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開催月日 令和２年 12月 18日（金） 

開催場所 調布市文化会館たづくり 12階 大会議場 
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事務局  本日，岩船委員長ですが，体調不良のため欠席するというご連絡を受けておりま

す。従いまして，委員長の職務の方を，本日は奥副委員長にお願いしたいと思います。あら

かじめお伝えをさせていただきます。 

はじめに，本日の委員会でございますが，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，会議

の開催時間を短縮し，１時間程度とさせていただきたいと考えております。ご協力のほどよ

ろしくお願い申しあげます。 

続きまして，東京電力パワーグリッド株式会社，服部委員に代わりまして，東京電力パワ

ーグリット株式会社武蔵野支社渉外担当，藤野一様に 10月からご参加いただくこととなっ

ておりました。第３回改定委員会はご欠席ということでしたので，恐れ入りますが，ここで

藤野様よりひと言，ごあいさつを賜りたいと思います。お願いいたします。 

 

藤野委員  ご紹介にあずかりました東京電力パワーグリットの藤野でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。前任，服部から引き継ぎまして，10 月より武蔵野支社にま

いりました。前回は図らずも発熱をしてしまい，残念ながらこの会に出られませんでした。

申し訳ございませんでした。色々な場面で，私どもにできることをご協力させていただきた

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局  ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。それでは，早速で

すが，ここからの進行は奥副委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

奥副委員長  分かりました。皆さま，こんにちは。 

 

一同 こんにちは。 

 

奥副委員長  岩船委員長が体調不良のためご欠席されていますので，私が代理で委員長

職を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

それでは，第４回調布市環境基本計画等改定委員会を開催いたします。はじめに，出席委

員数について，事務局から報告をお願いいたします。 

 

事務局  本日は 11 名中 10 名のご出席をいただいております。先ほども申しあげたとお

り，岩船委員長が体調の不良のため欠席のご連絡を受けております。 

 

奥副委員長  続きまして，本日の傍聴希望者の有無について確認をいたします。事務局か

ら報告をお願いいたします。 

 

事務局  本日，傍聴者は２名いらっしゃいます。 
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奥副委員長  分かりました。傍聴者２名ということですので，皆さまにお諮りいたします

が，傍聴を認めてよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは，傍聴者の入室を

お願いいたします。入室完了までしばらくお待ちください。 

 

(傍聴者入室) 

 

奥副委員長  それでは，本日の資料の確認をいたします。事務局から説明をお願いいたし

ます。 

 

事務局  本日の配布資料につきましては，事前配布がメールでの送信となり，かつ，委員

会開催直前となってしまいましたことをお詫び申し上げます。委員の皆さまには，机上配布

資料として，委員名簿，座席表の他，次第にもあるとおり，資料１から資料４までの 11点

を置いております。過不足がございましたら事務局にお申し出くださいますよう，お願いし

ます。 

その他，東京都を含む９都県市が中心となり実施する再生可能エネルギーグループ購入

促進モデル事業「みんなでいっしょに自然の電気」について，調布市としても東京都と連携

し実施するために作成したチラシの他，環境についての意識を高めてもらうことを目的と

し，定期的に発行している「ちょうふ環境にゅーす」を参考資料として机上配布しておりま

す。また，併せて，現行の調布市環境基本計画，調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）及び（事務事業編）を置いています。こちらの冊子資料は閲覧用資料でございますので，

会議終了後に回収をさせていただきます。以上です。 

 

奥副委員長  資料は，お手元に全てそろっておりますでしょうか。それでは，早速，議題

に入ってまいります。次第をご覧いただきまして，本日，議事は３点ございますが，加えて

「その他」となっております。次第の議題（１），スケジュールについて，事務局から説明

をしてください。お願いします。 

 

環境政策課  環境政策課の白石です。事務局から（１）スケジュールについてご説明いた

します。まず，資料１をお願いいたします。本日の委員会のところを太枠で囲っています。

本日の議題は，調布市環境基本計画（改定版）（素案）及び調布市地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）（素案）についてです。 

