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開催月日 令和３年３月 26日（金） 

開催場所 原則オンライン開催 

（一部委員及び事務局は調布市文化会館たづくり 12階大会議場） 
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事務局  定刻となりましたので，第５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，ご出席いただきましてありがとうございます。 

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

の開催時間については１時間程度とさせていただきたいと考えております。また，今回初め

ての取組として，オンラインを併用した会議とさせていただきました。資料については，事

前に紙資料を送付させていただいておりますので，そちらをお手元にご用意いただき進め

させていただきたいと存じます。なお，一部資料については，画面共有にてお示しする予定

です。その他，万が一インターネットが切れてしまった場合は，事前にメールにて送付して

おりますＩＤとパスワードを再度入力いただき，通信をつなぎ直していただきますようお

願いします。 

それでは，早速ですが，ここからの進行は岩船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。 

 

岩船委員長  それでは改めまして，皆様こんにちは。ただいまより第５回調布市環境

基本計画等改定員会を開催します。 

今回初めてオンライン会議を実施しますが，オンラインでご出席いただく委員の方は，

発言時以外はミュート設定をお願いします。 

また，発言を希望される委員については，会場にいらっしゃる方は直接挙手をいただ

き，マイクを事務局からお渡ししますので，そこでご発言をお願いします。オンラインで

ご出席の方については挙手機能を使用いただき，私が指名してからご発言いただきます

ようお願いします。発言の前には必ずお名前をおっしゃっていただくようにお願いしま

す。 

この他，ここ文化会館たづくり大会議場には，私はじめ数名の委員と，事務局の職員が

おり，広角カメラで会場内を映しております。 

では，はじめに出席委員数について事務局から報告してください。 

 

事務局  本日は，11 名中８名についてオンラインでのご出席，それから栁澤委員，岩本

委員，岩船委員長が会場での参加となり，全員御出席いただいております。 

 

岩船委員長  続いて，本日の傍聴希望者の有無について，事務局から報告してください。 

 

事務局  傍聴希望は４名いらっしゃいます。 
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岩船委員長  皆さんにお諮りします。傍聴を認めてもよろしいでしょうか。皆さん，傍

聴を認める場合は挙手機能で手を挙げていただきますようお願いします。 

 

（一同挙手） 

 

岩船委員長  それでは，傍聴者の入室をお願いします。傍聴者の入室が完了するまで

少しお待ちください。それでは，本日の資料確認と，本日の議題の流れについて事務局か

ら説明してください。 

 

事務局  本日の配付資料は，次第の下に書かせていただきました「委員名簿」「席次表」

「資料１」をはじめ「資料４」までの 10点となります。 

また，本日は，本改定委員会の最終回となります。前回第４回の委員会は１２月１８日に

開催しましたが，その後１月中旬から２月中旬にかけて「調布市環境基本計画（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）」のパブリック・コメントを実

施しました。本日はパブリック・コメント実施の際にかけた両計画（素案）からの変更点を

中心にご説明させていただきます。委員の皆様に計画内容をご承認いただきましたら，いた

だいた計画を市長に報告し，今月末に計画を決定したいと思います。 

それから，本日が最終回ということで，委員の皆様から，ご挨拶をいただき，全体を通し

て１時間程度で終了したいと思っております。 

 

岩船委員長  では，議題に入ります。次第（１）2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ表明

について，事務局から説明してください。 

 

環境政策課  環境政策課白石です。資料１をお願いします。2015年に合意されたパリ協

定では，「世界全体の平均気温を産業革命前に比べ２℃より十分に低く抑えるとともに，

1.5℃に抑える努力を追求するとの目標が広く共有されましたが，2018年に公表されたＩ

ＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）の特別報告書では，この目標を達成するために

は，「2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることが必要」であることが示さ

れました。 

調布市では，３月５日に，令和３年第１回市議会定例会代表質問において，2050年に二

酸化炭素の排出を実質ゼロにすることを目指す旨の答弁を市長が行い，資料１のとおり，

環境省ホームページに「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明自治体」として，掲載されま

した。「ゼロカーボンシティ」とは，脱炭素社会の構築に向けて，「2050 年に温室効果
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ガスの排出量又は二酸化炭素を実質ゼロ」にすることを目指すことを表明した自治体のこ

