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第１回調布市環境基本計画等改定委員会 議事要旨 

 

開催日時 令和２年７月６日（月）午後２時 ～ 午後４時 

開催場所 文化会館たづくり １００２学習室 

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，服部委員， 

横田委員，執行委員，岩本委員（敬称略） 

※◎ 委員長 〇副委員長 

［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，斎藤課長補佐， 

鈴木係長，白石係長，小笠原主任，倉林主任 

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．市長挨拶  

今回は，環境基本計画，温暖化対策といった大変重要な分野の指針を皆さまからいただきます。

私どもは委員の方のご議論をてがかりとして，環境問題に対処していきたいと思っています。 

行政の立場から言えば，市民，事業者といった多様な方と連携を保ち，どういう責務を担ってい

ただくかが非常に重要な視点です。環境問題において，各国，都道府県，市町村で一人一人が努力

をしなければ，どんな指針も実行されることはあり得ません。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きたいと思っています。 

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

う確保していくかを考える必要があります。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。 

地球温暖化，近年注目されている海洋プラスチックを含む廃棄物問題等，様々な観点から環境問

題を考えて，市は総合的で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認識し

ている所です。限られた中での議論ですがどうぞよろしくお願いいたします。 

２．委員紹介 

委員及び事務局の紹介を行い，各委員より一言ずつ挨拶をいただいた。 

 

３．委員長・副委員長選出 

委員の互選により，岩船委員を委員長，奥委員を副委員長に選出した。 

 

４．議題 

（１）調布市環境基本計画の改定（中間見直し）について  

調布市環境基本計画の内容，基礎調査結果，中間報告会開催結果，改定の基本方針，中間見直

しによる新たな環境基本計画骨子（案）について，事務局より資料３－１，３－２，３－３，３

－４，３－５，３－６に基づいて説明した。 

【委員からの意見（発言順）】 
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（岡部委員） 資料が多く，どこを議論すべきか分からないが，資料３-６「調布市環境基

本計画 骨子（案）」に，「主な見直しのポイント」がまとめられているので，

この視点から議論を進めてはどうか。 

（岩船委員長） 岡部委員の意見は，議論の進め方についてのことであった。会議資料が多い

ので，重点を置くべき箇所が分かりにくい。次回以降，ポイントを絞って議論

を進めた方がよいと思われる。 

（服部委員） 市民アンケート調査結果について，前回の調査結果と比較して，回答結果が

向上している点など，特徴的な項目があれば教えてもらいたい。 

（事務局） 次回の改定委員会で，調査結果を比較した資料を提示する。 

（岩船委員長） 資料３-６「調布市環境基本計画 骨子（案）」の「４.２ 重点プロジェク

ト」に，「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」とあるが，どのようにアイデアを反映していくのか。

ワークショップのテーマはすでに決まっているのか。 

（事務局） テーマはまだ決まっていない。「４.１ 重点プロジェクトの選定及び構成」

に記載している「プロジェクトのテーマ（案）」は，令和元年度の調査結果な

どを踏まえて事務局が作成した案である。 

テーマ設定からご意見をいただければと思っている。 

（岩船委員長） 市民からテーマを募った場合，緑化等の身近な課題に意見が偏ってしまう。

地球温暖化などの地球レベルの意見が出にくくなる。そのバランスはどのよう

にとっていくのか。その点は，委員から意見を募って補うのか。 

（事務局） その予定である。 

（小峯委員） 調布市は長年，「緑と水」を謳ってきたが，これからは一歩踏み込んで，地

球環境について考える必要がある。調布市は市民と協働で進めていくことを基

本理念としているが，よりよい 計画策定のためには，市が実行したいことを

我々に強く述べていただくことが必要だと思っている。次のステップに進むに

は大きなハードルを一つ越えていかなければならない。 

現行の環境基本計画の指標が重複していることについて，複合的な解決策を

講じてはどうか。例えば，アンケート結果をみると，美化に対する意識は非常

に高いが，温暖化，低炭素については意識が低くなっている。ここを一緒にで

きる仕組みがあるとよい。例えば，美化活動に参加すると低炭素化にも貢献で

きるような施策を行うとよいのではないか。基本目標５も達成できると思われ

る。その視点からいうと，管理項目ももっと減らしてもよいと思う。 

（奥副委員長） 全体的によく資料はまとまっている。資料３-６「調布市環境基本計画 骨

子（案）」の「主な見直しのポイント」も，今の状況変化を踏まえたものとな

っていると思う。 

ただ，「主な見直しのポイント」の赤字表記されている部分には，これまで

対策を講じてきたが十分な成果が得られていない部分と，新しい環境課題の部

分が混在している。新しい環境課題に対しては新たに対策を講じればよいが，

十分な成果が得られていないものには，なぜうまくいっていないのか，丁寧に
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検証する必要がある。今後，具体的な指標を設けるのか，施策を追加する等を

