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事務局  定刻前ですが，皆さんおそろいですので，ただいまから第２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。本日の委員会です

が，新型コロナウィルス感染拡大防止のため，出席職員も少数での対応とさせていただい

ております。会議の開催時間も短縮をさせていただき，全体で１時間30分を目途とさせて

いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。なお，現在，調布市ではノ

ー上着ノーネクタイ運動を実施しておりますので，ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

それでは，これからの進行は岩船委員長にお願いしたいと思います。委員長よろしくお

願いいたします。 

 

岩船委員長  改めまして，こんにちは。ただいまより第２回調布市環境基本計画等改定

委員会を開催いたします。次第にもございますが，本日の議題はこの委員会で検討する２

つの計画のうち，環境基本計画の見直しに向けた内容を中心に行うこととなっております

ので，どうぞよろしくお願いいたします。 

最初に出席委員数について，事務局からご報告をお願いいたします。 

 

事務局  はい。本日は全委員に参加いただいておりますので，11 名の参加になりま

す。 

 

岩船委員長  では，続きまして本日の資料の確認を事務局からお願いいたします。 

 

事務局  本日の資料につきましてご説明いたします。 

委員名簿 

座席表 

資料１  第１回調布市環境基本計画等改定委員会における主な意見と対応について 

資料２－１ 調布市環境基本計画 骨子（修正案） 

資料２－２ 調布市環境基本計画の中間見直しの方向性に関する検討資料 

資料２－３ 施策体系及び施策（取組）の内容の見直し（案）一覧 

資料３   計画改定に係る市民参加について 
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資料４   計画改定までのスケジュール 

参考資料１ 第１回調布市環境基本計画等改定委員会 議事要旨 

参考資料２ 市民アンケート結果の比較について（調布市） 

参考資料３ 第５次環境基本計画の概要（環境省） 

参考資料４ ゼロエミッション東京戦略の概要（東京都） 

参考資料５ 地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況（環境省） 

参考資料６ 脱炭素型ライフスタイルの施策について（環境省） 

続きまして，冊子資料といたしまして 

調布市環境基本計画（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）（平成２２年３月） 

調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）概要版（平成２８年３月） 

です。 

こちらの資料は閲覧用資料です。過不足がございましたら，事務局にお申し付けくださ

い。冊子資料につきましては閲覧用資料となっております。よろしくお願いいたします。

資料につきまして過不足がありましたら，事務局までご連絡ください。よろしくお願いい

たします。以上です。 

 

岩船委員長  はい。それでは，次に本日の傍聴希望者の有無を事務局からご報告をお願

いします。 

 

事務局  ただいま傍聴希望者が２名となっております。 

 

岩船委員長  はい。皆さま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  はい，大丈夫です。 

 

岩船委員長  それでは傍聴者の入室をお願いいたします。傍聴者の入室が完了するま

で，暫時休憩といたします。お願いします。 

それでは，本日の議題に入りたいと思います。本改定委員会は，調布市の環境施策のマ

スタープランとなる「調布市環境基本計画」と，これに基づく個別計画となる「調布市地
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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行い，調布市長に報告する

ことが役割となっております。委員の皆さんの様々な立場から建設的なご意見をどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

後ほど，事務局から説明があるかと思いますが，全５回の改定委員会のうち，本日は２

回目の開催として環境基本計画の主な見直し箇所と施策体系の変更案についてポイントを

絞って事務局が説明し，委員の皆さまからいただいたご意見を今後作成する計画の素案づ

くりに繋げていく中間地点の委員会となります。 

まず，議題（１）「第１回委員会における議論の振り返り」に入ります。前回の改定委

員会での各委員の意見を受け，計画への反映方法など対応を検討しております。事務局か

ら説明をお願いします。 

 

事務局  それでは，まず本日の委員会の位置付けをご説明いたします。資料４「計画改

定までのスケジュール」をお願いいたします。 

網かけ上から２つ目が本日の改定委員会となっています。次第にあるように，環境基本

計画の主な見直し点と施策体系の変更案までを議題とさせていただきます。10 月の第３

回委員会では調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）のたたき台，12 月の第４回

委員会では２つの計画の素案をお示しし，パブリック・コメントの手続きを実施した後，

来年２月の第５回委員会で最終案とさせていただく予定です。 

なお，前回の委員会で検討回数が少ないというご意見もいただきましたので，９月頃に

は地球温暖化関連施策に関して委員の皆さまから別途ご意見をいただく機会を書面または

メールにて設けさせていただく予定です。11 月頃には調布市環境基本計画のたたき台に

関して，委員の皆さま方から意見をいただく機会を同様に書面またはメールで設ける予定

としております。 

その他，庁内会議や市民参加手続きなども並行しつつ実施していく予定です。 

続いて，資料１をお願いいたします。第１回の振り返りとして事前に事務局から委員の

皆さまに確認させていただいておりますが，委員の皆さまの前回の発言とそれを受けた事

務局の対応方針を整理した資料として，資料１を用意させていただきました。本日は会議

運営の時間短縮の関係から，説明については割愛させていただきたいと思います。今一度

ご覧いただければと思います。以上です。 

 



 

- 4 - 

岩船委員長  いかがでしょうか。ここまでの説明について質問等あれば，次の説明の後

でまとめていただければと思います。次に移らせていただきます。 

続いて，議題「（２）調布市環境基本計画改定（中間見直し）について」に移りたいと

思います。本議題につきましては，次第には「ア 調布市環境基本計画の主な見直し点に

ついて」，「イ 調布市環境基本計画施策（取組）の見直し（案）の一覧について」の２つ

が示されております。この２点は関連しておりますので，資料２－１から資料２－３を続

けて事務局から説明した上で審議を行いたいと思います。 

また，先ほどご説明しましたが，本日は環境基本計画に関する議題が中心となるた

め，資料２－１の中央にある「２.３ 基本目標及び施策の体系」の「施策の方針４－

（１）低炭素まちづくりの推進」は，「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」としていることから，第３回の委員会において検討しますので，本日

はそれらの部分を除いてご意見をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

では事務局から説明をお願いします。 

 

