネ機器・設備の

導入促進を進める施策です。この施策を進めることにより，6万4000t-ＣＯ₂eqの削減効果

があると試算していました。施策３は，事業者に対する普及啓発事業の施策です。この施

策を進めることにより，8,000万t-ＣＯ₂eqの削減効果があると試算していました。右下を

お願いいたします。施策４は東京都が進めているキャップアンドトレード制度に係る大規

模事業所におけるＣＯ₂削減の推進の施策です。 

この施策を進めることにより1万7000t-ＣＯ₂eqの削減効果があると試算していました。

施策５は，公共施設のエネルギー削減の施策です。この施策を進めることにより，1000t-

ＣＯ₂eqの削減効果があると試算していました。最後に施策６は，省エネの取組を広げる

ための施策として掲げています。 

資料４-２「調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の取組状況について」の５

ページ目をご覧ください。現行計画の施策ごとの主な実績を説明いたします。施策１では

市報やホームページ等による省エネ等の啓発，壁面緑化による建物の遮熱を目的としたゴ

ーヤの苗配布，公共施設の屋根貸しによる太陽光発電事業に係る啓発事業等を行いまし

た。６ページ目をご覧ください。施策２は，地球温暖化対策用住宅用機器購入費補助金の

交付による家庭における省エネルギー設備の促進導入，太陽光発電設備取り付け等補助金

の交付による家庭における太陽光発電設備の導入促進等のハード整備に係る事業を行いま

した。７ページ目をご覧下さい。施策３は，事業者向けの省エネ啓発事業，ごみ燃料・リ

サイクル協力店制度の実施による３Ｒを進めている小売店の認定等事業等を行いました。

８ページ目をお願いいたします。施策４では，大規模事業所におけるＣＯ₂削減の推進と

して，東京都環境確保条例のキャップアンドトレード制度の取組，フロン排出抑制法の事

業所向けの周知，スマートエネルギーの研究等を行いました。施策５は公共施設のエネル

ギー削減対策として，公共施設へのLED照明器具の導入，公共施設の屋根貸しによる太陽

光発電事業の推進等の事業を行いました。施策６では，取組状況の公表等を実施いたしま

した。 

10ページ目をお願いいたします。今，ご説明した事業を実施したことによる平成30年度

時点の削減見込み量を大まかに算定しました。算定方法は，お配りした緑色のファイル

「報告資料」の緑色の見出しの直前の103ページから113ページに掲載しています。後ほど

ご確認ください。10ページの表をご覧ください。 
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施策１は市民の環境行動が進んだこと，施策４は東京都が進める総量削減義務と排出量

