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調布市環境基本計画（改定版）たたき台に関する事前調整資料に関する委員意見と対応について 

 

番号 箇所 
素案 

該当 

ページ 

現行計画からの 

主な変更点 
ご意見 ご意見への対応 

１ 
第
１
章 

１．１ 計画改定の
背景 

（１）社会情勢等の
変化 

1 

現行計画策定以降の
社会情勢，国や東京都
の環境施策の動向等
を踏まえ，全面的に内
容を変更 

SDGｓのゴールの説明があるが，「ゴール７」の説明を入

れた方がよいのではないか 

ご意見を反映し，環境分野に関わる

ゴールの記述に「ゴール７」を追加

しました。 

２ 
第
２
章 

基本目標４ 
脱炭素で循環型の
社会を目指すまち 25 

近年の動向を踏まえ，
脱炭素化，気候変動へ
の適応，海洋プラスチ
ックごみ，食品ロスに
関する記述を追加 

最後の段落の上から 3 行目「ごみの減量・リサイクル」と

あるのは，「廃棄物の発生抑制」としたほうが良いのではな

いか。発生抑制には３R が含まれる。 

ご意見を反映し，該当箇所を「廃棄

物の発生抑制」としました。 

３ 

第
３
章 

施策１-④  
生物生息空間の保
全 

39 

前計画の進捗状況を
踏まえ，施策１-④生
物の生息空間の保全
の取組を一部見直し 

39 頁「生態系ネットワークの形成」にある事業内容の 2 つ

目について，「環境整備の検討」とあるのを「環境整備」と

できないか。 

ご意見及び担当課への照会結果を踏

まえ，事業名を「公園・緑地の整備・

維持管理にあたり在来種を用いた植

栽を検討」に変更しました。 

４ 

Ｐ.39 生物多様性から生態系を配慮する整備を行うのであ

るので，事業としては公園のみならず緑地の整備も対象に

すべきと思います。 

５  

施策 2-① 
景観形成の推進 

46 － 

洗練された街並みの保全・創出について，事業内容のなか

で指標化できるものは他にないのか。たとえば，花いっぱ

い運動の参加団体／実施個所数など。無電中化だけでは寂

しい。 

ご意見を反映し，現行計画において

位置付けている「公共が保全する緑

の面積（再掲）」を復活することとし

ました。 

６  

施策 3-② 
水質汚濁の防止 

57 － 

現状の 3 つ目の○の最後の文章において，下水道法施行令

に基づき「合流式下水道の改善」が進められているとある

が，これは一般論を言っているのか，調布市の現状を言っ

ているのか判然としない。調布市の状況を説明すべき。 

調布市の取組としての状況を追記し

ました。 

資料２－５ 
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番号 箇所 
素案 

該当 

ページ 

現行計画からの 

主な変更点 
ご意見 ご意見への対応 

７ 
第
３
章 

施策 3-④ 
化学物質等の対策
の推進 

62,64 － 

62 頁の記載と削除内容を踏まえると，64 頁の「放射線等

に関する情報の蓄積・提供」を存続させる意義があるのか

疑問。存続させる場合も，なぜ測定監視体制の見直しが必

要なのかが分かるように説明したほうが良い。 

放射線の測定に関しては，除染基準

を超える値を検出していないこと，

学校等の給食食材から放射線は検出

されていないことから，事業を縮小

する方向で見直す予定です。このた

め，環境基本計画の施策（取組）に

は記載しないこととしました。 

 

８ 

 施策４－② 
再生可能エネルギ
ー等の活用推進 

71-73 

「調布市地球温暖化
対策実行計画（区域施
策編）」の検討内容を
踏まえ，次世代エネル
ギーに関する普及啓
発を追加 

①73 頁の環境指標にある「再エネ由来電力を購入している

市民の割合」は，再エネ由来の電力価格がそうでない場

合と比べてかなり高めであることを踏まえると，現状の

ままでは当該割合が増えることを期待するのは現実問

題として難しいと思われる。仮にこれを指標とした場

合，当該割合は把握可能なのか。 

まずは，事務事業編のなかで，調布市の電力調達におけ

る再エネ由来電力割合に係る目標値を設定して模範を

示すべきではないか。 

②指標にある「補助要綱に基づく補助金対象となった」と

あるが，「補助要綱に基づく」まで記載する必要はなく，

「市が補助した」とすれば良いのではないか。 

 