環境政策課主任  環境政策課の倉林と申します。よろしくお願いします。座って説明さ

せていただきます。 

お手元の資料２－１「調布市環境基本計画骨子（修正案）」をご覧ください。こちら

は，第１回委員会にご提示した骨子案に対していただいたご意見を反映した修正案です。

下線を引いた箇所が第１回委員会のご意見等を反映して修正した部分となります。赤字は

次にご説明する資料２－２「調布市環境基本計画の中間見直しの方向性に関する検討資

料」において見直し案をお示ししている箇所です。本日はこの赤字部分を中心にご意見を

いただきたいと考えております。 

それでは，資料２－２「調布市環境基本計画の中間見直しの方向性」に関する検討資料

をご覧ください。 

スライド番号の１，主な見直し点をご覧ください。本日は，こちらに示した８点がご意

見をいただきたい箇所となります。この資料では，８点それぞれについて，現行計画の記

載内容，新たに反映すべき点や課題，それらを踏まえた見直し案をお示ししています。な

お，本資料に記載した施策，資料２－３「施策体系及び施策（取組）の内容の見直し

（案）一覧」は現段階の検討状況であり，計画策定の際には詳細な事業等を盛り込んでい
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く予定です。また，スライド 1 の一番下にも記載をしておりますが４－（１）の中身は次

回詳細を詰めますので，本日は詳細の説明は割愛させていただきます。 

次に，スライド番号３をご覧ください。第１回の委員会において新型コロナウィルス感

染症の影響を考慮することが必要ではないかというご意見をいただきました。現時点でこ

こに示した影響が考えられ，特に基本目標４で取り扱うエネルギーやごみの排出，基本目

標５で取り扱う普及啓発事業などにおいて考慮してまいります。 

次に，スライド番号５をご覧ください。「施策１－③ 里山環境の維持・保全」の見直

しのポイントについてご説明します。スライド番号６をご覧ください。施策１－③に関し

ては，都市農業，都市農地に関する国の制度改正を反映します。スライド番号７をご覧く

ださい。具体的にはこれまで宅地化すべきものとされてきた都市農地の位置付けが都市に

あるべきものに見直され，保全活用を進める制度改正がなされました。スライド番号８を

ご覧ください。令和２年５月に改正した調布市農業振興計画にも，この点が反映されてお

ります。 

次に，スライド番号９をご覧ください。これらの動向を受け「施策（取組）の内容」の

１つ目を「様々な制度による都市農地の保全と活用」に変更し，「都市農地の保全に関す

る各種制度（新たな創設された特定生産緑地，都市農地貸借法など）を用い，里山環境を

構成する貴重な都市農地の保全と活用を進めます。」としています。 

続いて，スライド番号 10 をご覧ください。「施策１－④ 生物生息空間の保全」の見直

しについてご説明します。スライド番号 11 をご覧ください。現行計画の内容となりま

す。「施策（取組）の内容」のうち，「在来種の保護及び特定外来生物（植物）の駆除」

と，「生物に関する基礎資料のデータベース化に向けた仕組みの検討」について，これま

での取組を踏まえた見直しを行いたいと考えます。スライド番号 12 をご覧ください。こ

れまで市では，多摩川河川敷でアレチウリという特定外来生物に指定された植物の駆除を

進めてきましたが，近年の状況として植物以外の外来生物の他，危険な生物に関する相

談，苦情が増加しております。また，生物の生息状況に関しては，データベース化を現行

計画に記載しておりましたが，データベース化の目的，活用方法が明確でないなど，取組

の方向性が不明瞭，また，生物の生息状況の情報の蓄積が十分ではない等が課題となって

おります。スライド番号 13 をご覧ください。このため，生物多様性に関する情報につい

ては，まずは市民や専門家と協力した調査による情報の蓄積と共有を進め，生物多様性保
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全に役立てていきたいと考えます。また，外来生物に関しては，危険な生物等も含め，市

民への情報提供，対策を進めていきたいと考えます。 

続いて，スライド番号 14 をご覧ください。「施策２－④ 都市美化の推進」についてご

説明します。スライド番号 15 をお願いします。施策２－④に関しては，主に令和元年度

に施行した調布市受動喫煙防止条例に基づく屋外喫煙対策の取組を反映します。スライド

番号 16 をご覧ください。受動喫煙防止条例では，駅前広場，公園，市の施設などの公共

空間を禁煙としており，９カ所に路上等喫煙禁止区域を指定しました。スライド番号 17

をご覧ください。市内では，様々な美化活動，緑化活動が行われています。スライド番号

18 をご覧ください。これらの動向を反映して，新規の施策として受動喫煙防止に向けた

屋外喫煙対策の推進を加えます。また，市民参加による美化活動については，複数ある美

化活動，緑化活動の連携を図り，より効果的に施策を推進していきたいと考えています。 

続いて，スライド番号 19 をご覧ください。「施策３－④ 化学物質等の対策の推進」に

ついてご説明します。スライド番号 20 をご覧ください。今回の中間見直しでは，施策

（取組）の内容のうち，放射線等に関する情報の蓄積，提供を見直したいと考えます。ス

ライド番号 21 をご覧ください。調布市では，東日本大震災後から市内 10 カ所で空間放射

線量の測定を実施していますが，現在は国の除染基準を下回った状態を維持しています。

スライド番号 22 をご覧ください。このため，次期計画の期間内に空間放射線量の測定に

関する調査体制を見直すことを取組に位置付けたいと考えます。 

続いて，スライド番号 23 をご覧ください。「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」の見直しについてご説明します。スライド番号 24 をご覧くださ

い。基本目標４については，現行計画改定後の国や東京都の動き，新たな環境問題につい

て反映する必要があります。スライド番号 25 をお願いします。１つ目は，国や東京都が

将来的に目指す社会として掲げている脱炭素社会ゼロエミッションの視点です。参考資料

５として，地方公共団体における 2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況を配布させ

ていただいておりますが，このような動向を受け，2050 年までの CO₂排出量の実質ゼロを

表明する自治体が増えております。スライド番号 26 をご覧ください。気候変動の影響に

よる被害の回避，軽減を図る適応策についても，これまで以上に取り組んでいく必要があ

ります。スライド番号 27 をご覧ください。循環型社会に関しては，海洋プラスチックご

み問題，食品ロスの問題への取組を進めていくことが必要です。スライド番号 28 をご覧

ください。以上の動向を反映し，基本目標４は低炭素を脱炭素に変え，脱炭素社会の実現
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と循環型の社会形成を目指すまちに改めたいと考えます。また，具体的な内容として，温