取引制度によるＣＯ₂削減が計画策定時の見込みを上回ったこと，施策６は平成26年度か

ら開始した公共施設の屋根貸しによる太陽光発電事業により，削減効果が得られていま

す。一方，省エネ機器・設備の導入については見込みより設置申請台数が少なく，現行計

画の削減見込み量よりＣＯ₂削減量が減りました。また，施策５の公共施設のエネルギー

削減については，職員の勤務体制の変化による空調機器や照明の稼働時間の延長，事務事

業や個人情報保護に基づく電子機器の増加，施設利用者の増加等に伴う空調設備の新設

や，空調負荷の増大などを背景にＣＯ₂排出量が増加する結果となりました。ここまでが

現行計画の振り返りとなります。 

次に11ページ，今後の課題についてです。次期計画策定時には，「（１）地球温暖化対

策に関する国内外の動向への対応」を踏まえ，目標や対策を進める必要があります。 

「（２）市役所における率先した行動」では，省エネルギー法による公共施設のエネル

ギーの利用の効率化の促進義務，東京都環境確保条例のキャップアンドトレード制度によ

るＣＯ₂削減義務，フロン排出抑制法によるフロン類の適正管理など，市民・事業者の模

範となるべく，市役所における率先的な取組を引き続き対応する必要があります。また，

今年度，改定する市役所における温暖化対策実行計画との整合も図り，新たな区域施策編

の計画も策定する必要があります。 

「（３）家庭，事業所における地球温暖化対策の促進」を図る必要があります。調布市

では，平成29年度の温室効果ガス排出量の約91パーセントを二酸化炭素が占めており，約

４分３は民生家庭部門及び民生業務部門から排出されています。人口・世帯数，事業所の

床面積の増加により，二酸化炭素排出量は基準年度に対し，増加していますが，世帯当た

り，または事業所の延べ床面積当たりのエネルギー消費量は減少傾向にあり，エネルギー

の効率化は進んでいることが伺えます。今後の課題は，さらなる二酸化炭素排出量の削減

に向け，省エネルギー機器の普及，再生エネルギーの活用促進を進める必要があります。

また，新築時のＺＥＨ（ゼッチ）など，建物そのものをよりエネルギー消費量の少ない形

態に誘導していくことも重要です。 

「（４）環境に配慮したまちづくりの推進」をする必要があります。国が最終到達点と

して掲げる「脱炭素社会」の実現に向けては，地域においてエネルギーを融通し，効率よ

くエネルギーを利用できるシステムの導入を進めていくことも必要となります。 
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現在，調布駅前の整備に合わせて，地域エネルギー利用効率化に向けた検討を都市計画

課が中心となり進めているところです。また，シェアサイクルの取組も進めており，エネ

ルギー消費量の少ない公共交通の普及等を図り，居心地がよく歩きたくなる町中の形成，

ウォーカブルなまちづくりを進めることで，徒歩や自転車による移動を促進していくこと

も重要です。 

「（５）気候変動による影響への適応策の推進」を図る必要があります。気候変動によ

る影響により，豪雨や猛暑日等が増えています。雨水浸透・貯留の促進など，都市型水害

への対処，熱中症等の健康被害への対策に関する市民への普及啓発，透水性・保水性舗装

の整備や，緑化などによる暑熱環境の緩和など，気候変動による影響への対策を進める必

要があります。 

「（６）の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・提携」が必

要です。市では現在，公共施設の屋根貸しによる太陽光発電事業を市民主体の協働事業者

と進めていることや，ちょうふ環境市民会議が中心となって行っている環境活動の交流会

などをとおして，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・連携を

進める必要があると考えています。 

次に資料４-４「調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（概要版）」をご覧くだ

さい。これまで説明しました「区域政策編」は市域を対象とした計画ですが，調布市役所

の事務事業により排出される温室効果ガスの削減について定めた計画である「事務事業

編」についても簡単に説明させていただきます。本計画の計画期間は平成28年度から令和

２年度までです。基準年度は平成26年度です。 

また，対象となる温室効果ガスは二酸化炭素，メタン，一酸化二窒素，ハイドロフルオ

ロカーボンです。削減目標については，平成26年度の総排出量，１万4859t-ＣＯ₂eqを基

準として，令和2年度までに総排出量3.2パーセント，470t-ＣＯ₂eq以上の削減かつ「中長

期的に見てエネルギー消費原単位年平均１パーセント以上の低減」を目指しております。

なお，現行の計画期間は今年度が最終年度となるため，庁内横断的に改定を進めてまいり

ます。 

最後に資料４-５「調布市地球温暖化対策実行計画 区域施策編骨子」をご覧くださ

い。次期計画の内容は記載のとおり，「第１章 計画の基本的事項」，「第２章 調布市

の温室効果ガス排出量の現状」，「第３章 調布市の温室効果ガス排出量の将来推計（予



 

- 31 - 

 