検討するためにも，パターンの違いを意識したまとめ方をしてもらいたい。 

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」について，

「低炭素」を「脱炭素」に変更するか，今後検討していく必要がある。 

基本目標５「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の

強化」とある。これまでの環境基本計画では，ボランティアの参加者数や講座

の受講者数等，参加者数を成果指標としてきた。しかし，「with コロナ」の状

況はまだ続くと思われる。今後は，感染リスクに鑑み，リモートで関心を持っ

てもらい，行動に移してもらうような施策を考える必要があると思っている。

これまでの手法にとらわれないアプローチの必要性を念頭に置いて，検討を進

めていかなければならない。 

（桑原委員） 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 低炭素まちづくりの推進」の「主な見直しのポイント」に，「温室効果ガ

スのさらなる削減，脱炭素化に向けた取組」として具体的な例が挙がっている。

こうしたことを達成するためには，民生，産業，運輸等の分野別のアプローチ

の方法や，温室効果ガスの削減手法を整理することが重要だと考えている。整

理していくことで，表記も変わってくると思う。 

６月に経産省から新しいエネルギー白書が出ているが，今までになかった新

技術，システムへの言及が多くみられる。取組手法について，断定的な書き方

にするのではなく，新しい技術の導入や，それぞれの分野にあったアプローチ

の実行に切り替えて，状況が変わっても施策が実行できるようにした方がよい

と思う。 

「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

るので，この部分を改定委員会で議論を重ねていくとよいと思う。 

（岩船委員長） 次の議題につながる意見だと思うので，議題２に進みたい。 

  

（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  

調布市地球温暖化対策実行計画の内容，基礎調査結果，改定の基本方針，次期調布市地球温暖

化対策実行計画骨子（案）について，事務局より資料４－１，４－２，４－３，４－４，４－５

に基づいて説明した。 

【委員からの意見（発言順）】 

（小峯委員） 資料４－２「調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（平成 22年３

月策定）の取組状況について」の「２ 削減目標の達成状況」について，市

域の排出量は増加しているとある。一方で，「（２）具体的な施策の削減見込

み量に対する実績」では，達成率は約 127％で，計画の目標は達成してい

る。これは，削減目標は達成したが，市域全体の排出量は増えたという理解

でよいか。 

（事務局） ｐ.２「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
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どり東京温暖化対策プロジェクトで公開されている方法で算出している。一

方，ｐ.10は，市民アンケートの回答結果を過去のアンケート結果と比較して

算出するなど，算出方法が異なっているため，結果も異なっている。 

（小峯委員） 東京電力から調布市のデータをもらって，算出するのではないのか。 

（事務局） ｐ.２は，東京電力から提供いただいたデータを用いて算出している。ｐ.10

はそうした方法を用いていない。 

（岩船委員長） データについて確認だが，東京電力から提供いただいたデータは，世帯按

分などをしていない，実際に調布市で消費された電力を示したものか。東京

ガスについても同様のことを確認したい。 

対策できているのに，削減できていないという整合のとれない結果は問題

である。どのようなデータを用いているかは大変重要なポイントである。 

（事務局） 調布市内の電力使用量，ガス使用量のデータを各エネルギー事業者からオ

ール東京 62市区町村共同事業の事務局に提供していただいている。按分等は

せず，実際の数値で二酸化炭素の排出量の換算をしている。 

（岩船委員長） 電気について，低圧電力，高圧電力等があると思うが，低圧電力を全て民生

家庭部門とみなしているのか。データをどうつくったかは大変重要だと思う。

スタート地点をしっかり合わせた方がよい。 

（事務局） 細かい点は調べて，報告させていただく。 

（江尻委員） 民生部門の温室効果ガス排出量が減っていないという説明があった。ごみ

問題と違って，エネルギーや電力は目で見て確かめることができない。エネ

ルギーの削減をどうやって可視化していくかを計画の中に位置づけられると

よい。 

また，ｐ.３の「部門別二酸化炭素排出量」をみると，廃棄物部門は，大き

く削減できているが，さらに高みを目指してもよい。廃棄物部門の削減量で

他の部門を補うことも考えなければならないと思う。 

ごみを削減することで，エネルギー削減に貢献できるという関係，連携し

ていることが分かる仕組みを今回で検討できるとよい。 

（執行委員） 環境基本計画とも共通するが，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)」の「１.１ 計画策定の背景」には，新型コロナウ

ィルス発生以前の社会状況が書かれている。新型コロナウィルスによる社会状

況の変化を資料に反映するかは今後検討が必要だが，経済活動が停滞し，ビジ

ネススタイルや交通手段の変化により，大気汚染が緩和されたという事例もあ

る。テレワーク勤務，自転車通勤をする人が増加したことにより，環境が改善

した側面もある。そうした現況に即した環境に対する取組は何か，という考え

の方がよりアイデアが出ると思う。 

（奥副委員長） 区域施策編は事務事業編の一部を包括しているという理解でよいか。内容

が重複している点が多いものの，それぞれの実行計画の計画期間はずれてい

るので，どのようになっているか確認したい。 

また，目標年度をどういう考え方で，どこに設定するのか，2030 年，2050年 
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いずれにするかという議論は必要だが，調布市域だけで目標を達成することは