室効果ガスの削減に向けた取組をさらに進めると同時に，気候変動の影響による被害の回

避，軽減に向けた取組を進めること，海洋プラスチックごみ，食品ロスへの対策が喫緊の

課題であり，ごみの減量，リサイクルに一層取り組んでいく必要があることを明記したい

と考えます。なお，基本目標４の下に位置付ける施策の方向の低炭素まちづくりの推進に

関しましては，将来的な脱炭素社会を見据えつつ，本計画の計画期間である令和７年度ま

では，まず低炭素化を進めるという視点に立って低炭素まちづくりの推進のままとしたい

と考えます。 

スライド番号 30 及び 31をご覧ください。「施策４－⑤ ３Ｒの推進によるごみの減

量」と，「施策４－⑥ ごみの適正処理」の見直しについてご説明します。 

これらの施策については，海洋プラスチックごみ，食品ロスの問題，平成 31 年３月に

策定した調布市一般廃棄物処理基本計画（改訂版）等の動向を反映します。スライド番号

32 をご覧ください。調布市一般廃棄物処理基本計画（改訂版）では，近年の動向を受

け，海洋プラスチックごみ，食品ロスの取組，これに関連する事業者によるごみの減量，

資源化の取組の他，災害時廃棄物の処理，水銀含有物等の処理といった点が強化されてい

ます。スライド番号 33 をご覧ください。特に海洋プラスチックごみ問題に関しては，今

年の４月から調布プラスチック・スマートアクションの取組を立ちあげ，市としても力を

入れて取り組んでいます。スライド番号 34 をご覧ください。以上を踏まえ，施策４－⑤

については海洋プラスチックごみ問題，食品ロスの削減に繋がる具体のアクションを盛り

込みます。また，これらの対策については，事業者による生産，流通，販売段階での取組

も重要であることから，事業者の自主的な取組支援を新たな施策として設定します。スラ

イド番号 35 をご覧ください。施策４－⑥については一般廃棄物処理基本計画の改訂を受

け，災害時における廃棄物処理体制の整備など適正処理に関する取組内容を主に反映しま

す。 

続いて，スライド番号 36 をご覧ください。「基本目標５ みんなの力でよりよい環境を

目指すまち」の施策全体に関する見直しについてご説明します。スライド番号 37 をご覧

ください。現行計画を基に環境学習や啓発活動，実践活動，協働等に関し，様々な取組を

進めてきたところですが，これまでの進捗や市民の意見等から子どもたちの環境教育，環

境学習の充実，若い世代にも届く情報発信，気軽な参加，体験機会の創出が課題となって

います。スライド番号 38 をご覧ください。こうした課題を念頭に現行計画の施策を振り
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返りますと，市民アンケートから浮き彫りとなった，関心はあるが時間はないと感じてい

る層へのアプローチが不足していることが分かります。スライド番号 39 をご覧くださ

い。このため，今後の施策展開においては，施策の対象を４つの層で捉え，ステップアッ

プを意識しながら，それぞれの対象層の意識，活動意欲，活動状況にあったアプローチで

施策を展開していく必要があると考えます。具体的には，図の下から順に，まずは，幅広

い市民や子どもを対象に環境意識を高めていく環境教育，意識啓発を進めます。次に，下

から２番目，環境保全活動に関心はあるけど時間はないと感じている層に向け，新しい取

組として活動を体験する機会を設けていきます。その上で，第一線で活躍する人々の育成

と支援に取り組みます。さらに図の一番上ですが，活動の発展形として国の第５次環境基

本計画に示された地域循環共生圏の考え方を念頭に，様々な主体の連携，他の自治体との

連携といった取組に発展させていきたいと考えます。スライド番号 40 をご覧ください。 

このような考え方に基づき，基本目標５に関する施策については，環境保全活動に関心

を持つ人々の裾野を広げる施策の方針「５－（１） 環境教育，環境学習の推進」と，活

動に取り組む人の育成と支援の充実を図る施策の方針「５－（２） 連携，協働による環

境保全活動の推進に向けて再構成します。スライド番号 41 をご覧ください。施策５－①

では，幅広い市民の意識啓発，子どもたちの環境教育に取り組み，環境意識の情勢を図り

ます。スライド番号 42 をご覧ください。次のステップとして，施策５－②では，環境活

動への関心を持った人々に向けた学びと活動体験機会を設けていきます。ここでいう関心

を持つ人々は市民に限定せず，市内で働く人，市内の学校に通う学生，さらには，調布市

の環境に関心を持つ人々まで幅広くとらえていきたいと考えます。スライド番号 43 をご

覧ください。その上で，施策５－③として，本格的に活動に取り組みたいと考える担い手

の育成と，活動に取り組む方々の支援を進めます。スライド番号 44 をご覧ください。さ

らに，施策５－④として，地域循環共生圏の考え方を取り入れながら，他地域も含め様々

な主体の活動をつなぎ，輪を広げていきます。 

続いて，スライド番号の 46 をご覧ください。重点プロジェクトのテーマについて，前

回いただいたご意見を基に２つの見直しを行いました。１点目は，子どもの意見を取り入

れることです。子どもの教育が重要であるとの意見を反映し，「④子どもたちの環境学習

推進プロジェクト」を加えました。また，各プロジェクトについて前向きなメッセージを

発信していくことが重要という趣旨の指摘をいただきましたので，多少ですが表現を見直

しました。内容については，今後，市民の意見を取り入れながら具体化していきます。 
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最後に，資料２－３「施策体系および施策（取組）の内容の見直し（案）一覧」をご覧

ください。こちらは，見直し点を反映した施策の一覧となります。赤字が資料２－２でご

説明した現時点において見直しを検討している箇所となります。本日は，資料２－２でお

示しした主な見直し点についてご議論いただき，全体像となる資料２－３についてもご意

見をいただければと考えております。説明は以上です。 

 

岩船委員長  ありがとうございました。それでは，ただいまのご説明に関しまして，各

委員の皆さまから，それぞれのお立場や専門分野の観点からご発言をお願いして，意見交

換をしたいと思います。なお，議事録作成の関係上，発言の前にお名前をおっしゃってか

らご発言ください。資料２－１，２－２，２－３に関してご意見のある方はいらっしゃい

ませんでしょうか。どうぞ，お願いいたします。岡部委員。 

 