①東京都では，九都県市と連携し，

「みんなでいっしょに自然の電

気」キャンペーンを実施していま

す。多くの都民・県民が参加する

ことにより，電力価格が高めの再

エネ由来電力を安く購入する取組

です。このキャンペーンに調布市

も協力を行い，毎年定期的に実施

する「調布市市民意識調査」によ

り再エネ由来電力を購入する市民

の割合を調査・把握します。 

②指標そのものを見直し，毎年行っ

ている「調布市市民意識調査」（ア

ンケート調査）により把握する太

陽光発電，家庭用燃料電池の導入

状況を指標とすることにしまし

た。 
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番号 箇所 
素案 

該当 

ページ 

現行計画からの 

主な変更点 
ご意見 ご意見への対応 

９ 

第
３
章 

施策４－④ 
気候変動への適応 

75-79 

P71 の課題に追記 

●再生可能エネルギーの普及に伴い，その特性や課題に対

応した，多層的な供給構造を実現するための電源確保が必

要になります。 

例えば，需要への追従性が高いため再生可能エネルギーと

の親和性が高いと言われており，平常時非常時共に省エネ

性を担保できる自立分散型発電システムとの組み合わせ

などが有効と言われています。 

【提案理由】 

昨今，卒 FIT による売電価格の市場連動 化の進展により，

自家消費を含めた再生可能エネルギーの地産地消への必

要性が高まっています。 

そのような中で，太陽光発電や風力発電などの再生可能エ

ネルギーは，時間帯や気候等の影響を受け発電量が変動す

るという特性があります。例えば，太陽光発電においては，

天候が曇りの場合，晴天時に比べ，発電量が 20～30％くら

いまで下がるといわれています。 

また，災害時や停電時のような発電の必要性が高まるタイ

ミングが，夜間や雨天時と重なった場合，電力を供給でき

ないリスクが考えられます。 

これらに対応するには，天候や時間帯に影響されることな

くエネルギーを創出でき，省エネ性も併せ持った自立分散

型発電システム等と組み合わせることが有効と言われて

います。 

【参考資料】第５次エネルギー基本計画（平成 30 年 7 

月）P14 

「エネルギー源ごとの強みが最大限に発揮され，弱みが他

のエネルギー源によって適切に補完されるような組み合

わせを持つ，多層的な供給構造を実現することが必要であ

る。」 

ご意見を踏まえ，次の箇所に自立分

散型のエネルギーに関する記述を追

加しました。 

・施策４－④気候変動への適応の現

状と課題に，国土強靭化計画にお

いて自立分散型エネルギーの導入

が求められていることを追加しま

した。 

・施策４－③スマートシティの実現

の「スマートシティの推進」に「調

布駅周辺での自立分散型エネルギ

ーシステムの導入検討」を追加し，

施策４－④気候変動への適応の

「自然災害への対策」に「自立分

散型エネルギーシステムの普及拡

大」を追加しました。 
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番号 箇所 
素案 

該当 

ページ 

現行計画からの 

主な変更点 
ご意見 ご意見への対応 

10 

第
３
章 

施策４－④ 
気候変動への適応 

79 

「調布市地球温暖化
対策実行計画（区域施
策編）」の検討内容を
踏まえ，暑熱対策の推
進を取組に追加 
（ライフスタイルに
よる適応は施策４－
①に統合） 

P79 の「〇市民・市民団体・事業者に期待される役割」を

修正 

現状 

「非常時にも利用できる再生可能エネルギーと蓄電池，次

世代自動車の導入等を検討します。」 

修正案 

「環境負荷が低く，非常用電源としても有効な再エネ・自

家発電・蓄電池・省電力・次世代自動車等の導入を検討し

ます。」 

【提案理由】 

系統電力停電時への備えとして設備・機器等を導入する場

合，「常用可能で非常時も継続して安定的に使用でき，環境

負荷低減にも貢献できる」ことが重要と考えます。 

過去の事例から，気候や時間帯による発電量の不安定性，

ブラックアウト起動時の不確実性，系統電力との切り替え

時のトラブル等が，非常時の電力供給における課題として

分かっています。 

災害時にも安定的にエネルギーを確保するには，前提とし

て継続運転が有効であることに加え，これらの課題や機器

の特性を踏まえて，様々な機器を上手に組み合わせて運用

することが，被害を軽減・回避することに繋がります。 

【参考資料】経済産業省資源エネルギー庁「エネルギー基

本計画策定後の動向と今後の対応の方向性について（平成

30 年 12 月 2 日）P18 電力レジリエンス対策パッケージ」

※停電の影響緩和策等として，災害時にも活躍する自家発

電・蓄電池・省電力等の導入支援，再エネ等の地域におけ

る利活用促進・安全対策の実施 

ご意見を踏まえ，市民・市民団体・

事業者に期待される役割を「非常用

電源としても有効な再生可能エネル

ギー，蓄電池，次世代自動車の導入

等を検討します。」に修正しました。 
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番号 箇所 
素案 