前回の改定委員会以降，対面型ワークショップ，オンライン座談会，またメール，ファク

ス等でアイデアを募集するといった３つの市民参加をこの間に実施してまいりました。詳

細は，お配りした資料２－６に取りまとめております。また，並行して，市役所内部の関係

部署との協議調整も進めてまいりました。これまで委員会でいただいたご意見とこうした
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取組を踏まえて，本日，計画の素案として取りまとめましたので，その概要をご説明させて

いただきます。 

調布市環境基本計画につきましては，11 月 26 日から 12 月３日にかけて，本日，ご提示

する素案の事前調整資料となる「素案たたき台」に関して，委員の皆様からご意見をいただ

きましたので，それらを反映した内容として本日の素案を作成させていただいています。委

員の皆さまからいただいたご意見と，その反映の結果につきましては，お配りしている資料

２－５で確認をお願いします。 

調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）につきましては，前回の委員会でご意見を

いただいた内容を素案に反映いたしました。こちらの詳細は資料３－３でご確認をお願い

いたします。また，本日は，中期目標として 2030年に向けた二酸化炭素排出量の削減目標

と達成に向けた考え方についてご説明させていただきます。 

今後の予定ですが，本日，委員の皆さまからいただいたご意見と，週明け，12月 21日に

開催予定の調布市環境保全審議会でのご意見を踏まえまして，パブリック・コメント手続き

を翌年１月 20日から開始したいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。スケ

ジュールについては以上です。 

 

奥副委員長  ありがとうございました。スケジュールについてよろしいでしょうか。それ

では，議題（２）に移ります。調布市環境基本計画（改定版）（素案）についてです。時間

に限りがありますので，変更箇所を中心に簡潔な説明を，事務局からお願いいたします。 

 

環境政策課  では，資料２－２をお願いいたします。こちらは，現行計画からの主な変更

点についてまとめた資料となります。上段に記載の５つの改定の視点，「①持続可能な社会

の実現に向けた取組を促進する」，「②地球温暖化対策をめぐる動向に対応する」，「③新

たな環境問題，経済・社会システムの変化に対応する」，「④調布市の特性とこれまでの取

組を生かす」，「⑤市民，事業者の行動を更に促進する」の考え方を踏まえ，計画の改定箇

所と概要を示しております。 

これまで，委員会で議論を重ねてきた内容が改定の中心となりますが，基本目標１では，

制度改正が大きく進む都市農地の保全に関する施策を拡充，深大寺・佐須地域の里山保全を

強化，基本目標２では，都市美化の推進に受動喫煙対策の制度を位置付け，基本目標４につ

いては，国や国交省においても大きく脱炭素へのかじが切られている状況や，気候変動適応

の必要性等を踏まえて，全般的に対策や取組を強化促進する内容となっております。基本目

標５は，施策の対象層に合わせた施策構成に改善するとともに，市民・事業者の行動を更に

促進させる内容としております。重点プロジェクトにつきましては，それぞれ改定の視点の

考え方や市民意見等を位置付け，３つのプロジェクトに位置付ける事業を新たに取り入れ

る等しております。 

資料２－３，４，計画の本編で主な変更点をご説明します。まず，７から８ページに，先
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ほどご説明した１から５の改定の視点を記載しております。 

