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調布市環境基本計画改定に向けたこれまでの市民参加の結果 

 

１ 開催内容 

（１）目的 

「調布市環境基本計画」（平成 28 年３月）及び「調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）」の改定に当たり，今後の環境に関する取組についてアイデアをいただくため，「メール等

でのアイデア募集」，「対面型ワークショップ」，「オンライン座談会」を開催した。 

 

 

  

（２）テーマ 

国や東京都の環境施策の動向や，令和元年度に実施した「市民アンケート調査」，「対面型ワ

ークショップ」等から整理し，設定した。 

 

 

  

① 里山環境の保全 
【アイデアをお寄せいただきたいこと】 

 ●里山の魅力を発信し，保全活動への新規の参加者を増やすには？  

 ●樹林地，水辺，農地が一体となった環境を守っていくためには？ 

② ストップ地球温暖化！新しいライフスタイル 
【アイデアをお寄せいただきたいこと】 

 ●住居や車等から排出される二酸化炭素を減らす暮らし方は？ 

 ●エネルギーや温暖化について効果的な情報発信は？ 

 ●暮らしの中で異常気象に伴う熱中症対策を進めるには？ 

③ 環境保全活動の体験 
【アイデアをお寄せいただきたいこと】 

 ●子どもたちや若い世代に情報を届け，活動に参加できるようにするには？ 

 ●環境教育・環境学習を充実させるには？ 

  ●関心はあるが活動に参加していない層が気軽に参加できるきっかけをつくるには？ 

 

計画改定に当たりアイデアを活用 

資料２－６ 

いただいた 

アイデアを紹介 

いただいた 

アイデアを紹介 

いただいた 

アイデアを紹介 
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（３）開催概要 

それぞれの開催概要は以下のとおりである。 

オンライン座談会は，意見が出やすいよう，テーマを「② ストップ地球温暖化！新しいラ

イフスタイル」に絞って実施した。 

 

 
手法 

メール等でのアイデア募集 対面型ワークショップ オンライン座談会 

期間/ 

開催日時 

令和２年 10 月 5 日（月） 

～ 

10 月 22 日（木） 

令和２年 10 月 24 日（土） 

午後２時～4 時 

令和２年 10 月 30 日（金） 

午後３時～４時 30 分 

場所 ― 教育会館 2 階会議室 受託業者社内 

対象の 

テーマ 

①里山環境の保全 

②ストップ地球温暖化！

新しいライフスタイル 

③環境保全活動の体験 

 

①里山環境の保全（１班） 

②ストップ地球温暖化！

新しいライフスタイル 

 （２班） 

③環境保全活動の体験 

 （１班） 

 

②ストップ地球温暖化！新

しいライフスタイル 

 

実施方法 

・市ホームページに，これ

までの経緯を取りまとめ

た資料と，意見を記入し

ていただくご意見シート

を掲載した。 

・資料を参考に，ご意見シ

ートにご意見を記入して

いただき，メール，ＦＡ

Ｘ等で意見をお送りいた

だいた。 

・テーマごとにグループを

４つに分け，始めにワー

ク①，続いてワーク②を

実施した。 

 

ワーク① 

テーマごとに取組のア

イデアを出しあった。 

ワーク② 

ワーク①を基に，いち

おしのアイデアを選

び，実現のために市

民・事業者・調布市が

できることを出しあっ

た。 

 

・Ｚooｍを活用して実施し

た。 

・事前に資料，URL,参加の注

意点等を参加者にメール送

付した。 

・当日は，ゲストスピーカー

から事例紹介いただいたの

ち，テーマに基づいて意見

交換を実施した。 

 

参加人数/ 

いただいた

ご意見 

47 件（人数：6 人） 23 人 ９人 

（ゲストスピーカーを含む） 

協力 

 ちょうふ環境市民会議 ゲストスピーカー 

調布まちなか発電（株）（非営

利型事業者） 

小峯充史 様 
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２ メール等でのアイデア募集の進め方 

市ホームページに掲載した資料を参考にしてもらいながら,アイデア回答シートにご意見

を記入していただいた。いただいたご意見は後日開催した対面型ワークショップで紹介した。 

 

掲載資料 

・資料１ メール等でのアイデアの募集概要 

・資料２ アイデアをお寄せいただきたい視点 

・資料３ アイデア回答シート 

 

 

 

ホームページに掲載した資料の一部 
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３ 対面型ワークショップの進め方 

調布市環境基本計画に位置付けのある施策や事業の取組状況や課題について説明したうえで，

班ごとに設定した３つのテーマに対し，ワーク①，ワーク②で意見・アイデア出しを行った後，

各班の発表を行った。 

また，ワークに入る前にメール等でのアイデア募集でいただいたアイデアを紹介した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日の進行 