岡部委員  岡部でございます。都市農地の見直しのポイントに関連して述べたいと思い

ます。制度活用もしくは民間企業を活用した体験で，都市農地の保全・活用はこれからま

すます進んでいくことが期待されています。その中で気になっていることがあります。市

民への農地，里山等の利用促進もしくは農地の取組にもっと親しみを持ってもらうことを

考えた時，例えば，施策１の一番始めに「緑と水の保全・再生」として，湧水のことが少

し書いてありますが，農地の保全・活用と関連させられないかと思って意見を申し上げた

いと思っています。どういうことかというと，都市農地の推進に関して市内に田畑は多く

ありますが，その中で代表的なものは佐須地域の田園風景です。この佐須地域の田園は，

昔から崖線からの湧水を水源として成り立っていると思っています。現在，湧水というと

深大寺や実篤公園等が有名ですが，佐須地域で活用されている湧水は野草園や神代農場か

ら流れて来ています。今見るとただ水が流れているという様子なので，なかなか知ってい

る人しか分からないと思います。もう少し湧水のおかげで田園がうまく成り立ってきたと

いうことを踏まえた動き，土地の歴史を踏まえて推進した方がより効果的ではないかと思

いまして，意見を申し上げました。 

岩船委員長  ありがとうございます。先ほどのご意見は，湧水と農地が関連していると

いう趣旨のご意見でよろしかったでしょうか。地形的な情報なので確認させていただきた

いと思います。 
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岡部委員  言い方が足りなかった部分があったかと思います。要は，現在その場所に行

くと湧水は確かに流れていますが，もう少し湧水をアピールできるような状態にしてはど

うかという意見です。都市農地の活用には湧水も大きく関わっているとアピールできると

よいかと思います。先ほども言いましたが，単に湧水が流れているというのではなく，湧

水が流れている所の保全，いわゆる水みちの保全です。水みちをもう少し明確に保全をし

て，ここから湧水が出ていて，そうした湧水を全部集めてきた所が田園，いわゆる佐須の

田畑に活用されているということです。そうすると，湧水はやはりきれいな水ということ

から，自然の水生動物，生き物との関連も出てくると思います。そうした生き物の視点か

らいうと，場所によっては湧水自体の保全に非常に力を入れて進めている所もあると思い

ますが，せっかく佐須地域があるので，もう少し湧水をアピールしながら都市農地を進め

ていくという，関連させた状態で進めていけないかと思っております。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。今の点について事務局の方からいかかでしょう

か。 

 

事務局  はい。 

 

岩船委員長  お願いします。 

 

環境政策課長  環境政策課長の岡田でございます。今，岡部委員からご指摘いただきま

したように，特に深大寺・佐須のような田園風景が広がっている所はただ田畑があるだけ

ではなくて，用水路も必要になります。そのため，委員がおっしゃっていた湧水の保全も

当然必要になります。これまでも推進してきましたが，例えば，環境学習の視点からあの

辺りを皆さんに見ていただいて，こういう風景を残すためには水の観点から様々な所の保

全が必要だということ，また，水の観点が重要ということをお伝えしています。今後とも

そうした働きかけをしていきたいと思います。 

それから，湧水もそのまま放置すると枯れてしまう場合がありますので，必要な場合に

は浸透施設を配置するような検討もしていきたいと考えています。以上です。 
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岩船委員長  何か具体的に施策を見直すといったご指摘ではないという理解でよいです

か。 

 

岡部委員  いえ，そういうことではありません。 

 

岩船委員長  方針として進めていくということですか。 

 

岡部委員  これからの施策をさらに展開していく時に働きかけていくということです。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。 

 

環境政策係長  すみません。補足を１点させていただければと思います。 

 

岩船委員長 お願いします。 

 

環境政策課係長  お手元に現行の調布市環境基本計画の冊子をお配りさせていただいて

います。その中の 29 ページの生物多様性の保全・活用をご覧ください。そちらの下段で

は里山や水辺に生息する動植物の水辺環境について書かせていただいています。 

その前の 27 ページの里山環境の維持・保全をご覧ください。27 ページの下段に，岡部

委員がおっしゃられた深大寺・佐須地域における緑と水辺の一体的な保全を掲げ，里山の

原風景の写真なども入れております。また，都市農地の保全という観点から，調布市農業

振興計画や，緑の分野の計画である「緑の基本計画」への位置付け，今回策定する調布市

環境基本計画の位置付け等，各分野の様々な計画と複合的に連携しながら，この地域の豊

かな環境を水辺環境も含めた形で里山を守っていくための位置付けを図っているところで

す。 

22 ページにも緑の保全の視点から当該地域に関して位置付けをしています。他にも現

行計画の様々なページに記載させていただいています。そういった様々な施策を横断的，

特徴的に深く連携させるような形の計画づくりに取り組んでいければと考えております。

以上です。 
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岩船委員長  ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 

岡部委員  はい。 

 

岩船委員長  ありがとうございました。それでは他の委員の方，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。資料２－３についてです。「施策の方針４－（２）循環型まちづ

くりの推進」，「施策４－⑤ ３Ｒの推進によるごみの減量の見直し」の施策（取組）の内

容に「ごみの発生抑制に向けた啓発【見直し】」とあります。これはよいと思いますが，

その次に「市民の自主的な取組の支援【見直し】」，「事業者の自主的な取組の支援【新

規】」とあります。現行計画ではこれらが１つになって，「市民と事業者」という書き方を

していました。市民と事業者をそれぞれ項目出しすることは大変よいと思います。ただ，

なぜ事業者の自主的な取組の支援が新規になっているのか私の中で理解できていませんの

で，ここをご説明いただければと思います。現行の計画では 60 ページが該当します。市

民事業者の実績の取組に対する支援ということで，市民と事業者が合わさって１つになっ

ています。 

今回，計画を見直しの中で，市民と事業者をそれぞれ１つずつとしたことに関して，私

はとてもいいと思います。なぜ，事業者の自主的な取組の支援だけが新規になっている

か，説明していただければと思います。 

 

岩船委員長  お願いします。 

 

環境政策課長  資料２－２の 34 ページの下の方に書かせていただいております。今ま

でも事業者の皆さまには取組を続けていただいていましたが，特に食品ロスの削減といっ

た新しい問題等も出てきておりますので，新しい取組を事業者の皆さまに新規にお願いで

きればと書かせていただいています。以上です。 

 



 

- 13 - 

江尻委員  施策（取組）の内容について，最終的には新規，見直しは整理されると思い

ます。それであれば，私の意見としては，市民の自主的な取組の支援も新規にしていただ

きたいなというところです。以上です。 

 

岩本委員  委員長。 

 