限界もあり，脱炭素化は難しい状況だと思う。 

環境基本計画の骨子（案）に「地域循環共生圏」の考え方に基づく取組につ

いての記載があった。調布市内の社会経済活動と関連がある他自治体，調布市

にサービスを提供している調布市域外の削減を目指したり，調布市域外で発電

された再生可能エネルギーを購入したりしなければ，実質ゼロエミッションに

はつながらない。これまでの考え方の根本を変える必要がある。調布市だけの

脱炭素は困難で，地域循環共生圏の考え方で脱炭素に近づけていくという発想

が必要だが，市としての決断が求められるところだと思う。 

（事務局） 事務事業編と区域施策の切り分けについて，区域施策編は市域全体に関する

計画であり，市役所に関連する事項も入っている。事務事業編は，市役所に関

する施策がまとめられている。 

調布市市域外の温室効果ガスの排出量削減については，理想として，目指す

べきだと思う。委員の皆さんとの議論をとおして検討していきたい。 

（岩船委員長） 今後，区域施策編について，第３回調布市環境基本計画等改定委員会をと

おして議論を進めていくが，事務局案に対して意見を述べるのでは議論の枠

が狭まってしまうと思われる。第３回の改定委員会の前に委員からの意見を

もらう機会を設けてもらいたい。2050年までに 80％の削減を目指しても，調

布市の人口が増えたら対応できなくなる。実行可能な施策の検討とは別に，

柔軟なアイデアを反映させる機会を設けてはどうか。 

（事務局） そのように検討させていただく。 

 

５．その他 

【委員からの意見（発言順）】 

市民ワークショップの開催方法について，事務局から資料５に基づいて説明した。 

（岩船委員長） ワークショップはこれまでにも開催してきているのか。 

（事務局） 計画策定に関しては，５年前に開催している。 

（岩船委員長） 若い世代を巻き込むことは難しいと思うが，何か案はあるか。 

（事務局） 昨年度，中間報告会を開催した。その際は，中学校，高校，大学にも周知した

が，あまり参加はなかった。 

（奥副委員長） 中間報告でも，子ども達の意見を吸い上げて欲しいという意見が多く挙がって

いた。次世代の意見を聞くことは大きな課題だと思っている。呼びかけるだけ

ではなく，何か方法を工夫していただきたい。 

（岩本委員） ワークショップの開催手法は，よく検討した方がよい。声をかけるだけでは参

加者は集まらない。従来の手法を大きく見直して，意見を募る方法を考えなけ

れば，意見が集まらなかったり，多様な年代の意見を集めることができない。 

（執行委員） 多様な世代から意見を聞くということだが，どの世代から何名程度参加しても

らいたいかを明確にしていただければ，協力できる部分がある。 

社会科や総合的な学習を担当している先生方に協力してもらうといったこと
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が考えられる。 

（岩船委員長） 地球温暖化，エネルギー問題だけでは，参加者層が偏ってしまう。 

電力自由化や電気料金の見直しといった市民の関心が高い事項と抱き合わせ

ての実施等を検討してはどうか。グリーンに関わっている人以外の意見を聞く

ことも重要かと思う。 

（岡部委員） 前回の中間報告会のワークショップの感想だが，各個人が意見を出し，集約す

ることに終始してしまっていた。個人の意見に対して議論する時間がなかっ

た。やり方を考えなければいけないが，グループ単位でも全体でも，個人の意

見に対して意見交換できる時間があるとよい。 

（江尻委員） 

 

若者層とは，具体的にどの年代を想定しているのか。それによって，意見の集

約の仕方，ワークショップの進行も異なってくる。小学生と中学生でもかなり

の幅が出てくる。計画策定にあたって，子どもの意見をどこまで必要とするの

か。 

若い世代は，30代までか，小さなお子さんがいる方を含むのか，高校生・大学

生といった社会のことが分かり始めた世代なのかを整理してから進めた方が，

その後の意見の集約もしやすいと思う。 

（小峯委員） 先程のご意見にあった，新しい手法の検討もしてもらいたい。 

これまで自身が実施したワークショップのうち，参加率が高く，若い世代も参

加していたのは，多少のインセンティブになるようなものを用意できた場合だ

った。今から謝礼の用意はできないと思うが，協力できる部分があるので，声

をかけていただきたい。 

資料５「市民ワークショップの実施について（案）」の，意見聴取のテーマ案

を見ると，「緑と水の保全」，「気候変動への適応」等，少し保守的なテーマに

なっているように思う。将来につながる，参加したら楽しそうだと思えるよう

なテーマにして，若い世代に参加してもらえたらなと思う。 

電通大学，都立大学も近いので，大学生にもアプローチをかけてもらいたい。 

（岩船委員長） 対面での開催ではなく，オンラインで開催することで少しでも参加できる人も

いるかもしれない。複数回の開催が可能な方法を考えて，少しでも多くの人が

参加できるように検討していただきたい。 

（事務局） 次回の会議日程について，次回の委員会は８月７日（金），１４時から，文化

会館たづくり９階研修室にて開催する。正式な通知文は後日発送する。 

（岩船委員長） 以上で，第１回調布市環境基本計画等改定委員会を終了する。ご協力にお礼申

しあげる。 

 以上 

 