測）」，「第４章 削減目標」，「第５章 削減に向けた施策・取組」，「第６章 計画

の推進」と考えております。 

計画改定に当たり，委員の皆さまに特にご議論いただきたいポイントとしましては，朱

書きをしました「第４章 削減目標」と「第５章 削減に向けた施策・取組」です。削減

目標は，国や東京都の目標水準を考慮しつつ，中期目標を2030年度，長期目標を2050年度

の数値で今後決定してまいります。 

緑色のフラットファイルの「報告資料」を併せてご確認いただけますか。「１ 基礎調

査報告書」の64ページをご覧ください。「①地球温暖化対策に関する国内外の動向への対

応」の一番上の項目に，国の温室効果ガス削減目標を記載しています。国では「2030年度

に2013年度比26パーセント削減」を掲げています。また，長期目標として「2050年度まで

に80パーセントの温室効果ガスの排出削減」を掲げています。２番目の項目のとおり，令

和元年６月に「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を閣議決定し，脱炭素社会

に掲げ，それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指しています。 

上から３つ目の項目をご覧ください。東京都においては，平成28年３月に東京都環境基

本計画を策定し，中期目標として「2030年までに東京の温室効果ガス排出量を2000年比で

30パーセント削減」を掲げています。また，４番目の項目に記載のとおり，令和元年12月

にゼロエミッション東京戦略を策定し，2050年までにＣＯ₂排出量実質ゼロを掲げていま

す。 

資料４-５の第４章，５章の詳細は，第３回の改定委員会において具体的にお示しし，

ご議論いただく予定でございます。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，ただ今のご説明に関しまして，ご意見，

ご質問等お願いいたします。 

 

小峯委員  はい。 

 

岩船委員長  小峯委員，お願いします。 

 

小峯委員  １点質問です。取組状況について，資料４-２の２ページの削減目標の達成

状況をみると，現況は基準年度に対して13.6ポイント増加しているという数値が示されて
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います。一方で，10ページの「（２）具体的な施策の削減見込み量に対する実績」には，

区域施策編の削減見込み量の達成率は127パーセントと，調布市地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）の目標は大幅に達成となっています。これは，計画の目標は達成している

けれども，市域のＣＯ₂は増えたという見方になるのでしょうか。 

 

環境政策課  環境政策課の倉林です。小峯委員の意見について，２ページの削減目標の

達成状況は，オール東京62市区町村共同事業の「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」

で算出，公表された数値です。「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」による計算で算

定した結果は，基準年度よりも増えています。10ページとは，算出方法が異なっていまし

て，例えば調布エコライフの推進の場合，前年度に実施した市民アンケートの結果を基

に，こまめにスイッチを切っていると回答した市民の割合から削減量を計算しています。

結果，過去のアンケート結果よりもスイッチを切っていると回答した割合が増えているの

で，削減量が増えているという算出になっています。このように算定の仕方が異なるた

め，算定結果も異なっています。 

 

小峯委員  ありがとうございました。現行の調布市環境基本計画を策定した時も，同様

の話があったかと思いますが，これは定量的に，株式会社東京電力等から数値を提供いた

だいて算出するということではなかったでしょうか。 

 

環境政策課  株式会社東京電力からデータをいただいて算出したのは，２ページの「２

 削減目標の達成状況」です。東京都が東電等の電力会社から数値を提供いただいて，取

りまとめたもので算出しております。10ページの「（２）具体的な施策の削減見込み量に

対する実績」はそういった手法は用いていません。 

 

小峯委員  ありがとうございます。 

 

岩船委員長  今の点について確認です。私も東京都の資料を確認しましたが，世帯按分

等をせずに調布市の電力消費量のみを株式会社東電から提供していただいた数値で間違い

ないでしょうか。また，ガスも同様でしょうか。この点は大変重要だと思います。現況の
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ように，排出量の削減に対して対策できているのに，排出量が増えているというような整

合の取れていない数値では議論ができません。 

本来，東京都から提供がされた数値だけ，株式会社東京電力の数値だけできちんと見

て，定量的にしっかり効果を出していかないと意味のあることが全くできないと思うの

で，この点を確認させていただきたいと思います。まずベースラインとして，株式会社東

京電力から調布市のデータを提供いただいているということでよいですか。株式会社東京

ガスについても同様ですか。 

 

環境政策課  今のご質問について，調布市内の電力使用量，ガス使用量を基に算定した

結果です。世帯按分等はせずにＣＯ₂換算しております。 

 

岩船委員長  ガスも同様ですか。 

 

環境政策課  ガスも同様です。 

 

岩船委員長  例えば，株式会社東京電力の数値といっても，低圧電気，高圧電気等に分

かれているかと思います。低圧電気は全て家庭での消費と見なしているのでしょうか。 

 

環境政策課  詳細は調べて報告いたします。 

 