とです。 

今後は，今回策定する「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」に基づき，国・東京

都と連携し，市民や事業者の皆様と協働して市域全体で地球温暖化対策の取組を推進する

ことにより，「2050年ゼロカーボンシティ」に向けた取組を進めて参ります。 

なお，事前送付した資料は３月５日時点の内容ですが，全国の 3０５自治体がこの表明

をしており，東京都内では葛飾区，多摩市，世田谷区，豊島区，武蔵野市，調布市が表明

しておりました。タブレットに映している最新の３月２４日時点においては，３３８自治

体が表明しており，マーカーを付けた自治体が調布市の表明以降に新たにゼロカーボン表

明した自治体となっています。全国で３３自治体，東京都内では，足立区も表明自治体に

加わったとのことです。説明は以上です。 

 

岩船委員長  ありがとうございます。それでは，議題（２）調布市環境基本計画（案）

について，事務局から説明してください。 

 

環境政策課  環境政策課，倉林です。本日は最後の会ということもありますので，計画全

体の構成を見ながら，パブリック・コメント実施の際にかけた計画（素案）からの変更点を

中心にご説明させていただきます。 

資料２－３「調布市環境基本計画（案）」と資料４「両計画（素案）からの主な変更点」

をお願いします。途中，資料２－１のパブリック・コメントの結果について，番号を用いて

説明させていただきます。 

資料２－３をお願いします。まず，表紙を作成しました。中央には，調布市地図，その中

に，調布の中央を流れる野川の写真を入れました。右上にはＳＤＧｓのマークと，先ほどご

説明しました「2050年ゼロカーボンシティ」を目指している旨の文言を入れております。 

１枚おめくりください。計画は，第１章に基本的事項として計画改定の概要，第２章には

調布市が目指す環境の姿を記載しています。第３章からは，基本目標１から５までの方針，

施策，取組等を掲載しています。第４章には重点プロジェクト，第５章には計画の推進体制

や進行管理について記載しており，最後に資料編を掲載しています。素案から比べて大きく

変わったところの一つは，この資料編を加えたところとなります。 

では，１ページをお願いします。計画改定の背景です。２ページをお願いします。下から

５行目「令和２年 10 月に，内閣総理大臣が所信表明演説において 2050 年カーボンニュー

トラル，脱炭素社会の実現を目指すことを宣言したこと」や令和２年 12月に国が「2050年

カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定したことを追記しております。こち

らは，パブリック・コメントでも記載を追記すべきとの御意見をいただいたところです。資

料２－１では NO.４の意見となります。 
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３ページをお願いします。上から６行目「令和３年１月には，東京都知事が 2030年まで