  

オリエンテーション 

調布市環境基本計画等の改定の経緯， 

中間報告会のワークショップで出た意見を紹介した。 

ワーク① 

４グループにわかれて，中間報告会の意見，事前

にメール等で募集した意見を素材として，参加者同

士でアイデア出し・意見交換を行った。 

発表 

班ごとのアイデアを発表した。 

 

 

ワーク② 

各班ごとワーク①のアイデアを基に，いちおしの

アイデアを決めてタイトルをつけてもらった。 

市民，事業者，調布市がアイデアを実現するため

にできることを書き出した。 
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ワーク① テーマごとに意見を出しあおう 

各テーマ別にワークシートを用意し，アイデアをいただきたい視点を参考にアイデア，ご意

見をいただいた。ワークシートにはあらかじめ，メール等での意見募集でいただいたご意見を

記入した付箋を貼った。  

 

ワーク①で使用したワークシートと意見の例 

ワーク② いちおしのアイデアについて話しあおう 

１．ワーク①の意見を集約，まとめた

りしながら，面白い，やってみた

いと思う，いちおしアイデアを決

めた。 

２．いちおしアイデアを実現するため

に，市民，事業者，調布市ができ

ることを出しあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーク②で使用したワークシートと意見の例  

例）簡単に参加

できるちょっと

したボランティ

アを企画する 

例）大学生のボ

ランティアサー

クルと協力する 

例）市外の人に

魅力をＰＲし，

市内の人に 

逆発信 

例）複数の団体

と連携をとる 

例）アメニ

ティの提供 

例）ＮＰＯ

法人の紹介 

例）事例の

見学 

（仮）ちょいぼら！ 
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４ オンライン座談会の進め方 

（１）進行内容 

下記の資料を事前に参加者にメールで送付し，当日は，対面型ワークショップ，メール等

での意見募集で出たアイデアを紹介した。 

事務局よりこれまでの調布市環境基本計画等の改定の経緯を説明し，ゲストスピーカーよ

り事例紹介を行った後，下記のテーマについてアイデアをいただいた。 

 

事前送付 

資料 

資料１ 開催概要 

資料２ ご意見をいただきたい視点 

資料３ 調布市の取組実績・アンケート調査結果概要 

当日資料 
資料１ メール等でいただいたご意見，対面型ワークショップの 

意見紹介 
 

テーマ アイデア出しの視点 

ストップ！ 

地球温暖化新しいライフスタイル 

住宅・事業所で再エネの活用を促進してい

くためには？ 

 

（２）ゲストスピーカーによる事例紹介 

意見交換会のきっかけとしていただくため，調布まちなか発電（株）小峯充史様より，会

社の事業及び今後の展開等について紹介していただいた。 

  

事例紹介のスライドの一部 

（事例紹介概要） 

・調布市内で公共施設の屋根借りによる太陽光発電事業を展開し，市民と行政が一体となっ

た協働事業の事例として全国的に評価を得ている。 

・今後の取組として，エネルギーポテンシャルの高い地域に投資し，エネルギーを得る取組

を展開することで，過疎地域の活性化，調布市の関係人口*の増加に寄与できればと考えて

いる。 

※関係人口：移住した「定住人口」でもなく，観光に来た「交流人口」でもない，地域や地域の人々と

多様に関わる人々のこと 
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５ いただいた主な意見 

メール等でのアイデア募集，対面型ワークショップ，オンライン座談会の３つの手法でいた

だいたご意見を，テーマごとに集約して記載した。 

（１） 里山環境の保全 

＜メール等でのアイデア募集のアイデア＞ 

【里山の魅力を発信し，保全活動への新規の参加者を増やすには？】 

・調布駅前等，市民が集まる場所で情報発信（ポスター掲出等）をする。 

・里山，森林の存在意義の講習を実施する。 

・環境保全活動の市民団体を公募で立ち上げる。 

【樹林地，水辺，農地が一体となった環境を守っていくためには？】 

・小学校の生徒向けに米づくり体験を実施する。 

・畑での野菜づくり（援農体験），田んぼでの米づくり体験学習をする。 

＜対面型ワークショップのアイデア＞ 

ワーク① アイデア出し 

【里山の魅力を発信し，保全活動への新規の参加者を増やすには？】 

・里山の自然を体験できるようなイベントを開催する。 

・簡単にできる取組を発信する。 

・子どもたちが里山保全活動を体験する機会を増やす（小学校の授業に取り入れる等）。 

・里山の魅力を紹介するコーディネーターを養成する。 

【樹林地，水辺，農地が一体となった環境を守っていくためには？】 

・水辺に親しめる場所を増やす。 

 