岩船委員長  この辺りについて，データのつくりかたは大変重要だと思います。まずは

スタートをしっかり合わせることだと思いますので，よろしくお願いします。 

 

環境政策課  ありがとうございます。 

 

岩船委員長  他，どなたかいらっしゃいませんか。江尻委員，お願いいたします。 

 

江尻委員  民生部門のうち，特に家庭部門がなかなか減っていかなくて数字が悪いとい

う説明がありました。様々な状況があるとは思いますが，減らない原因の１つは，二酸化

炭素にしてもエネルギーにしても目に見えないことだと思います。見えないものを家庭の
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中でどう減らすのか，どう付き合っていくのかが一般市民には非常に難しい部分になりま

す。私はごみの関係ですが，どのぐらい減った，どのぐらい減らそうということが，ごみ

の場合は見ることができます。エネルギーの場合にはその点が見えにくいので，これをや

ればこれだけ減るんだという可視化を今回策定する計画の施策の中に入れていけたらいい

なと思っています。 

それから，この３ページの「表 部門別二酸化炭素排出量」では「廃棄物部門」は排出

量が非常に減っていって優秀なようですが，もっと減らしても構わないと思います。ここ

で減らして，他の分野の排出分を補うことも考えるべきだと思いますので，廃棄物のごみ

を減らす，ごみを減らすことによってエネルギーに関するこの部分に貢献するんだという

ような，連携と言いますか，仕組みが分かる形で計画ができるとよいかと思っておりま

す。 

 

岩船委員長  ありがとうございました。他の委員の方，いかがでしょうか。お願いしま

す。 

 

執行委員  執行です。他の委員からのご意見もありましたけど，計画策定の背景につい

て，先程の調布市環境基本計画，調布市地球温暖化対策実行計画共に，新型コロナウイル

ス感染症の感染以前の状況の視点が多いかなと思います。社会情勢変化等も，例えば，東

京オリンピック開催について等，その視点が多いと感じます。 

新型コロナウイルス感染症に関することを計画の背景に記載するかどうかは別として，

実際に感染症の影響によって世界中の経済活動が止まった結果，ＣＯ₂が削減されてオゾ

ンホールがなくなった，見えなかった景色が見えるようになった等，環境面では改善され

た所があるというニュースを見て，それもどうなのかなと思いました。両側面なので何と

も言えないところではありますが，新型コロナウイルス感染症の影響により改善された部

分があるのは事実です。 

具体的に言うと，例えば資料４－５の「今回の改定に当たり特にご議論いただきたいポ

イント」の「５.２ 具体的な施策・取組」に，「脱炭素型ライフスタイル・ビジネスス

タイルの普及」とあります。現在，働き方が様々に変わっている部分もあると思います。 

東京都で推進しているテレワーク勤務，あと交通も仕方なくという面はあると思います

が，自転車や徒歩で通勤，通学する人が増えています。結果的にそういうことの促進に繋
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がっている部分はあるので，計画の背景に書く，書かないかは後ほど検討するとして，そ

の辺を踏まえた方が今の時代に即した環境の取組は何かというアイデアがもっと出てくる

のかと思いまいた。以上，感想です。 

 

岩船委員長  ありがとうございました。他の委員の方，いかがでしょうか。どうぞ。 

 