に都内温暖化ガスの排出量を 2000 年比で 50％削減，再エネ電力の利用割合を 50％程度に

高める方針を出したこと」，それから「東京都の長期戦略である未来の東京戦略（案）を今

月末策定・公表予定」ということ，調布市においても 2050年ゼロカーボンシティを表明し

たことを追記しております。８，９ページには，計画改定の５つの視点等を記載しています。

９ページには，海ごみ等の写真を追加しました。10から 15ページには市の概況を記載して

おります。グラフの数値は，最新値を追記しています。18，19ページには，現行計画から引

き継いだ「計画の基本理念」と「目指す環境の将来像」，20，21ページには施策の体系を記

載しています。27ぺージからは第３章となります。 

29 ページから 43 ページまでは，は基本目標１「豊かな緑と水や多様な生物を育むまち」

の内容を記載しています。38 ページをお願いします。現状の上から４つ目について，パブ

リック・コメントで絶滅危惧種の記述があるべきとの御意見があったことから，絶滅のおそ

れのある生物の記載をしました。資料２－１では NO.19の御意見となります。 

44ページから 53ページまでは基本目標２「人と環境が調和する快適で美しいまち」の内

容を記載しています。 

54 ページから 64 ページまでは基本目標３「安心して暮らせる生活環境が確保されるま

ち」の内容を記載しています。 

65ページから 87ページまでは基本目標４「脱炭素で循環型の社会を目指すまち」の内容

を記載しています。 

73 ページをお願いします。パブリック・コメント時点では，環境指標の上，２つの項目

については，目標値を掲載しておりませんでしたが，市民意識調査結果がまとまり，令和２

年度の現況が出ましたので，目標値をそれぞれ設定しました。目標値の設定は，区域施策編

において，市が取り組む主な対策例と削減見込みとして掲げた令和 12（2030）年度の数値

に鑑み，令和７（2025）年度の目標値を設定しました。 

88ページから 99ページまでは基本目標５「みんなの力でより良い環境を目指すまち」と

して，市民・事業者・市民団体・その他行政と市との協働の内容を記載しています。 

100ページから 108ページには，重点プロジェクトについて記載しています。 

109ページから 113ページには，計画の推進管理について掲載しています。 

115ページからは資料編となります。120ページには本委員会の皆様の所属・役職・お名

前を記載しています。修正等ありましたら，本日おっしゃってください。また，152ページ

から 157ページには，第３章に掲載した各施策の環境指標について，環境指標と目標値の設

定理由等を掲載しています。 

最後に，資料２－２は計画の概要版となります。全 12ページで構成しています。説明は

以上です。 
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岩船委員長  ありがとうございました。ただいまの説明のとおり，市長に報告すること

になります。委員からのこの内容についてご意見がありましたら，挙手をお願いします。 

特にないようなので，調布市環境基本計画（案）について，市長に報告させていただいて

よろしいでしょうか。よろしければ，挙手機能で挙手をお願いいたします。 

 

奥副委員長  確認よろしいでしょうか。説明のあった 73ページの目標値について，パブ

リック・コメント時にはなかった表の上から２つの目標値に市民アンケート結果をもとに

数値を追加いただいたと思いますが，表記が市民の割合となっていますが，世帯割合でしょ

うか，人口割合でしょうか。この点を明確にしておいた方が良いかと思います。おそらく世

帯割合だと思いますが，注釈で追記する等された方がよいかと思います。 

 

環境政策課  世帯割合で考えています。 

 

奥副委員長  おそらくそうだと思います。市民の割合と表現すると人口割合だととらえ

られるので，世帯割合と表記した方がよいかと思います。また，数値は，アンケート結果か

ら得られたものになるかと思います。 

 

事務局  そうなります。 

 

環境政策課  そうであれば，集計方法も合わせて記載した方がよいかと思います。市が必

ずしも網羅的に正確に情報を把握しているわけではないと思いますので，ここも明確にし

ておいた方がよいと思います。 

 

岩船委員長  アンケ―ト調査で現況を確認したということでしょうか。目標値はどのよ

うに定めましたか。 

 

環境政策課  アンケートの実際の数値を現状値としています。目標は，８％程度までいけ

るかなというところで設定しています。 

 

岩船委員長  ５％ではないですか。 

 

環境政策課  令和 12年度までに８％を目指すと目標を踏まえ，令和７年度に５％を目指

すこととしています。 

 

岩船委員長  これは，区域施策編と整合が取れているということでよろしいでしょうか。 
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事務局  整合は取れています。 

 

岩船委員長  こちらも確認がしきれておらず，すみませんでした。奥副委員長の指摘に

ついて修正していただいた後に，市長に報告させていただくことでご了承いただけますで

しょうか。 

 

（一同挙手） 

 

岩船委員長  ありがとうございます。では，次の話題に移ります。議題（３）調布

市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）について事務局から説明してくださ

い。 

 

環境政策課  資料３－３「調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（案）」と資

料４「両計画（素案）からの主な変更点」をお手元にお願いします。途中資料３－１も使

用して説明いたします。 

資料３－３をお願いします。表紙を作成しました。中央に，地球温暖化対策と関わりの

あるイラストを入れました。イラストの下には将来像の標語を記載しています。右上に

はＳＤＧｓのマークと「2050 年ゼロカーボンシティ」を目指している旨の文言を入れて

おります。 

１枚目をおめくりください。計画は，第１章に基本的事項として計画策定の背景等，第

２章には調布市の地域特性と地球温暖化対策の課題，第３章には計画の目標，第４章に

は施策・取組，第５章には計画の推進，最後に資料編を掲載しています。 

では，１ページをお願いします。計画策定の背景です。２ページをお願いします。３段

落目のＩＰＣＣ1.5℃特別報告書について「将来の平均気温上昇が 1.5℃を大きく超えな

いようにするためには，2050 年前後には世界の二酸化炭素排出量が正味ゼロとなってい

る必要があると示唆しています」を加えました。こちらはパブリック・コメントの意見を

受けての修正となります。資料３－１では NO.６の御意見となります。「排出」の「排」

の字が抜けていましたので，後程修正します。次に４ページをお願いします。環境基本計

画と同様に，「国の動向」に，「令和２年 10 月の内閣総理大臣の所信表明演説における

脱炭素社会の実現を目指す宣言」，「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長

戦略」の策定等について，「東京都の動向」に「東京都知事が令和 12 年までに都内温室

効果ガスの排出量を平成 12年比で 50％削減，再生可能エネルギー電力の利用割合を 50％
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程度に高める方針，未来の東京戦略（案）」等について追記しております。こちらは，環