岩船委員長  お願いいたします。 

 

岩本委員  岩本です。現行計画を見ると，新規，見直し，というより，どちらも拡充と

いう形になるものと考えています。市民，事業者に対しても新しい取組も含めて，支援を

拡充していくということになるかと思いますので，拡充という名称で今後整理させていた

だければと思います。 

 

江尻委員  はい。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。他いかがでございましょうか。 

 

奥副委員長  はい。もう少し細かく伺えればと思います。 

 

岩船委員長  では，副委員長お願いします。 

 

奥委員長  施策３－④の見直しのポイントに「空間放射線量の測定に関する調査体制の

見直し」が打ち出されておりましたが，具体的にどういう方向で見直すのか，中身を教え

てください。 

 

生活環境担当課長  生活環境担当課長の泉でございます。この体制の見直しというの

は，調布市におきましては，定点 10 カ所で月１回測定をして市報等で公表しています。

そこの数値がほぼほぼ安定して一定となっております。この調査を，例えば四半期ごとに

１回調査をする等の方法の見直しを今後検討したいと考えています。以上です。 
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奥副委員長  そこまで頻繁にやる必要はないだろうという意味合いだということです

ね。その見直しを検討していくことを環境基本計画の中に書いていくというご趣旨です

か。分かりました。 

 

岩船委員長  今の点は私も気になったことです。正直，わざわざ書く必要あるのかと思

いました。これは方針の転換であって，この調布市環境基本計画に書くべきこととは少し

違う話かという気がしました。ご検討いただければと思います。 

 

生活環境担当課長  はい。分かりました。 

 

岩船委員長  よろしいですか。はい，小峯委員，お願いいたします。 

 

小峯委員  基本目標１から３までは，前回環境基本計画をつくってからの５年間で，市

の様々な制度の変更や他の部署との関係の中で伴う基本計画の改正，改定かと思いました

ので，内容はこれでいいのではないかと思いました。一方で，やはり時代が大きく変わっ

た点としては，海洋プラスチックごみの問題等があります。この辺については，かつての

３Ｒの推進という循環型社会をつくろうという環境省の方針に基づいた内容になっている

一方で，この今書いてある取組，「施策（取組）の内容」に記載してある内容と，今回，

見直しポイントとしてまとめられている資料２－２の施策４－５，６のもう少し細かいこ

とを取組内容として書いてはどうかと感じました。 

ポイ捨てや不法投棄対策は，昔から同じことが書かれていると思います。資料２－２の

35 ページにも書いてありますが，今回よりプラスチックに焦点を当てるのであれば，そ

の方法，取組内容はもう一歩，ブレークダウンした部分で記載してはどうかと感じまし

た。以上です。 

 

岩船委員長 ブレークダウンとおっしゃっているのは，具体的にどんな感じになります

か。 

 

小峯委員  ポイ捨てや不法投棄は，ごみの適正処理とほぼ同義の言葉だと思っていま

す。資料２－２の 35 ページには，パトロールの強化，廃棄施設に対する適正処理といっ
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た具体的なことが挙げられています。その点については，条例化や罰則規定の強化がある

のかもしれませんが，あまりにも具体的すぎると思います。もう少し皆が分かる取組内容

を書いてはどうでしょうか。専門ではないので，雑駁な意見で申しわけありませんが，そ

う感じましたということだけ意見として言わせていただければと思います。 

 

岡部委員  よろしいですか。 

 

岩船委員長  どうぞ。岡部委員。 

 

岡部委員  今の小峯委員のご意見に関連して，ポイ捨てのこと，プラスチックのことに

ついてです。私も今，ご意見のあった箇所に何か足した方がよいのではないかと感じまし

た。この海洋プラスチックはどこから流れてくるかというと，河川に捨てられたもの，も

しくは船から捨てられたもの等がありますが，このまちなかからということもあるかと思

います。そのまちなかはどうかというと，当然ながら風等で飛んでしまうこともあると思

いますが，まちなかにプラスチックごみが落ちています。他の項目には入っていますが，

いわゆる市民のごみを拾いの活動があります。パトロールの強化よりも市民自身の清掃活

動の中で，こういったものをよりアピールしながら実施することができると思います。 

もう１つ，まちなかの側溝が気になっています。道路横の側溝の下水ますがあります

が，下水ますにプラスチック片が落ちていきます。どんなプラスチックかというとおもち

ゃや交通の三角コーン等，様々なものがあります。そういったものが車にひかれたりなど

して，転がったもの，グレーチングというのかもしれませんが，そこから落ちていってい

ます。それがそのまま下水をとおして川，海にどんどん流れていきます。それがいわゆる

マイクロプラスチックになります。それも海洋汚染の原因の１つになっていると思いま

す。 

そういった意味からすると基本目標２の「施策２－④ 都市美化の推進」が該当するか

と思います。この中にある市民参加による美化活動と連携する，あるいは施策２－④にも

明記する，キャンペーンをして皆の意識を高揚させることも１つじゃないかなと思ってお

ります。以上です。 
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岩船委員長  ありがとうございます。小峯委員と岡部委員のご指摘に関して，事務局か

らコメントはありますか。 

 

環境政策課長  小峯委員からお話しいただきましたように，今回は環境基本計画の中間

見直しとなっています。資料２－２の 33 ページにＣＨＯＦＵプラスチック・スマートア

クションと記載しています。新しい内容をあげさせていただくと同時に，岡部委員からお

っしゃっていただいたような，例えばまちなかで市民にプラスチックを拾っていただくよ

うな活動は，このＣＨＯＦＵプラスチック・スマートアクションの「アクション２ 市

民，事業者等との協働による取組」の中の一番上に「プラスチックごみの海洋流出防止に

繋がる取組の実践」で，市民や事業者の皆さまに協力いただきたいという形で取り上げて

います。この部分をどう表現していくか工夫が必要だと，委員のご意見から感じていま

す。以上です。 

 

岩船委員長  はい。ありがとうございます。お願いいたします。 

 

岩本委員  岩本です。小峯委員，岡部委員からいただいた内容ですが，どうしても施策

（取組）内容という書き方にすると，強化か見直しかという記載にとどまってしまいま

す。実際に強化された箇所と，新しい視点として盛り込まれた箇所がどこかは，パワーポ

イントでまとめた資料２－２の方がよく分かるようになっています。施策体系図には，こ

れらが表現できるようにしっかりした体系を組む必要があると思います。現在の資料を見

ると，どこが強化で見直しなのかが分かりにくく，もう一段階ブレークダウンした内容に

した方がよいというご指摘は，全項目に当てはまると思いますので，全体的にその点を見

直したいと思います。以上です。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。他の委員の方いかがでしょうか。 