次に，20から 21ページ，こちらには，改定の視点，①ＳＤＧsについて，各施策に関連

するＳＤＧsの主なゴールを示しました。改定の視点の②地球温暖化対策をめぐる動向への

対応につきましては，65 ページから 79 ページにかけて記載しております。改定の視点③，

海洋プラスチックごみ問題，食品ロス問題については，80から 83ページの３Ｒの推進によ

るごみの減量に取組を記載しております。 

では，第３章の施策の見方をご説明しますので，同じく資料２－３の 27ページをお願い

いたします。まず基本目標，施策の方針を掲げ，施策ごとに「現状」「課題」を記載してお

ります。次のページに，「施策の方向」「施策の内容と主な事業」，施策の取組状況を把握

できる「環境指標」を掲げ，最後に市民，市民団体，事業者に期待する役割を記載していま

す。環境指標は，毎年度，環境年次報告書において進行管理していきます。 

次に，資料２－４をお願いいたします。こちらは，現行環境基本計画に記載している環境

指標のうち，指標自体を見直そうと検討している主なものです。４－② 再生可能エネルギ

ー等の活用推進の，環境指標「太陽光発電を設置している市民の割合」，「再生可能エネル

ギー由来の電力を購入している市民の割合」，「家庭用燃料電池を設置している市民の割合」

については，毎年度実施する市民 3,000人を無作為抽出して行う「調布市市民意識調査（ア

ンケート調査）」の結果をもとに，現状値と目標値を設定することを検討しています。現行

の環境基本計画においては，市が補助金を交付している太陽光発電システムの公称最大出

力の合計，家庭用燃料電池の助成件数を掲げており，こちらの指標として残すことを関係課

と調整中です。資料２－３では，こちらの指標の施策は 71 ページから 73 ページに記載を

しております。 

次に４－③「スマートシティの実現」の環境指標は，「街路灯のＬＥＤ化」と「自転車走

行空間の整備延長」を指標にする方向で検討しております。両項目ともに，都市整備部にお

ける「調布市街路灯ＬＥＤ化推進計画」や「調布市自転車ネットワーク計画」に基づく目標

値と合わせております。資料２－３では，74ページから 76ページに記載しております。 

では，資料２－４に戻っていただいて，次の５－①，環境意識の醸成については，「環境

学習事業への小中学生の参加者数」として，子どもを対象とした参加人数を掲げ，５－②，

学びと活動体験機会の充実については「環境学習事業及び多摩川自然情報館で学習した延

べ人数」を，５－③，活動の担い手となる人材育成と活動支援については，「活動の担い手

となる人材人数」を指標とすることを考えています。資料２－３では，87から 95ページが

該当します。後ほどご確認ください。 

最後に，資料２－６をお願いします。10 月に実施した市民ワークショップやオンライン

座談会等の結果をまとめております。詳細は後ほどご確認いただければと思いますが，いた

だいたご意見を資料２－３の重点プロジェクトに反映しました。資料２－３の 99ページを

お願いします。こちらの下の方に，重点プロジェクトを３つ書いておりますけれども，それ

ぞれのプロジェクトについて市民意見を入れるとともに，特にプロジェクト③，こちらは
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105ページをお願いします。ＩＣＴを活用した新たな環境情報発信方法の検討が書かれてい

ますが，こちらの下にある四角枠の中に市民ワークショップ等の意見例として意見を記載

しております。こちらは，重点事業を進めていく中で取組に反映していきたいと考えており

ます。説明は以上です。 

 

奥副委員長  ご説明，ありがとうございました。それでは，皆さま，まずＡ４・１枚の資

料４をご覧ください。こちらに，本日この委員会においてご意見をいただきたい点がまとめ

られています。こちらの１つ目，計画指標の一覧の主な変更予定箇所について，ただ今，ご

説明がありましたが，新たな取組や重点プロジェクト等の成果をより効果的に把握するた

め，一部変更するという趣旨で変更予定の指標一覧をつくっていただいております。こちら

を中心にご意見をいただきたいということですが，それ以外の件についても，前回，ご書面

でご意見をいただいたと思いますが，それも踏まえて，今回，資料２－３としてこの改定素

案が出されていますので，全体を通してのご意見でも構いません。ご意見いただければと思

います。議事録を取る関係上，ご発言をされる際にはお名前をおっしゃってからお願いいた

します。 

どなたからでも，ございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

資料２－４の指標一覧の主な変更予定箇所，予定となっていますが，関係部署とはほぼ調

整がついて盛り込まれる見通しだというふうに考えてよろしいですか。まだ流動的な状況

でしょうか。 

 