境基本計画と合わせての修正となります。 

９ページをご覧ください。調布市の地域特性を掲載しています。10 ページ，11 ページ

のグラフについては，最新の数値がつかめたところはデータを加えております。 

14 から 18 ページには，温室効果ガス排出量とエネルギー消費量の動向を掲載していま

す。19 ページから 25 ページには，現行計画のこれまでの実績を，26，27 ページには今

後の課題を取りまとめています。 

これを踏まえ，28 ページに目指す将来像，29 から 32 ページに削減目標を掲載してい

ます。30 ページの「ウ」をお願いします。削減目標の設定方針を追記し，なぜ調布市と

してこの目標を掲げたかの説明を加えています。調布市では「東京都環境基本計画」で掲

げた温室効果ガス削減目標「2030 年で 38％（2013 年比）」を掲げており，調布市として

は，これを達成すべく東京都の各部門別の目標値を用い，調布市独自の二酸化炭素排出

量の削減目標を設定しました。 

31 ページをお願いします。中期目標は 2030 年度に 2013 年度比 40％削減することを目

指します。ここについて，東京都では，都知事が今年１月に行われたダボスアジェンダ会

議において，2030 年までに温室効果ガスを 2000 年比 50％削減，再エネ電力の利用割合

を 50％まで高めていくことを表明しています。資料３－１のパブリック・コメント   

NO.８でも，目標値を上げないのかという御意見をいただきましたが，東京都の部門別目

標や具体的施策が出されていないことから，本計画では，先ほど説明しました東京都環

境基本計画の 2030 年で 38％（2013 年比）目標から算出した調布市の目標値 40％削減と

することとしました。長期目標は，2050 年に温室効果ガス（二酸化炭素）の排出実質ゼ

ロを目指します。 

36 ページをお願いします。「民生家庭部門及び業務部門で消費されるエネルギーと二

酸化炭素排出量」を１ページ追加しました。資料３－１パブリック・コメント NO.10 にお

いて，民生家庭部門と業務部門について，もう少し二酸化炭素の排出原因がわかるよう

に，内訳の数値や分析結果を記載してほしいとの意見をいただいたことから，「調布市に

おけるエネルギー源別に見た二酸化炭素排出量の割合」と「東京都の家庭部門における

エネルギーの使われ方」を入れました。 

37 ページをお願いします。施策１として「脱炭素型ライフスタイル・ビジネススタイ

ルの普及」（家庭・事業所・市役所におけるソフト対策），施策２「再生可能エネルギー

等の利用推進」，施策３「スマートシティの実現」（まちづくりや交通面での環境配慮

等），施策４「循環型社会の形成」（３R の推進等），施策５「気候変動への適応」（暑

熱対策等）を掲げています。詳細は 38 ページから 57 ページに記載しており，一部写真

等も追記しています。 



 

9 

58 から 59 ページには推進体制・進行管理を掲載しています。また，62 ページ以降に

資料編を掲載しています。63 ページについても，委員の皆様の所属・役職・お名前を掲

載しますので，御確認をお願いします。 

概要版は資料３－２として事前配布させていただいておりますが，本日実際の印刷原

稿を基にした資料を，画面で共有させていただきます。１ページ目に「地球温暖化の現

状」「計画策定の視点」「計画の位置付け」，２ページ目に「調布市の温室効果ガス（二

酸化炭素）排出量の現状」「目指す将来像」，３ページ目に「削減目標」「民生家庭部門

及び民生業務部門で消費されるエネルギーと二酸化炭素排出量」，４ページ目に「施策体

系」，５，６ページ目に施策１から５の概要と推進体制等，裏表紙に「家庭での温暖化対

策につながる取組一覧」を掲載しました。説明は以上です。 

 

岩船委員長  ありがとうございました。ただいまのご説明に関しまして，この内容，いま

の案のとおり市長に報告する予定ですが，今の時点で委員から述べておきたいことがあり

ましたら，挙手をお願いいたします。皆様，いかがでしょうか 

 