基本目標５の部分が今回新しく追加されていますが，施策としてもそんなに容易ではな

いと思います。この辺りについて何かご意見等はありますか。 

 

小峯委員  はい。 
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岩船委員長  小峯委員，お願いいたします。 

 

小峯委員  環境に関しては，市民の皆さまに知っていただく，主体を増やすことが非常

に重要だということは，この資料からもよく分かります。その点を拡充しようという意図

は，非常によいことだと思います。その中で，資料２－２の 39 ページ，ボトムアップと

いういい方になるかと思いますけれども，関心の薄い方，関心はあるがなかなか時間がな

い方，第一線で活躍する市民の皆さんがいて，だんだん多くの層の方々にアプローチをす

る，最後に施策５－④の様々な主体と活動の輪の拡大に繋がるという構造だと思います。

その中で地域循環共生圏という話が出ていました。この様々な主体が 39 ページの図の

左，施策の対象とあるように様々な環境団体や他の地域，例えば木島平が該当するかと思

いますけれども，図からは輪を拡大させていくというように見て取れますが，そうした理

解でよろしいでしょうか。 

 

岩船委員長  いかがでしょう。はい，事務局お願いします。 

 

環境政策課係長  今回，施策の体系を見直すに当たって，資料２－２の 40 ページ，施

策５－④については，先ほど小峯委員のご意見のとおり，環境団体さん，近隣の自治体含

めた姉妹都市などとの連携，また，市内の高校，大学といった学校，さらに事業者等との

輪を想定して位置付けております。こちらの考え方を 39 ページで説明させていただいて

おりますが，それぞれの分野での輪，連携，協働した形の繋がりを前提とした形で活動展

開を考えています。 

それぞれの部分でこうした連携は入ると思います。今回，施策の中では，施策５－④の

中で組み込むことを考えています。以上です。 

 

小峯委員  ありがとうございます。今までも，ちょうふ環境市民会議さんが主体となっ

て，地域の環境団体が集って情報共有をしたり，皆さんで交流を図られたりしています。

私達からみると，地域にこういう方がいらっしゃったと知る，大変良い機会でした。地域

循環共生圏の考えでいえば，経済の循環も含め，環境面なり経済面を地域で回していくと

いう考え方だと思います。本日，商工会の会長がいらっしゃいますが，そうした様々な経

済団体，地域の他の分野で活動されている団体や，そうした方々との輪，関係性強化がで
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きると思います。例えば，うちも子どもがいます。私は若干子育てに関心が薄い部分があ

りますが，一応，環境には関心があって環境に関する団体に属している人と子育ての団体

に属している人が何かで交流を図ることによって，子育て側についても分かることがある

と思います。逆に，子育て側の人が環境のことが分かることもあると思います。それは福

祉に関しても同様です。せっかくであれば，ここは様々な環境活動団体というよりは，

様々なまちづくり活動団体との輪の拡大をとおして，多くの方々に環境を知っていただく

アプローチを展開した方がよいのではないかと感じました。以上です。 

 

岩船委員長  環境系の団体だけでなく，もっと大きな枠組みで考えるということです

ね。はい。ありがとうございます。よろしいですか。 

 

栁澤委員  ちょっと，いいですか。 

 

岩船委員長  お願いします。 

 

栁澤委員  栁澤です。今，商工会の話が出ましたが，私達は市との協働の中で事業者の

団体として，例えば，食品ロスの問題について長野県の松本市が発祥の 3010 運動をやっ

ています。私達は経済団体ですので，普段からあらゆる会合，パーティーといった様々な

場があります。昔は乾杯すると皆あちこちの席に移動していました。すると，動き始める

と飲み物だけ消費して，せっかく目の前に出された料理，食品をほとんど残してしまいま

す。我々が取り組んでいる 3010 運動は，乾杯したら 30 分は動かずに目の前の料理をある

程度いただいてから，動く。そして 10 分は，最後の締めの前に席へ戻って料理のロスが

ないようにしてくださいというものです。東京都の 27 商工会と６つの島，大島から新島

までありますが，多摩地区の 21 団体全部で実施しています。 

事業者は率先して食品ロスをなくそうとしています。日本では六百何十万トンの食品を

廃棄しているそうです。国民１人当たりだとお茶碗２杯程を毎日捨てているというような

話も聞いています。われわれ事業者としては常に心がけてやっております。 

もう１つ感じたのは，学校の給食の問題です。やはり教育の場をとおして，教育委員

会，もちろん，先生方も子どもさん達に食品の残りを出さないように指導していると聞い

ています。私も孫から聞きますが，むやみに注いでもらわないとか，そうした教育をどこ
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でも実施しています。ですから，ここに団体の方がたくさんいると思いますが，今，どう

いうふうに事業者で進めているか，まず，私達が見本を示した上で子どもたちに教育をし

てもらうことは非常に大事ではないかと思っています。 

私達事業者は，決して行政と食い違うことはありません。一生懸命，率先してやらせて

いただいています。それだけちょっと申しあげたいと思います。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。他の委員の方いかがでしょうか。よろしいです

か。それでは，皆さまから様々なご意見を頂戴いたしました。いただいたご意見を踏まえ

て事務局で内容をまとめ，次回改定委員会に繋げていくようにお願いいたします。 

それでは，議題「２ その他」に移りたいと思います。１点目が市民ワークショップの

件と聞いております。市民ワークショップをオンライン開催することについては，調布市

役所では現状として庁内庁外を問わず相互間の会議を実施できる体制が整っていないとい

うことです。様々な参加者がワークショップに参加し，相互の意見交換を行う形式のワー

クショップをオンラインで行うことは難しいというようなことを聞いております。これら

を踏まえまして，事務局の方からご説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局  環境基本計画等の改定に市民の皆さまの意見を反映する取組の一環として，第

１回改定委員会において市民ワークショップの実施について委員の皆さまから様々な意見

をいただいたところです。それを踏まえて，見直し案についてご説明をさせていただきた

いと思いますのでよろしくお願いします。 

 