奥副委員長  確認させていただきたいことが１点あります。区域施策編と，事務事業編

の切り分けについてですが，区域施策編の中にも事務事業編も組み込まれているという理

解でよろしいですか。内容的にかなり重複している部分があると思います。ただ，それぞ

れの実行計画の対象期間がずれていて，その辺の整合をどのように取っているのか気にな

りましたので，確認をさせていただきたいです。 

続けて，2030年度目標，2050年度目標をどういう考え方の下に，どこに設定するのか非

常に悩ましいと思いますが，既に調布市の域内だけで削減を図るのは限界もあり，なかな

か脱炭素は難しい状況だと思います。 

その時に，先程の資料３－６「環境基本計画 骨子（案）」の主な見直しのポイントの

一番下に「地域循環共生圏の考え方に基づく取組」が出てきていました。調布市以外の自

治体や地域と連携を図りながら，いわゆるスコープ３のように，調布市市内の様々な社会

経済活動と関連のある，調布市に対してサービスや物品を提供してくださっている域外の

地域における排出を削減する，もしくは，再生可能エネルギーも域外でつくられたものを

調達といったように，域外での削減努力を推し進めていかないとなかなか実質ゼロエミッ

ションには繋がっていきません。 

そういう意味では，これまでの考え方から根本的に考え方を変えないと脱炭素の実現は

できません。調布市だけで脱炭素の実現は無理です。実質ゼロエミッションという意味

で，地域循環共生圏というような考え方で脱炭素にいかに近づけていくかという発想が必

要ではないかと思っています。そこまで考えていらっしゃるでしょうか。これは市として

の意気込み，決断と言いますか，それが求められるところだと思っています。 

 

岩船委員長  ２点ご質問，お答えいただけますか。 
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環境政策課長  環境政策課長の岡田です，よろしくお願いいたします。まず１点目の事

務事業編と区域施策編の切り分けについてですが，最初にご説明させていただきましたよ

うに区域施策編は市域の温室効果ガスの排出量を対象としており，市役所も含まれていま

す。そのため，事務事業編と重複している部分もあります。事務事業編は，事務事業に係

る市役所の温室効果ガスの排出量を対象としています。 

それから，２点目の調布市以外の地域の温室効果ガスの排出の削減を検討するという意

見について，理想的にはそのとおりだと思います。委員の皆さまで議論いただきまして，

どこまで実施していくかを含めてご意見いただければと思っています。よろしくお願いい

たします。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。３回目の改定委員会で議論を実施するとなると，

それまでにある程度のたたき案を事務局で作成されると思います。そうなると，議論の枠

がある程度狭まってしまうので，できればその前の段階で，各委員の方にもう少し柔軟に

アイデアを伺う機会を設けていただく等，少し幅広く考えていただかないと実現は難しい

と思います。 

2050年までに80パーセント削減するという目標について，調布市の人口が増えたらどう

するかということも本当にあり得る話です。現実的にできることは限られているはずなの

で，そこは無理してＣＯ₂削減の税金みたいなものを払うというような，ものすごくコス

トを払うというような大きな話にしないといけません。例えば，そこまでしないとＣＯ₂

は減らせませんよねという議論もあるかもしれませんが，現実的に何ができるのか考える

必要があります。後は，もう少し柔軟な，外の再生可能エネルギーが豊富にある地域と連

携といったことでもいいと思いますが，もう少し柔軟に考えて，ぜひ委員の皆さんのご意

見を３回目の委員会前に伺っていただけないかなと思います。いかがでしょうか。 

 

環境政策課長  そのように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。 

 

岩船委員長 時間も限られていますが，他の方いかがですか。 

次の議題に移りたいと思います。最後，次第５「その他」に移りたいと思います。事務

局から説明をお願いいたします。 
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事務局  先程の説明のとおり，調布市環境基本計画等の改定に向けて，市民の皆さんの

意見を反映する取組の一環として，市民ワークショップを開催したいと考えております。

その内容についてご説明をさせていただきたいと思います。 

 

環境政策課  資料５「市民ワークショップの実施について（案)」をお願いします。環

境基本計画の重点プロジェクトの見直しや，地球温暖化対策実行計画，区域施策編の施

策・取組内容を検討することを目的とし，市民ワークショップを実施したいと考えており

ます。 

開催時期は９月に２回程度，30人程度の参加を見込んでおります。テーマは，「緑と水

の保全」，「地球温暖化対策」，「市民協働」と考えております。意見交換の方法とし

て，昨年１月に開催した中間報告会において出されたアイデアを共有した後，新しいアイ

デア・具体化方法を出し，出されたアイデアをファシリテーターが集約・整理，最後に集

約したアイデアの中から重要と思うアイデアに各参加者が投票し，結果をファシリテータ

ーが発表するというやり方を考えております。ただし，新型コロナウイルス感染症の発生

状況により，今後の手法を変更する場合があります。説明は以上です。 

 

岩船委員長  ありがとうございました。ただ今の事務局の説明について，何かご意見，

ご質問等ございますか。この市民ワークショップは毎年，過去にもやっているものなんで

すか。 

 