環境政策課  ほぼ確定ではありますが，先ほど申し上げました再生可能エネルギーの指

標については，現行計画の指標に戻す等の可能性がまだあります。 

 

奥副委員長  資料４の４－②の３つの指標ですか。 

 

環境政策課  はい。 

 

奥副委員長  それ以外はほぼ確定ということですね。いかがでしょうか。岡部委員，お願

いします。 

 

岡部委員  今回，目標値に対する状況を確認するには，難しいつくり方だなと思いました。

このようにアンケートをベースにするほかないのかなと思う一方で，この場合，回答した数

に対しての実行状況を見るのだと思いますが，相当，幅広くアンケートをお願いしないとな

かなか母数が集まらないと思います。そういった意味からすると，できるだけたくさん発送

しないと把握するのが大変だなというイメージを持っています。やはりアンケートをした

場合，自分が実際にやっていないと，アンケートに回答しないケースが結構，想定されます。
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そういう意味からするとできるだけ多めに発送すると考えると大変だなというよりも，情

報をつかむのは難しいのかなと感じました。ただ，他の方法は，これ以外ないのかなと思っ

ております。以上です。 

 

奥副委員長  ありがとうございます。先ほどのご説明ですと，3,000人を無作為抽出でと

いうことですが，確かに抽出された 3,000 人の方すべてが回答してくださるわけでもない

でしょうし，その方たちの状況がそうなのか，偏りがあるかどうかも結局，分からない中で

数字が出てくるわけですから，数字の精度という意味では悩ましいところですね。 

毎回，かなり結果にぶれが出るという可能性もあるでしょうし，そういう意味では，指標

として設定してみること自体はどうでしょうか，異論のないところですか。あとは，数字の

取り方は実行しながら精度を上げていく方法を模索していくことになるでしょうか。小峯

委員，何かございますか。お願いします。 

 

小峯委員  まずは「４－②再生可能エネルギー等の活用推進」目標値ですが，ご説明あっ

たように市民の皆さまのご意見を反映して目標値を設定するというところは確かに良い方

法だと思う一方，今回の地球温暖化対策計画の実行計画でも，2050 年後には実質ゼロを目

指すという非常に高い目標を，一応の方針としては決めている中で，そこから具体的なアク

ションを起こすことは難しいものの，まずバックキャスティングした形で，令和７年度ぐら

いにはどの程度達成している必要があるのかという考え方は取ってもよいのではないかな

と思いました。以上です。 

 

奥副委員長  ありがとうございます。目標値の設定の仕方についてのご意見ですけれど

も，現状値はアンケートで取ってみるということは仕方がないですが，目標値の方はバック

キャスティング方式で区域施策編の目指す数値との整合性をはかる中で定めていく必要が

あるのではないかというご意見ですね。これについては事務局，補足で何かございますか。 

大体，どのあたりを目標値として策定するかということですが，資料４では，矢印になっ

ていますね。このままだと数字は出さないということでしょうか。どうぞ。 

 

環境政策課  委員からご指摘いただきましたように，アンケートで目標値を定めるのか，

また，住宅関連で設備の取り付け等に対する補助金を交付した件数で目標値を定めるのか

等検討しており，どういった形が一番良いのか，本日のご意見をもとに，再度，事務局で詰

めまして目標値を定めてまいります。今，記載していないのはまだその辺がはっきりしてい

なかったところがございまして，その点につきましては再度ご報告させていただきたいと

思います。 

 

奥副委員長  分かりました。よろしいでしょうか。今は，目標値に矢印が書かれています
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が，状況を見て具体的な数値として出していく方向で検討するということですね。 

 

環境政策課  具体的な数値目標を定める方向で検討したいと思います。 

 

奥副委員長  分かりました。ありがとうございます。他はいかがでしょうか。よろしいで

すか。今回，資料に十分に目を通される時間が事前になかったかもしれませんので，またお

気付きの点があれば，後ほど事務局の方にお寄せいただくということで，それについては後

で事務局からご説明をお願いいたします。それでは，議題（２）につきましてはよろしいで

しょうか。ありがとうございます。 

それでは，続いて議題（３）に移らせていただきます。調布市地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）（素案）についてです。こちらにつきましては，資料３－１から３－３により，