環境政策課主任  環境政策課の小笠原です。資料３を用いてご説明をさせていただきま

す。「資料３ 計画改定に関わる市民参加について」をお願いいたします。前回，第１回

改定委員会においては，対面で行うワークショップを２回行う旨をご説明しましたが，委

員の皆さまから新型コロナウィルスによる影響と若い世代からの意見聴取について検討を

とのご意見をいただきましたので，それを踏まえて実施方法等を見直しましたのでご説明

をいたします。 

「２ 開催時期・規模等」の部分をご覧ください。調布市は，基本構想や基本計画に参

加と協働のまちづくりを掲げており，新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う対応を進め

る中で，双方向のオンライン会議やワークショップの実施は課題であると認識をしており
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ます。そのため，この５月に調布市新型コロナウィルス感染症緊急対応として，庁内及び

外部とのオンライン会議実施に向けた環境整備を掲げ，整備に着手してきたところです。

前回の改定委員会でのご意見を受けまして，事務局でもシステム部門等と調整を進めてま

いりましたが，現時点でのオンラインのワークショップの開催は難しい状況であります。

こうした環境が整い次第，オンラインでの実施を進めたいと考えていますが，今回は新型

コロナウィルス感染症防止対策を徹底した上で対面型ワークショップを行います。合わせ

て，市のホームページや Twitter を利用し，意見募集を行うこととします。また，ワーク

ショップの開催や意見募集については，若い世代，高校生や大学生，子育て世代に呼びか

けを行うことを考えております。昨年度のワークショップでは，書面を高校，大学に送付

する方法を採っていましたが，送付するだけではなかなかご参加をいただけなかったの

で，委員の皆さまや環境保全審議会の委員，これまでも付き合いのある市民，事業者等の

皆さまにもご協力いただきまして，呼びかけをさせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

「３ 意見聴取」のテーマについて説明しますので，２ページ裏面ご覧ください。重点

プロジェクトについて市民ワークショップでご意見をいただきたいと思っております。テ

ーマはこの四角枠で囲った４つを考えております。 

その下，「４ 意見交換の方法」については，あらかじめ市ホームページ等で意見募集

を行い，そこでいただいた意見も含めて対面型ワークショップでディスカッションを行い

まして，意見集約等，批評を行う形で考えております。 

これについての説明は以上です。 

 

岩船委員長 はい。それでは，ただいまの事務局からのご説明に関してご質問，ご意見ご

ざいませんか。ワークショップは対面型で実施ということですよね。 

 

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  小峯です。２つ意見があります。１つは，参加者の募集方法を工夫すること

は非常に大変でご苦労されていることとは思います。先ほど，循環型社会の形成，３Ｒ推
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進とかごみの適正処理に対して，市民の自主的な取組以外にも事業者の自主的な取組を拡

充していこうという方針があるとのことでした。若い世代の方々への参加呼びかけを積極

的に行うのもよいと思いますが，市内事業者の方々に対しても，積極的な呼びかけをした

らどうかと思いました。 

２点目ですが，オンラインワークショップの是非は市全体の方針もあると思いますの

で，あまり強いことは言えないと思います。市主催では障害があると思いますが，例え

ば，今回この基本計画策定に当たって参画しているコンサル会社主体で実施してもらい，

市は共催，後援となるかは分かりませんが，主体とならないといった方法が考えられると

思います。ちょうふ環境市民会議さんに主体になってもらい，セキュリティ上の問題をク

リアするといった方法によってより多くの人が参加できるのであれば，ご検討していただ

けたらどうかと思いました。 

以上です。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。事務局からお答えいただけますか。 

 

環境政策課係長  今の小峯委員のご意見についてですが，事務局でも今回の委託の事業

者とも検討を進めてきましたが，日程や時期的な問題，契約上の問題があります。また，

機材を用意するにあたって，私どもだけではなく，ワークショップに参加される方に対す

る機材の準備，アプリをインストールするような作業も出てきます。その辺の準備作業な

ども含めると９月の開催，１カ月，２カ月の準備で整うかも含めて難しい現状で，今の段

階では対面型で進めさせていただいているところです。今後，コロナ禍による今のような

状況が続くようであれば，オンラインによる双方向のやり取りも十分できる形を整えてい

きたいと思っています。今回だけのことではないで，様々な場面を通じて市民参加のオン

ライン環境を整えることができればと思っております。以上です。 

 

岩船委員長  ちょうふ環境市民会議さん等が主催する方法もあるのではないかというよ

うなご意見もあったと思いますが，その点に関してはいかがですか。 

 

小峯委員  ご迷惑はかかるかもしれないと思います。 

 



 

- 22 - 

岩船委員長 例えば，という話です。 

 

小峯委員  例えばの話ですね。 

 

岩船委員長  例えばコンサルさんは無理だとして，なんらか市民団体さん等にお願いす

るような方法もあるのではないかというご指摘だったと思います。 

 

栁澤委員  ちょっといいですか。 

 

岩船委員長  お願いいたします。 

 

栁澤委員  オンラインワークショップについてです。私達の組織は，例えば月に１回理

事会がありますが，今，このように集まることは一切やっていません。 

 

岩船委員長  はい。 

 

栁澤委員  基本的に web 会議で済ませています。全て，司会者が中央にいて，私達は必

ず自分の商工会で行い，私の場合は会長室があります。それでもし駄目な場合は機材の貸

出しをしています。そんなに費用はかからないはずです。 

資料に書いてありますが，調布市では設備の対応が難しいという点には，もう少し何か

工夫されれば対応できるかと思います。市民ワークショップにどのくらい出席するか分か

りませんが，一時貸し出してはどうでしょうか。多くても参加者は何十人ぐらいじゃない

かなと思います。まして，今はこのコロナの問題があります。私も実は今日ここへ来てよ

いのかと心配したぐらいです。やはり，これはかなり密な状況です。 

今はもう私達の組織でさえもう web 会議で全部やり取りしているので，その程度のこと

も少しお考えいただけたらどうでしょうか。 

 

執行委員  はい。 

 

岩船委員長 執行委員，お願いします。 
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執行委員  今回，この様々な対象者から意見を広くほしい，特に若い世代の高校生，大