環境政策課  ５年前に現行の環境基本計画策定した時にも行っております。 

 

岩船委員長  ５年ぶりということになりますか。 

 

環境政策課  計画策定に関するワークショップとなると，そうなります。 

 

岩船委員長  若い方を呼ぶのは大変だと思います。その辺り，何かアイデアはあります

か。 
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環境政策課  今年の１月に中間報告会を開催しましたが，その時には高校，大学にも通

知をして，参加を呼び掛けております。 

 

岩船委員長  実際のご参加はいかがでしたでしょうか。 

 

環境政策課  あまり多くはありませんでした。 

 

岩船委員長  なかなか難しいですね。 

 

奥副委員長  ほとんど若者はいませんでした。ただ，いらした方，先程の資料にも中間

報告のワークショップでいただいたご意見が出ていましたが，子どもの意見を聞いてもら

いたいという要望が多く上がっていました。子どもが参加できるように，子どもの意見を

うまく吸い上げてほしいと思っています。やはり，未来を担う方たちのご意見をくみ上げ

ることが非常に大きな課題です。そこはただ呼び掛けるだけでは難しいことなので，ぜひ

方法をうまく工夫していただければなと思います。 

 

岩本委員  すいません。 

 

岩船委員長  お願いします。 

 

岩本委員  今ご説明いただいた従来型のワークショップの形式で本当によいのか，個人

的には疑問に思っています。声掛けをしても，なかなか集まってもらえないという状況が

あり，さらに今，この新型コロナウイルス感染症の影響を考えると，手法自体を大胆に改

革し，意見を吸い上げる手法を取らなければいけません。従来型のワークショップをもう

一度開催できたとしても，得られる意見が偏ったり，幅広い年代から意見を伺えなかった

りするのではないか。その辺りは皆さんのご意見もいただきたいのですけど，今から工夫

して意見を得る手法を模索した方がよいかもしれないと思っています。 

 

岩船委員長  執行委員，どうぞ。 
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執行委員  幅広い年代から意見を聴取したいということであれば，最初から，例えば10

代なら10代等，年齢，年代を決めて，何名程度からこういった視点でのご意見，考えが欲

しいとピンポイントで言っていただければ，私は義務教育の方ですが，協力できる部分は

あるかと思います。以上です 

 

岩船委員長  それは学校教育のカリキュラムとして位置付けていただけるということで

しょうか。 

 

執行委員長  位置付けるということではなく，もともと環境教育は実施していますの

で，総合的な学習の時間や社会科等の，専門分野を持つ先生方に協力してもらって，意見

聴取することはできるかなと思います。 

 

岩船委員長  そういうふうに関わっていかないと，若い人には届かないでしょうね。ご

指摘のとおりだと思います。ワークショップの手法はもう少し工夫していただければと思

います。 

どうしても地球温暖化もそうですが，エネルギー関係は市民の皆さんの関心がそこまで

高くありません。私も講演等の依頼を受けることがありますが，大抵，関心あってお時間

ある方となると高齢者の方に偏ってしまいます。これまでのやり方だとその層にしか届き

ません。そこは何とかジャンプさせることを考えてもいいのかなと思います。 

今，それなりに関心が高いと思われる事項を１つ挙げると，電力小売り自由化がありま

す。ご家庭の電気料金の見直しといったことをセットで進める等，それがよいことかどう

かは分かりませんが，比較的関心があることだと思います。今はそういうエネルギー関係

の情報提供として，少しでも市民の方の関心がある話としてはこういう部分かと思います

ので，ワークショップと抱き合わせて実施するようなことはよいかと思います。グリーン

に関する方以外の方に意見を聞くことも重要かと私は思います。他，どなたかいらっしゃ

いますか。 

 

岡部委員  ワークショップ手法として，前回の中間報告会のワークショップの感想を見

ると，皆さん意見を出された後，各個人が書いたことを話して，全員で共有をしていきま

した。出た意見に対して議論する時間がなかなか取れていません。むしろどんな話があっ
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たか，まとめの方向にばかり時間が取られてしまっていました。非常に難しいんですけ