二酸化炭素排出量の削減目標を中心に事務局から簡潔なご説明をお願いいたします。 

 

環境政策課  資料３－１をお願いいたします。「３.１ めざす将来像」をご覧ください。

前回，第３回改定委員会において，めざす将来像をご議論いただき，記載のとおり，「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”がつくるわたしたちの暮らしと未

来」に将来像を決定しました。また，「３.２ 削減目標」の長期目標は，第３回改定委員

会においては，国よりも厳しい東京都の長期目標である 2050年に温室効果ガス，二酸化炭

素排出実質ゼロを目指した数値を掲げることを決定しました。現在は，国においても 2050

年排出実質ゼロを掲げることを表明したところです。 

資料３－２をお願いします。28 ページです。本編には，このような形でキャッチフレー

ズとともに，令和 12年，2030年のまちのイメージがございます。次の資料の３－３をお願

いします。第３回改定委員会でいただいた主な意見と対応を記載しております。そこでいた

だきました意見の反映等をさせていただき，本日の資料３－２の素案をお示ししておりま

す。 

資料３－１の概要にお戻りください。「３.２ 削減目標」と「第５章 計画の推進」に

ついては，本日，ご議論いただければと思います。では，中期目標について説明します。資

料３－２，29 ページをお願いいたします。将来の二酸化炭素排出量がどのくらい増減する

かを推定した結果を本ページに記載しております。将来推計は「オール東京 62市区町村共

同事業みどり東京・温暖化防止プロジェクト」の平成 29年度までの温室効果ガス排出量の

データを用いて計算しました。「② 推定結果」のとおり，今後，追加的な温室効果ガス削

減対策を実施しない場合，令和 12（2030）年度には，二酸化炭素は 14パーセント減少する

見込みです。 

では，30ページをご覧ください。将来推計を踏まえた，中期 2030年度の削減目標につい

てご説明します。中期目標は平成 25（2013）年度比で 36パーセント削減を目指すとしまし

た。削減量の内訳を吹き出しに記載しております。追加的な温室効果ガス削減対策を実施し
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ない場合の減少による変動が約 11万トン，国の「地球温暖化対策計画」から推定した国・