該当 

ページ 

現行計画からの 

主な変更点 
ご意見 ご意見への対応 

11 

第
３
章 

施策４－④ 
気候変動への適応 

78 

P.78自然災害への対策に関し，現在東京都が時間あたり 50

ｍｍ降雨対応として野川の河床整備を進めているなか，市

としては雨水浸透・雨水貯留等を進めてますが，今後の増

加傾向にある豪雨対策として市内の水害防止・減災の検討

をグリーンインフラの観点から更に進めておく必要があ

ると思います。（具体的に案が浮かびません。） 

ご意見を反映し，施策４－④気候変

動への適応の「自然災害への対策」

に「雨水浸透などグリーンインフラ 

として機能する農地や緑地の保全」

を追加しました。 

12 

 施策４－⑤ 
３Ｒの推進による
ごみの減量 

82 

近年の動向及び調布
市一般廃棄物処理基
本計画の改訂を踏ま
え，取組にプラスチッ
クごみ，食品ロスへの
対策を追加， 
事業者の自主的行動
の促進を拡充 

「拡大生産者責任の考え方」については説明が必要。 ご意見を反映し，脚注を加えます。 

13 

82 ページ 

家庭における食品ロス対策の推進 

⇒家庭における食品ロスの予防の推進 

ご意見を踏まえ，施策４－⑤３Ｒの推

進によるごみの減量の「市民の自主的

な取組の支援」の説明文を「家庭系ご

みの更なる減量・資源化に向けて，食

品ロスの発生を予防する取組や生ご

みの減量を推進するとともに，（以下

略）」に修正しました。事業名について

は，フードドライブの活用等も含んだ

対策であることを表すため，「家庭に

おける食品ロス対策の推進」のままと

させていただきました。 

14 

 

83 ページ 

事業所系ごみ減量・資源化の普及啓発と事業所から出るご

みの減量の推進 

⇒言いたいことがよくわからない。会社などの事務スペー

スから発生するごみを削減するということなのか。 

「事業所系ごみの減量・資源化の普

及啓発」と「事業所から出るごみの

減量の推進」の２本をまとめて「事

業系ごみの減量・資源化の推進」に

改めます。 

15 

 

食品ロスの予防 についてのコラムを書いたらどうか 

家庭，飲食店，スーパーなどの店舗での事例を出すとわか

りやすいと思う。 

食品ロスの予防 という言い方よりも 食品ロス対策のほ

うがわかりやすいようであれば，それでかまわないが，コラ

ムは入れていただきたい。 

ご意見を反映し，食品ロスの予防に

関するコラムを追加します。 
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番号 箇所 
素案 

該当 

ページ 

現行計画からの 

主な変更点 
ご意見 ご意見への対応 

16 

第
３
章 

施策４－⑥ 
ごみの適正処理 

85 

一般廃棄物処理基本
計画の改訂を踏まえ，
災害時における廃棄
物処理体制の整備を
取組に追加 

85 ページ 

公園のせん定枝・・・ 

⇒公園等のせん定枝・・ 

街路樹や公共施設内の樹木は対象ではならないのか。対象

とするのであれば等を加筆する。 

ご意見を反映し，「公園等のせん定枝

（以下略）」に修正しました。 

17 

 

86 ページ 

調布市災害廃棄物処理マニュアルは調布市の災害廃棄物

処理計画として位置付けているのか。あらためて，計画の

策定は必要ないのか。 

調布市災害廃棄物処理マニュアル

は，調布市の災害廃棄物処理計画と

して位置付けています。今後本マニ

ュアルの見直しが必要と認識してい

るところです。 

18 

 施策５－① 
環境意識の醸成 

 
88 

令和元年度市民アン
ケート結果等を踏ま
え，「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
層へのアプローチの
強化を図るため，施策
の対象層の意識，活動
意欲・活動状況に合わ
せた施策構成に再編 

88 頁の事業内容のひとつに「SDGs などの環境に関する教

育の推進」とあるが，SDGs は狭い環境分野に留まるもの

ではないことから，このような表現が適切か疑問。「SDGs

を含む環境に関する学習機会の提供」といった表現はどう

か。 

ご意見を反映し，「SDGs を含む環境

に関する学習機会の提供」に修正し

ました。 

19 

 施策５－② 
学びと活動体験機
会の充実 

91 

P.91 wiht コロナ→with コロナ ご意見を反映し，「with コロナ」に訂

正しました。 

20 

 施策５－③ 
活動の担い手とな
る人材育成と活動
支援 

93-95 

東京都では，東京ボランティア・市民活動センターと・・・

の文章はなぜ必要なのか。削除してよいのではないか。 

ご意見を反映し，該当する記述を削

除しました。 

21 
第
５
章 

５.２ 計画の進行
管理 111-

112 
－ 

定量的な指標に基づく進行管理を行っていただきたい。 各施策について，環境指標を設定し，

定量的な指標に基づき進行管理を行

っていきます。 

 