奥副委員長  ありがごとうございます。４ページの一番下に東京都知事が 2030年までに

都内温暖化ガスの排出量を 2000年比で 50％削減することを表明し，これを踏まえて「『未

来の東京』戦略（案）」が策定される旨が記載されていますが，調布市の温暖化対策実行計

画（区域施策編）が策定されるまでに，案が取れることになりますか。 

 

事務局  印刷製本までに策定されれば，案を外す方向で進めたいと思います。 

 

奥副委員長  わかりました。状況を見ながらということですね。 

 

岩船委員長  そのほか，ご意見ご質問等よろしいでしょうか。では改めまして，この内容

で調布市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を市長へ報告させていただいてよろしいで

しょうか。よろしければ，挙手機能で挙手をお願いします。 

 

（一同挙手） 

 

岩船委員長  ありがとうございました。それでは，次第２その他に移ります。 

各委員からひと言ずつご挨拶をいただければと思います。おひとり１分程度でお願いし

たいと思います。ご発言の順は，お配りしている委員名簿の順でと思いますが，奥委員，私，

それから岩本委員は最後の方に挨拶させていただきます。では，私から指名させていただき

ますので，よろしくお願いします。 
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はじめに，岡部委員よろしくお願いします。 

 

岡部委員  今回改定委員会に際して，市民委員として参加させていただき，ありがとうご

ざいました。今回の改定の中で様々な議論，作成，配付された資料の中で，脱炭素の実現に

向けて，地球温暖化対策実行計画でもＣＯ₂の削減，抑制が重要ということで，市や市民，

事業者の各施策がまとめられ，取組が分かりやすくなったと感じました。しかし，一方で，

市民の立場，自分たちで取り組むべき行動を考えると，頭では理解できますが，実際に実行

しようとした時，個々の生活の経済的な問題，健康，生活スタイル，そういった様々なこと

を考えなければならない問題が出てくると思います。そうした意味では，成果を出していく

ためには，市民に深く広く認識してもらうことが必要だと思います。 

これから，日常的に市民に情報を提供していただくことが重要だと思います。 

 

岩船委員長  続いて小峯委員お願いします。 

 

小峯委員  市民団体の一人として参加しました。非常に挑戦的な計画にできてうれしく

思っています。計画策定以降，今後は，達成するためのアクションプランが重要であること

はご承知のとおりです。市民，市役所の皆さんにご協力いただく必要があると思っています。 

環境部，都市整備部といった市長部局は，計画に基づいて行動されると思いますが，市民，

事業者への情報発信や，小中学校などの教育部にも脱炭素に関することを盛り込むことが

重要だと思っています。その点に向けた取組について，市内の団体，事業者への働きかけが

重要になりますので，自らの役割を認識して，今後も協力していきたいと思います。 

脱炭素，温暖化対策は，今後の 30年間で多くの取組を展開していく必要があります。政

策技術についても進捗，展開が早いと思います。迅速なプランの見直し，対応を引き続きお

願いいたしたいと思います。 

 

岩船委員長  続いて柳澤委員お願いします。 

 

柳澤委員  商工会の柳澤です。委員に選定いただき，非常に勉強になりました。環境問題

は素人ですが，私も会社，組織も皆,一市民です。改定委員会には多くの専門家がいらっし

ゃるので，専門的な話になりますが，私たち一市民，一人ひとりが小さな子どもから大人ま

で，環境問題はどういうことか，皆さんが知らなければなりません。ごみ処理一つをとって

も，そうですよね。委員会に何回か出席させていただきましたが，専門家の方は数字をかな

り述べますよね。私たち一市民は，何をしたらいいかをしっかり認識しなければなりません。

組織，商工会でも，会社でも家庭でも，ごみの処理，分別をしていきます。そういうことか

ら，果たして 2050年に排出量がゼロになるかはわかりませんが，基本的にそうしたことを

進めなければ，様々な議論を重ねても，実行を一つ一つ進めていかなければ，皆さんが議論
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されて大変な思いをされていると思いますが，目的はいきなり達成されることはないと思

います。その点を，素人でありながら大変に参考になりました。今日これで終わりですけれ

ども，事務方の皆さんがこれだけの資料をつくっていただき，ご苦労様ですということを訴

えたいです。ありがとうございます。 

 

岩船委員長  続いて桑原委員お願いします。 

 