ど，どんなやり方がよいかを考えなければいけないと思います。できれば出された意見に

ついて，例えばワークショップ中でもいいし，全体でもいいんですけども，ディスカッシ

ョンを交えながら，それは勘違いだった，もっとよいやり方があるのではないかといっ

た，ちょっとした意見交換ができる時間を取れたらいいなと考えています。その辺につい

てうまく検討していただけるとよいと思っています。 

 

江尻委員  いいですか。 

 

岩船委員長  お願いします。 

 

江尻委員  若い世代をどう想定するかで，関心も全然違ってきます。また，意見の集約

の方法も大きく違ってくると思います。小学生なのか中学生なのかによっても考え方は全

然違う部分も当然ありますし，経験の幅が小学生と中学生では全く違います。小学生と中

学生であったとしてもかなりの幅が出てくるだろうと思います。 

今回の計画を改定するに当たって，子どもの意見をどこまで必要とするかだと思いま

す。また，若い世代とは，例えば30代あたりまでか，小さいお子さんがいるお父さん，お

母さん方を含めて若い世代と考えるのか，それとも，高校生とか大学生のような，社会の

ことが少し分かり始めてきた若い世代なのかを少し整理をした上で意見をもらった方が，

後の整理がしやすいかなと思っています。以上，１点です。 

 

岩船委員長  ありがとうございました。他，どなたかいらっしゃいます？ 

 

小峯委員  はい。 

 

岩船委員長  お願いします。 

 

小峯委員  先程の環境政策課長が新しい手法とおっしゃっていたので，ぜひ検討してい

ただきたいと思います。あと若い方の参加を募ることについて，私が昔ＪＣに所属してい

た時に，鉄道敷地利用に関するワークショップを２日間かけてやったり，参加者に謝礼出
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したりと，様々な方法で実施した結果，当然，調布市さんの力を借りて無作為抽出もやり

ましたけど，その辺りは参加率があって若い方もいたなと思い出されます。今から謝礼を

出すのは調布市では対応できないと思いますが，そんな時には，「調布未来
あ す

のエネルギー

協議会」を使っていただけたらと思います。 

続いて，テーマとして，「緑と水の保全」，「温暖化対策と市民協働」等が例示されて

いますが，これは当然大切だと思いますが，保全や適応という言葉が少し保守的で守りに

入っているようなテーマだと思います。もっと明るい将来に繋がる，行ったら楽しそうだ

なと思えるテーマに工夫する等して，若い方々に来ていただくのがよいのかなと思いま

す。調布市には電気通信大学も白百合女子大学，桐朋学園大学もありますし，ぜひ大学生

に参加してもらいたいです。最近，我々の協議会のセミナーにも大学生がいらっしゃいま

すので，そういう方々にアプローチしていただければと思います。東京都立大学も近くに

はあるので，ご協力いただければよいかと思います。 

 

岩船委員長  それこそ対面でなくても，Zoom会議のような形で開催すると，少しでも参

加できる方もいるかもしれません。手段は多様に用意した方がよいと思います。小峯委員

のセミナーを通じて参加を呼び掛けるといったことはぜひ検討していただきたい。 

例えば，１回，２回だけだと，その時に人数が集まらないと後々大変なので，何度も開

催するといった様々なアイデアがあると思います。なるべく多様な方に少しでも参加して

いただけるように，ぜひご検討いただければと思います。よろしくお願いします。それで

は，その他，事務局から何かございますか。 

 

事務局  最後になります。次回の開催日程につきましてお知らせをしたいと思います。

それでは資料６をもう一度ご覧ください。次回の当改定委員会につきましては，令和２年

８月７日金曜日，時間が午後２時，14時からとなっています。場所がこの建物，「文化会

館たづくり」の９階の研修室にて開催をしたいと考えております。正式な通知文につきま

しては，後日，また事務局から各委員に送付させていただきたいと考えておりますので，

出席をよろしくお願いいたします。以上です 

 

岩船委員長 長時間にわたり，熱心なご議論をいただき，ありがとうございました。 
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以上を持ちまして，第１回調布市環境基本計画等改定委員会を終わります。お疲れ様で

した。 

 

（了) 

 

 