学生とか，子育て世代の方たちということですが，やはり，広く呼びかけて参加をする際

の敷居の低さでいうと，オンラインの方が参加しやすいかと思います。気軽にアクセスし

て，私も一市民としてちょっと意見が言いたいな，となるかもしれません。学生さんも，

その方が逆に参加しやすかったりするのかなと思いました。やはり対面でどこかに集合し

てとなると，そのハードルが高い方は結構いらっしゃるのではないかと思います。 

そういう意味で，どのように広く意見を聴取するかについては，きちんと持っておく必

要があると思います。方法によっては，先ほどの忙しいから参加しづらい，関心はあるけ

ど行けないとなってしまいます。ただ，忙しいという場合は，本当に関心があれば動くと

思いますが，動かないのは優先順位的にわざわざ出向いて行くというハードルがあるから

ではないかと思います。様々な準備もあるので難しい点は十分に承知しますが，何かしら

広く意見が聴取できる方法を最後まで模索をしていただけたらと思っています。以上で

す。 

 

岩船委員長  お願いします。事務局，ございますか。 

 

環境政策課係長  今こちらに記載をさせていただいていますが，Twitter，ＳＮＳの活

用，オンライン会議の開催も引き続き状況を見ながら，導入の検討を進めさせていただけ

ればと思います。 

また次回以降どういう形で進めるかご説明をさせていただければと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

 

岩船委員長  Zoom 等であればアプリをダウンロードすることは，若い人にとっては全

く負荷ではないと思います。ぜひ，ご検討いただければと思います。例えば，こういう会

議も，本当はカメラが 1台あってオンラインで配信できれば，市民の方だって少しでも関

心のある方は時間さえ許せばアクセスしてくださるかもしれません。そうやって裾野をど

んどん広げていくことがやはり重要ではないかという気がします。 

また，確かにコロナの問題があるからということは大変分かりますが，コロナが収まっ

た後もわざわざ来なくてよいのはすごく大きなことです。そういう時になっても，オンラ
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インの会議は検討すべきだと思いますので，今回駄目だとしても，継続的にご検討をいた

だければと思います。 

 

栁澤委員  時代の動きに合わせた方がよいと思います。 

 

事務局  委員長からもご意見ありましが，環境政策課単体では予算の絡みもありますの

で，できない部分はあります。すぐには無理かもしれませんが，全庁的に web 会議できる

ような体制へようやく動き出したところではあります。 

継続的に検討していければと思います。以上です。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。後は，先ほどの市民団体さんにお願いするわけで

はありませんが，市民団体さんの活動支援の中にそういうことも入れていただいたり，例

えば，商工会さんのイベントの一環に入れていただいたりといったこともあると思いま

す。調布市が主体となって実施するだけではないと思うので，少し幅広く長期的な目線に

立ってご検討いただければと思います。 

他，どなたかいらっしゃいませんか。お願いします。 

 

岡部委員  今の話題になったオンラインか対面かは別にして，ここに開催方法が２案挙

げられています。案１と案２がありますが，それぞれの回数が１回か２回かを決めていな

いかと思います。今までの様々なワークショップを実施した経験からいくと，できれば私

は休日と，平日の夜で，２回に分けた方がよいかと思っています。やはり，参加したくて

もタイミングが合わなくて参加できないという方がいらっしゃいます。そうした意味から

すると，参加の希望がある人たちに対しては機会を設けた方がよいか思います。 

２回実施した結果，参加者が多くなるかは分かりませんが，やはり機会は，２回ほどお

いた方がよろしいのではないかと思っています。以上です。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。このような意見を頂戴いたしました。他の委員の

方，いかがでございましょう。 

 

執行委員  もう１点お願いします。 
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岩船委員長  お願いいたします。執行委員。 

 

執行委員  お願いですが，市民参加を呼びかける時のキャッチフレーズといいますか，

計画改定に伴うワークショップの開催のような，あまり難しい感じで出さず，あなたのア

イデアが未来の調布をつくるみたいな分かりやすい，私も参加すればこの何かまちづくり

の環境に関して自分のアイデアが生かされると思えるものにしていただきたいと思いま

す。特に若い世代，子育て世代の方たちにも参加しやすくするためには，そういうものが

必要です。考えていただいているとは思いますが，これを自分が言うことで，計画にどう

反映されるかという，モチベーションが上がるような発信をしていただけると，ツイート

もしやすいし，参加もしやすいのかなと思いますので，ぜひよろしくお願いします。 

もう１点，これはまだ仮称となっていますがどういうアイデアで書かれたのか，伺いた

いと思います。裏面「④（仮称）子どもたちの環境学習推進プロジェクト」について，学

校教育はいいと思いますが，市外での環境体験学習について，これは木島平のことをおっ

しゃっているのでしょうか。隣の市で環境体験をするのは変な話だなと思いましたので，

どういうイメージで書かれたのか教えていただけたらと思います。 

 

環境政策課係長  こちらの「④（仮称）子どもたちの環境学習推進プロジェクト」です

が，実は，市内以外でも私どもの方で子ども向けの環境学習，子どもエコクラブといった

事業や，親子向けに農業の農体験といった様々な活動をしています。その中で，例えば，

親子で行なう環境学習体験の事業を展開したり，多摩川自然情報館といった公共施設で環

境学習体験をしたりしています。その企画として，市外にバスでツアーをするような様々

な活動展開をしています。そういった中で，その先々の活動場所も含めて連携できるよう

な取組の１つに，木島平もあると思いますので，「市外」と記載しております。 

 

執行委員  はい，分かりました。ただ，市外とだけ書くと，市内でそういう環境の勉強

する場所がないから市外に行くという誤解を招くといけないなと思いました。「市内外」

という表記にするような工夫をしていただけたらと思います。以上です。 
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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。よろしいです

か。それでは，次に移りたいと思います。 

次第２「その他」の２点目，次回のスケジュールについて，事務局から説明をお願いい

たします。 

 

事務局  それでは，改めまして「資料４ 計画改定までのスケジュール」をお願いいた

します。次回，皆さまにお集まりいただくのは，太枠で囲っております 10 月 21 日の 14

時，午後２時からの第３回改定委員会となります。会場はこの建物，文化会館たづくりの

12 階の大会議場，少し広いところですが，そこで開催を予定しております。また，閲覧

用資料につきましては，本日，机上に置いたままでお帰りいただければと思います。冊子

の資料で要回収というテプラがついているものです。こちらについては，閲覧用資料です

ので机上に置いたままお帰りください。以上です。 

 

岩船委員長  １時間半，長時間にわたりまして，熱心なご議論をいただきありがとうご

ざいました。以上を持ちまして，第２回調布市環境基本計画等改定委員会を終了いたしま

す。皆さま，お疲れさまでした。 

 

以上 