ワーク② いちおしアイデアと各主体ができること 

アイデア名 みんなでつくる“ふるさと” 

アイデアの概要 
子どもたちとともに環境活動に参加しながら，調布の自然環境

を大切にできる循環型の地域を形成していく。 

実現のために市民が

できること 

・子どもと一緒に参加する。 

・調布の在来種の保護育成をする。 

実現のために事業者

ができること 

・無農薬栽培を進める。 

・農業従事者を育成する。 

実現のために調布市

ができること 

・農地の買取りを進める。 

・ＰＲ・情報をより発信していく。 

・市民活動の援助・税制の改善を進める。 
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■１班による対面型ワークショップの様子 

 

 

 

（２） ストップ地球温暖化！新しいライフスタイル 

＜メール等でのアイデア募集のアイデア＞ 

【住居や車等から排出される二酸化炭素を減らす暮らし方は？】 

・新築建物の低炭素化を進める。 

・自転車で安全に移動できる道路網整備と広報活動を実施する。 

・地産地消を強化する。 

【エネルギーや温暖化について効果的な情報発信は？】 

・調布駅前等，市民が集まる場所で情報発信（ポスター掲出等）をする。 

・温暖化の影響度の分析と報告をする。 

【暮らしの中で異常気象に伴う熱中症対策を進めるには？】 

・再エネ・EV（電気自動車）等蓄電設備を活用して災害時のエネルギーを確保する。 

・太陽光発電以外の発電（風力，バイオマスなど）を検討する。 
 

＜対面型ワークショップのアイデア＞ 

■２班のワーク 

ワーク① アイデア出し 

【住居や車等から排出される二酸化炭素を減らす暮らし方は？】 

・地産地消で輸送ＣＯ₂を減らす。 

・生ごみを有効利用（燃やさない）する。 

・移動にはできるだけ公共交通手段を使う。 

・家庭への再生可能エネルギー導入の補助金申請をワンストップ化する。 

【エネルギーや温暖化について効果的な情報発信は？】 

・ゼロカーボンシティ宣言をする。 

・発電イベント（ソーラー工作，風力発電）を子どもの工作会で実施する。 

・自然エネルギー電力会社に切り替える簡単さを発信する。 

【暮らしの中で異常気象に伴う熱中症対策を進めるには？】 

・グリーンインフラ（屋上緑化など）を整備する。 

・緑地保全を進める。 
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ワーク② いちおしアイデアと各主体ができること 

アイデア名 エネルギーと食の地産地消 

アイデアの概要 
市もしくは市の近くで発電されたエネルギーを使い，地元の農産

物を積極的に活用する。 

実現のために 
市民ができること 

【エネルギー】 

・地元電力会社を選ぶ。 

・改築して再エネに転換する。 

【農】 

・農家に生ごみを持参して堆肥化する。 

・ゼロ生ごみ化を進める。 

実現のために 
事業者ができること 

【エネルギー】 

・エネルギー消費を削減する。 

・再エネに転換する。 

・バイオ発電を検討する。 

【農】 

・地元の野菜を全てのスーパーで取り扱う。 

・都市農地でソーラーシェアリングを実施する。 

実現のために調布市
ができること 

【施策・宣言】 

・都市農業を温暖化対策を含む環境対策の 

中核に位置付ける。 

・気候危機宣言，2050 脱炭素シティ宣言， 

気候非常事態宣言をする。 

【教育】 

・学校給食に，地元で有機栽培された食材を使

う。 

【助成】 

・生分解性プラスチックのビニール袋の助成金

を交付する。 

・既存住宅の断熱改修方法の講座を実施した

り，補助金を交付したりする。 

 

■２班による対面型ワークショップの様子 

   

【（取組を広げる

ための）キャンぺ

ーンの実施】 

 

・楽しくおいしく

発見のあるイベ

ントを駅前で実

施する。 

・エネルギーと食

のマルシェを開

催する。 

・えねこや×農家

とのコラボを行

う。 

・小中学生とＪＡ

の農家との交流

の場を設ける。 
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■３班のワーク 

ワーク① アイデア出し 

【住居や車等から排出される二酸化炭素を減らす暮らし方は？】 

・新築住宅の低炭素化（断熱・再エネ・給油）をする。 

・集合住宅の断熱化（窓の気密を高める）を進める。 

・集合住宅の共有部を再エネ比率の高い電気にする。 

【エネルギーや温暖化について効果的な情報発信は？】 

・プラスチックの削減を企業に呼びかける。 

・省エネ機器の買替え，適切な機器選定のための情報を提供する。 

・エネルギー使用量の見える化を図る。（他の家との相対比較，省エネのアドバイス

の情報提供等） 

【暮らしの中で異常気象に伴う熱中症対策を進めるには？】 

・太陽光による水素ステーションを設置する。 

・拠点災害時に地域全体でエネルギーを供給する。 

 