東京都・市が連携する施策を通じて，市民，事業者が取り組む対策による削減量が約 15万

トン，市が独自に取り組む施策による削減量が約２万トンの合計 28万トンです。これを平

成 25（2013）年度の排出量 79.4 万トンから差し引くと 51.2 万トンとなります。これは平

成 25（2013）年度の排出量に対し，マイナス 36パーセントの水準となります。 

31 ページをお願いいたします。参考として，ここには目標達成に向けた各部門が目指す

水準を記載しております。それぞれの部門で削減する必要があります。次に 52ページをお

願いします。市独自の対策による二酸化炭素排出量の想定削減値を記載しています。内訳に

ついては「住宅における太陽光発電システムと家庭用燃料電池の導入支援」について，平成

28年度から令和元年度までの補助実績に対し，1.3倍の普及を目指し，削減値を出しており

ます。実績は，アンケート調査や補助事業の実績をもとに普及状況を把握します。 

市民による再生可能エネルギー由来の電気購入の促進は，2030 年度に市内の世帯の約８

パーセントが再生可能エネルギー由来の電力を購入することを目指し，調布市市民意識調

査（アンケート調査）等により現行状況を把握します。市役所における対策は，平行して策

定を進めている調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）をもとに市役所および市の施

設において，省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用，排出係数の低い電力の購入等に

取り組みます。 

公共施設の屋根貸し事業による発電については，平成 26（2014）年度に開始した事業で

すが，東京都から提供される市の排出量のデータには，各自治体で行われる再生可能エネル

ギーによる発電の効果は見込まれておらず，区域施策編の中で削減効果として見込むこと

が推奨されています。そのため，令和３年度以降も継続して事業を実施することで年間発電

量に相当する排出削減量として見込みました。これらにより，合計約２万トンの削減に取り

組みます。 

次に，削減目標達成に向けた市民，事業者の取組の目安について説明します。53 ページ

をご覧ください。53ページの市民向けには世帯当たり，54ページの事業所向けには床面積

当たりの二酸化炭素排出量を指標として示しています。これはＣＯ₂の総量だけではなく，

単位当たりの削減量等を，毎年度モニタリングし，より市民・事業者の方々がＣＯ₂の削減

を実感できるように記載しております。またページの下には，市民，事業者が具体的に何を

したらよいかについて「市民・事業者の取組例」として具体例を本編の 34から 40ページの

中から抜き出し，掲載しております。 

次に，55ページの「５.１ 推進体制」をお願いします。１行目になります。本計画に定

めた「めざす将来像」，「削減目標」を達成するためには，市民，事業者，市等の各主体が

相互に連携，進めることが必要です。 

最後に 56ページの本文１行目をお願いします。進行管理については，ＰＤＣＡサイクル

を基本とし，調布市環境基本計画および調布市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の進

行管理と連携を図り進めます。説明は以上です。 
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奥副委員長  ありがとうございました。また資料４にご意見をいただきたい主な点がま

とめられておりますが，今，ご説明にありました区域施策編の素案について，削減目標と進

行管理について，主にご意見をいただきたいということでございます。いかがでしょうか。

小峯委員，よろしくお願いします。 

 

小峯委員  質問ですが，資料３－２，素案の 30ページに削減目標として中期目標の 2013

年度時で 36パーセント減を目指しますとあり，36パーセントの内訳が同じページの下の方

に記載されていると思いますが，今，ご説明していただいた施策，市独自の施策による削減

という中に，「住宅における太陽光発電システムの導入支援」とか，「市民による再生可能

エネルギー由来の電力購入促進」ということで，実際にこの市民の皆さんが導入した結果，

削減されたＣＯ₂が市独自の対策としてカウントされて，もう一方で，削減目標を達成する

ためには，「国・東京都・市が連携する施策を通じて市民，事業者が取り組む対策による削

減」と，こちらが２万トンどころではなくて 15万トン削減見込みがありますが，市民の皆

さまが太陽光等を設置して削減できたＣＯ₂は，どちらの削減にあたるのかという，素朴な

疑問ですが，その点について少しご説明いただけたらと思います。 

 

奥副委員長  お願いいたします。 

 

環境政策課  この点につきましては，国が二酸化炭素排出量削減の目標を出し，市も区域

施策編で調布市域の排出量削減の目標を出しているところですが，国の目標の中に調布市

域で削減する量は含まれています。その上で，市独自の施策として更に調布市の市民の皆様，

事業者の皆様にご努力いただきまして削減できる量を一番下に約２万トンという形で上乗

せしています。従いまして，真ん中の 15万トンは，国・東京都・市が連携して同じ施策に

ついて調布市域で削減できる量であり，市が独自の施策で更に上乗せするのが約２万トン

という量でございます。ちなみに小峯委員にご指摘いただきました２万トンというのは，52

ページに記載の２万 2,435t-CO₂のことです。以上でございます。 

 

奥副委員長  小峯委員，いかがですか。52 ページにあります市独自の対策の指標ですけ

ども，このうちの一番上の住宅における太陽光発電システムの導入支援，これは市の補助事

業でということなのでこれは分かりやすいと思いますが，その２つ下の市民による再生可

能エネルギー由来の電力購入の促進，こちらが市独自なのか，それとも国や都と連携した方

に振り分けられるのか，その振り分けの基準というのでしょうか，その振り分け方がどうな

っているのか，恐らく分かりにくいのではないかと思います。これはどういうふうに算出さ

れますか。今日の参考資料で用意くださっていますこの共同購入のチラシがありますよね。

これは東京都と連携してやられるものだと思いますが，こちらで購入している分はどちら

に入るのかですね。15 万トンの方なのか，２万トンの方なのかということですが，どうで
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しょうか。 