桑原委員  発言させていただきます。１年間事務局の皆さん，ありがとうございました。

先ほど小峯委員がおっしゃったように挑戦的な計画になってよかったと思います。私は事

業者として参加させていただきましたが，脱炭素に向けて，多くの課題があると思います。

例えば，技術的，枠組みの課題から栁澤委員がおっしゃたような実効性を持たせることも大

きな課題かと思っています。 

それらに対して，市民，行政，地域にいる事業者の協力も必要になってくるのではないか

と思っています。 

そうした意味で事業者としても努力させていただきたいと思っていますので，今後とも，

調布市の環境，より実効性の高い目標，目標の実効性を高めることに協力させていただきた

いと思っています。１年間，ありがとうございました。 

 

岩船委員長  続いて藤野委員お願いします。 

 

藤野委員  東京電力の藤野でございます。委員会後半からの参加でしたが，お世話になり

ました。ありがとうございました。熱心に多様な意見を折りこみながら，改正に至っている

ことを目の当たりにし，この目標に対して，各委員からあったとおり，市民の皆さんに浸透

していくことと，具体的な数字の出る取組を真剣に進めていくことが大事だと認識してい

ます。 

私も事業者として参加していますが，とりわけ４つ目の基本目標の中で，具体的に脱炭素

を目指していく中ではエネルギーが非常に重要なファクターになると考えています。 

今まで私たちがやってきたこと，これから考えていくこと，市民の皆さんに寄与できる部

分で協力していきたいと思っています。いろいろな場面でお声がけいただきまして，目標に

至れればと思っています。前任の服部含め，１年間ありがとうございました。 

 

岩船委員長  続いて江尻委員お願いします。 

江尻委員  １年間お世話になり，ありがとうございました。私は，廃棄物の分野の委員と

して出させていただきましたが，地球温暖化についても一市民として何をしていけばいい

のか，具体的な形で活動できるように努めていきたいと考えています。特に，ごみの問題は

プラスチックの問題がクローズアップされていますが，その付き合い方をどうしていくか，
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プラスチックゼロでは生活できないというのが実態としてありますので，そうした点を含

めながら，ごみの問題と地球温暖化の問題についてこれからどうしていくか，これから廃棄

物の審議会でも考えていきたいと思います。今回の様々な皆様のご意見も，審議会で伝えて

いきたいと思いますので，引き続きよろしくお願いします。 

 

岩船委員長  続いて横田委員お願いします。 

 

横田委員  クールネット東京の横田でございます。１年間大変お世話になりました。あり

がとうございました。事務局の方々，これだけの時間をかけて計画の見直し，お疲れさまで

した。 

皆さまから既にご指摘いただいているように，どうやって実行していくかが大事になり

ます。一方で，この改定の期間の中で，小池都知事がカーボンハーフ表明をするなど，周り

の環境が変わることがあります。一度計画をつくって進めていこうとしても，１年経つと違

った要素が入ってくることもあります。そうしたことも含めて，計画をつくった中で 1つひ

とつ進捗を管理していただければよいかと思います。 

私どもで，家庭系部門の普及啓発に焦点を当てて取り組んでいくために，初歩的なことで

はありますが，来週の月曜に，新しくホームページをリニューアルします。調布市のホーム

ページにもリンクを貼っていただいていますが，こうした情報発信にも継続して取り組ん

でいきたいと思いますので，引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

岩船委員長  続いて執行委員お願いします。 

 

執行委員  教育部指導室長の執行でございます。この度，計画改定のタイミングで私も委

員の一人として出席させていただき，ありがとうございました。 

話は変わりますが，昨日市内の公立中学校で卒業式がありました。その卒業生の言葉の中

に，今年度はコロナ禍で遠方の自然のたくさんある所には行けなかったけれども，学校の身

近にある多摩川や公園，森などに全学年で行った，そういうことがほっとできる，楽しい思

い出だったとコメントしている卒業生がいました。身近な環境が居心地のよい所であり，そ

れらを子どもたちもつくっていく，行動の主体者になれるという教育をしていくことが必

要だと改めて感じました。調布市では，素晴らしい環境基本計画ができていますので，全て

の大人たちがこの基本計画に基づいて行動していくような，子どもたちにもそれが浸透し

ていくようなよいアイデアを出して推進していただければと思っています。 

岩船委員長  続いて奥委員お願いします。 

 