ワーク② いちおしアイデアと各主体ができること 

アイデア名 ゼロカーボンショールームづくり 

アイデアの概要 

ゼロカーボン*の取組を取り入れた施設を市内各所に設置し（学

校，事業所，カフェ等），ショールームのようにみることができる

ようにする 

実現のために市民が
できること 

・自宅に緑のカーテンを設置する等，ゼロカーボンの仕組みを少

しでも住宅に取り入れる。 

・家庭の取組アイデアのコンテストを行い，紹介する。 

実現のために事業者
ができること 

・オフィスビル，カフェ等の施設をゼロカーボン化する。 

実現のために調布市
ができること 

・ゼロカーボンシティ宣言をする。 

・学校をゼロカーボン化し，学校教育にエネルギー教育を取り入

れる。 

・市民や事業者の取組を表彰する。 

※ゼロカーボン：二酸化炭素（CO₂）の排出量と吸収量のバランスがとれ，実質ゼロになっている状態 

■３班による対面型ワークショップの様子 
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＜オンライン座談会のアイデア＞ 

【住宅・事業所で再エネの活用を促進していくためには？】 

・再エネ導入によるメリット，最新の技術等の情報発信する場を調布駅のような人の

集まる場所に設置する。 

・太陽光パネルの設置にかかる費用や，必要な手続きが体系的に分かる機会をつくる

（フェアを企画し情報発信をするなど）。 

・住宅の熱を外に漏らさないための，身近な取組を発信する（住宅を断熱する方法と効

果の発信等） 

・行政による取組の評価，貢献度の見える化の仕組みを整える。 

・太陽光パネルの設置のための補助金の申請手続きを簡素化する。 

・食育と連動させて進める。 

・学校教育にエネルギー教育を取り入れる。 

・日頃の消費活動を見直し，プラスチックを使っていない日用品を取り入れる，地元

の商品を使う等の取組を進める。 

 

■オンライン座談会実施風景 

  

オンライン座談会実施風景 
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（３） 環境保全活動の体験 

＜メール等でのアイデア募集のアイデア＞ 

【子どもたちや若い世代に情報を届け，活動に参加できるようにするには？】 

・小中学校の学校公開日に環境保全に関する体験授業を行う。 

・親も体験に巻き込むことで多くの人の参加機会をつくる。 

【環境教育・環境学習を充実させるには？】 

・里山の１年を米づくりで体験できる環境学習事業を実施する。 

【関心はあるが活動に参加していない層が気軽に参加できるきっかけをつくるには？】 

・環境活動の記録（場所・時間・内容），今後の活動予定を地図上（web 上）に分かり

やすくまとめて発信する。 

・SNS を活用した情報発信を行う。 

 

＜対面型ワークショップのアイデア＞ 

ワーク① アイデア出し 

【子どもたちや若い世代に情報を届け，活動に参加できるようにするには？】 

・環境に関する映画の上映会を実施する。（親子で参加） 

・地図上に活動場所や活動内容を落とし込んで公開する。 

【環境教育・環境学習を充実させるには？】 

・子どもを対象とした環境イベントを行い，家族にも関心を持ってもらう。 

・小学校の総合学習で自然体験をする時間をつくり，環境活動団体が支援す

る。 

【関心はあるが活動に参加していない層が気軽に参加できるきっかけをつくるに

は？】 

・事前申込みをしなくても飛び込み参加できるイベントを実施する。 

・ボランティア手帳を作成する。 

 

ワーク② いちおしアイデアと各主体ができること 

アイデア名 親子で楽しむ環境体験 

アイデアの概要 親子で環境活動に参加し，活動への参加者のすそ野を広げる 

実現のために市民が

できること 

・少なくとも３か月に１回程度，動画の 

配信を行い，環境活動を広める。 

・環境ボランティア手帳を作成する。 

・親子で参加しやすいイベントを実施する。 

・駅前等の街頭で環境活動を宣伝する。 

実現のために事業者

ができること 

・駅前等の街頭で環境活動を宣伝する。 

・環境通貨を発行する。 

実現のために調布市

ができること 

・駅前等の街頭で環境活動を宣伝する。 

・環境活動体験やイベントを集約した 

ホームページや地図を作成する。 

・go to 環境のような施策で市民の環境活動を促す。 

環境通貨の運用 

市民：利用 

事業者：適用 

市：運用 
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■４班による対面型ワークショップの様子 

  

 