 

環境政策課  先ほどの補足的な説明になりますが，お配りさせていただいているリーフ

レットの中で，東京都の自然電気の共同購入については，昨年度から東京都が主体になって

かなり積極的に動いてきている事業でございまして，今年度は特に都と市区町村との連携

した取組を積極的に行っています。こういった形で市としても東京都と連携したリーフレ

ットを作成するなど普及啓発を積極的に進めていくことで東京都の取組のみでなく，市独

自の取組としての上乗せ分も生み出していきたいと。そういった考え方をこの中に位置付

けさせていただいたという内容でございます。以上です。 

 

奥副委員長  どうでしょうか。市独自の取組は 52ページに挙げてくださっているものだ

ということは分かりますが，そうすると一方で，国と市が連携する施策，この 15万トンの

内訳がどうなのかが多分，分からないのだと思います。なので，重複している部分があるの

かないのか，振り分けがどうなっているのか，その点の説明が必要になるのだろうというこ

とだと思います。それはどう整理して見せていくということになりますか。 

 

受託者  お答えいたします。本日の資料には，この国と都と市が連携して取り組む対策，

施策によって市民，事業者の皆さまが取り組む対策，内訳は申し訳ありません，記載をして

おりませんが，内訳としましては，国の地球温暖化対策計画における対策の削減量の根拠と

いう文章がございます。そちらに記載のある施策のうち，調布市内が取り組まれるであろう

というものを活動量，いわゆる人口，世帯数等で按分して算出をしております。その中で，

今，ご指摘のあった再エネ由来の電力購入というのは，そちらの国の計画から按分したもの

に項目として入っていません。そのため，重複していないという形で市が独自の取組として，

東京都の施策に相乗りする部分もありますが，市としてもきっちり東京都と連携しながら

また独自にＰＲをしていくことで市民の活動を促進していくという形で市の取組に計上さ

せていただいております。 

 

奥副委員長  ご説明はよく分かりますね。なので，それをどういうふうにこの計画で見せ

るのか，見せないのかだと思います。積み上げて 15万トンを出していらっしゃるわけです

から，その積み上げの中にどういう項目が入っているのかということも当然，市民に関わる

話ですから，区域施策編に入れた方がいいのではないかということもあると思います。お願

いします。 

 

岩本委員  補足です。今，ご指摘のとおり，しきりが分かりにくい記述となっている項目

があります。この施策は 15万トンで入るのか，２万トンの中に入るのか，明確になってい

ません。これにつきましては，補足資料という形で市民が見て分かるよう，施策を見て，こ
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れが市独自のもの，これは国や都との連携のものなのかというのが，明確に区別ができるよ

うな形で，再度，資料を示したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

奥副委員長  それでよろしいですね。では，小峯委員，どうぞ，続けてください。 

 

小峯委員 ご説明，どうもありがとうございました。その点については，今，理解できまし

たのでよいのですが，対策として，住宅に普及，太陽光発電システム導入支援で 10年間の

計画，2030 年に向けてこの計画を作成し，削減見込みも 988 トンとして市の施策と確定さ

せることが住宅加算になるかどうかは置いといて，資料を見ると補助金を 10年間続けると

いうように見えてしまいますが，それでいいのかなと思っています。なかなか他の自治体を

見ても太陽光の補助金を出すところがだんだん減ってきている中で，そうした対策を 10年

という長期の計画の中に入れるのはよいのかについて意見をいただけたらと思いますけど

も。 

 

奥副委員長  市の考え方ですね。いかがでしょうか。お願いします。 

 

環境政策課  確かにご指摘のような考え方はあると思いますが，現時点では補助金を通

して再生可能エネルギーに係る施策を進めておりますので，今回の計画素案には入れさせ

ていただきました。将来的に必要性が無くなった場合には計画を変えていきたいと考えて

おります。 

 