奥副委員長  奥でございます。今回，環境基本計画と地球温暖化対策実行計画の改定にか

かわらせていただき，光栄に思いますし，私にとっても刺激のある機会に恵まれました。 
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両計画とも内容が充実したよいものになったと思います。特に脱炭素を目指すとしたこ

と，その過程において 2030 年に温室効果ガスの 40%削減を目指すと明確に打ち出したこと

が非常によかったと思います。伴って市長からも，ゼロカーボンシティを目指すと表明した

ということがありまして，タイムリーに市長に表明していただいて非常によかったと思い

ます。全国では 305番目かもしれませんが，都内においてはおそらく６番目でまだ早い方で

す。都内では早く表明いただいた，その気になってくださったとのことですので，単に環境

部で計画をつくるだけでなく，首長さんがその気になってくださると計画策定後の実行段

階の動きが異なってきますので，これはよかったと思います。 

ただ，実質ゼロを目指す上では，単に市内の排出量と吸収量をプラマイゼロにするのは至

難の業ですし，実際には不可能に近いですので，今後は調布市以外の自治体や地域と連携し

ながら，より広域的に，いかに脱炭素を実現できるかをあわせて模索していただければと思

います。調布市の脱炭素への歩みを陰ながら見守っていければと思っています。ありがとう

ございました。 

 

岩船委員長  ありがとうございました。それでは，私からもご挨拶したいと思います。こ

のたび，調布市環境基本計画と地球温暖化対策実行計画を無事に取りまとめることができ，

ほっとしています。皆様のご協力のおかげだと思います，ありがとうございます。ただし，

皆様ご指摘のとおり，計画は非常に立派な内容ですが，これがゴールでなく，出発点だとい

う意識が非常に重要です。ご承知のとおり，2050 年カーボンニュートラルもそうですが，

2030年に温室効果ガス 40％削減という非常に野心的な目標，計画に書き込まれた目標を実

現することは非常に困難で，生半可なことではありません。宣言するだけなら誰でもできま

すが，実行するとなるとまた，次の大きなステップが必要になります。2050年，30年後で

すが，今会場にいる方で，現役の人はわずかだと思います。だからといって，私たちの世代

に責任がないわけではありません。次世代のために一つずつ積み上げていく責任があると

思います。今後も皆様方のご協力をいただきながら，調布市が他の自治体の先進的なモデル

になるように，策定した計画の対策をしっかり実行し，ＰＤＣＡを回していけるようにする

ことが非常に重要だと思います。事務局の皆様，委員の皆様，１年間ありがとうございまし

た。 

最後に，調布市の岩本委員からご挨拶お願いいたします。 

 

岩本委員  調布市を代表してご挨拶申し上げたいと思います。環境基本計画は 10年計画

の今回時点修正であること，中間見直しとして委員会をスタートしましたが，５年間の間に

ゼロカーボンシティもそうですが，環境行政をとりまく状況が全世界的に大きく変化した

ことを実感し，新しく計画をつくるつもりで臨ませていただきました。実質１年間での改定

でしたが，各委員の皆様，専門的な見地から，貴重なご意見をたくさんいただきました。ま
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た，委員会としての回数や時間が限られる中，多くのご発言をいただき密度の濃い議論がで

きたと思います。 

ただ，今回コロナ禍にあって，大規模に対面で市民とコミュニケーションをとる機会が大

きく制限されたので，その点非常に苦労しました。小人数に限ってのワークショップの実施，

メール，ファックスで意見や提案の募集，初の試みとなったオンライン座談会等，できる限

りの市民参加を図りましたが，これでは十分に足りていないのではないかと思っています。

先程来のご意見でいただいたように，よい計画はできたが，市民にいかに実感として持って

いただくために周知し，市民レベルで何をすればいいのか自覚していただき，市と事業者と

市民と一体で運営していく，すなわち，計画の見える化することが大事だと思っています。

そこに注力して，本計画の管理をしていきたいと思っていますので，引き続き，皆様のご助

力をいただければと思います。 

最後になりますが，よいご意見を多くいただきましたので，これから年次で報告してチェ

ックしていきます。各委員の皆様に進捗を報告しながら，５年間，計画を実行していきたい

と思います。これからもよろしくお願いいたします。 

 

岩船委員長  １年間ありがとうございました。以上を持ちまして，改定委員会を終了した

いと思います。 

 

（了） 

 

 

 

 

 