奥副委員長  よろしいですか。いかがでしょうか。この素案全体についてのことでも構い

ませんので，ご意見ありましたらお願いいたします。 

28 ページには将来像，イメージ図が併せて掲載されておりますが，このイメージ図はい

かがですか。岡部委員，どうぞ。 

 

岡部委員  イメージ図なので，少し細かくて申し訳ないですが，せっかく分かりやすくい

ろんなまち，絵を描いてくださっているので，見れば分かりますが，この中に木がたくさん

書いてあります。他の所では緑のカーテンだとか，雨水浸透がありますが，せっかくだから

樹木，もしくは街路樹等ひと言入れたらどうなのかなと思います。見れば分かることではあ

りますが，せっかくなので書き入れてもいいかと思いました。以上，感想を述べさせてもら

いました。 

 

奥副委員長  樹木ですね。お願いします。 

 

環境政策課  このまちのイメージ図は，地球温暖化対策実行計画（区域施策編）というこ
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とで，温室効果ガスの排出を減らしましょうという地域の目標を表すものです。岡部委員に

お話しいただきましたように，緑による温室効果ガスの吸収は重要な点ですので，追記させ

ていただきたいと思います。 

 

奥副委員長  ありがとうございます。他，いかがでしょうか。意見ございませんか。よろ

しいでしょうか。ありがとうございます。 

それでは，素案につきましては，特に追加でのご意見等はないということですので，先ほ

ど，部長からもご説明がありましたように，15万トン，国・東京都・調布市，三者連携によ

る 15万トンの内訳については見えるような形で出していただくという，計画の資料編にな

るのか，本編になるのか分かりませんが，いずれにしても分かるようにしていただくという

ことでご検討いただければと思います。 

それでは，それ以外の点につきまして，また後でお気付きになることもあるかもしれませ

んので，それにつきましては，後ほど事務局の方にお寄せいただければと思います。 

では，次第３，その他に移りたいと思いますがよろしいでしょうか。本日，コロナ禍の開

催ということで，時間を短縮した開催になっておりますので，先ほども申しあげましたが，

もしこの場でご意見言い切れなかった，もしくは後で気付かれたという点ございましたら，

別途事務局までご意見をお寄せいただくということでお願いいたしますが，どのようにご

意見いただくか，事務局よりご説明をお願いします。 

 

事務局  そうしましたら，ご意見を伺う期日としまして，来週の 12 月 22 日火曜日を期

日とさせていただきます。年末の大変，お忙しい中，大変申し訳ございませんが，メール等

でご意見をいただければと考えております。どうぞよろしくお願いします。 

また，ここで今後のスケジュールについてもご説明をさせていただきます。戻りまして，

資料１をお願いいたします。よろしいでしょうか。令和３年１月 20日から各計画のパブリ

ック・コメントを実施いたします。 

本日，いただきましたご意見や，来週 22日までにいただきました委員の皆さまからのご

意見を踏まえ，計画をブラッシュアップしましてパブリック・コメントを実施したいと考え

ております。また，委員の皆さまには，パブリック・コメント前に計画案をメールで送付を

させていただく予定です。その他，来年３月 26日金曜日の午後２時から第５回の改定委員

会を開催いたします。年度末のお忙しいところ，大変恐縮ですが，ご出席のほど，よろしく

お願いいたします。会場につきましては，この建物の隣，調布市教育会館３階の 301会議室

を予定しております。また近くなりましたら，事務局の方から詳細をご案内させていただき

たいと考えています。以上です。 

 

奥副委員長  ありがとうございました。ただ今の事務局の説明で何かご質問等あります

でしょうか。よろしいですか。それでは追加でご意見ございましたら，12月 22日までメー
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ル等で事務局にお寄せいただくということでよろしくお願いいたします。 

本日の議事，これで全て終了となります。本日も熱心にご議論いただきまして誠にありが

とうございました。以上を持ちまして，第４回調布市環境基本計画等改定委員会を閉会とさ

せていただきます。どうもありがとうございました。 

 

(了) 


