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午前１０時００分開会 

○長谷川環境政策課長 皆さんおはようございます。定刻となりましたので、早速始めさせて

いただきます。 

 本日は、委員の皆様方には大変ご多忙のところご出席いただき、誠にありがとうございます。 

 若干、１名遅れるという連絡が入っておりますので、始めさせていただきます。 

 開会に先立ちまして、坂本区長より、任期満了に伴います改選委員の委嘱をさせていただき

ます。 

 私の方でお名前を読み上げますので、その場でお立ちいただき、委嘱状をお受け取りくださ

い。 

 なお、お手元に名簿を配付してございますので、役職等のご紹介は省略させていただきます。 

 それでは、坂本区長、委嘱状の交付をよろしくお願いいたします。 

 初めに、森川洋典様。 

○坂本区長 委嘱状、森川洋典様。東京都板橋区資源環境審議会委員を委嘱します。 

 平成３１年３月１１日。板橋区長、坂本健。 

 色々とお世話になりますが、よろしくお願いします。 

○長谷川環境政策課長 続きまして、栁栄吉様。 

○坂本区長 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。 

 委嘱状、栁栄吉様。同文でございます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○長谷川環境政策課長 以上でございます。ありがとうございました。 

 なお、本日は、石垣委員、鈴木委員、川又委員、吉迫委員が欠席になってございます。 

 それでは、続きまして、区長よりご挨拶を承りたいと存じます。 

○坂本区長 皆様おはようございます。 

 早朝から、今日は第５０回の板橋区資源審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうご

ざいました。 

 今回新たに公募委員として委嘱申し上げました皆様方、どうぞよろしくお願い申し上げたい

と思います。 

 今年、資源環境審議会につきましては、板橋区の環境施策につきまして様々な観点からご審

議いただく機会でございます。忌憚のないご意見を賜りますように、お願い申し上げたいと思

います。 

 さて、私は昨年１２月に、ＣＯＰ２４のポーランド、カトヴィツェに行ってまいりまして、

板橋区の環境教育や、あるいは板橋区の環境施策についてＰＲ、また宣伝でしょうか、発表し

てまいりました。 

 また、この会議におきましては、「今世紀後半の人為的な温室効果ガスの排出実質ゼロ」と

いう目標を世界と共有しながら、地球温暖化対策を進めていくことを表明してまいりました。 

 今日、地球温暖化対策のための環境施策を推進するためには、環境面だけではなくて、経済

面や社会面など、あらゆる面からの総合的なアプローチをしていくことが求められております。 

 持続可能な社会の実現に向けて、色々な立場から経験、あるいは知見をお持ちの皆様方に、

自由闊達なご意見をいただければと思っております。 
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 委員の皆様には、ご苦労をおかけいたしますけれども、何分にもよろしくご審議のほど、お

願い申し上げたいと思っております。 

 簡単ではございますけれども、お礼のご挨拶にさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○長谷川環境政策課長 区長ありがとうございました。 

 なお、区長は本日、所用がございまして、ここで退席させていただきます。 

（区長退室） 

○長谷川環境政策課長 審議に入ります前に、資料の確認をさせていただきたいと存じます。 

 まず、１、次第でございます。２、委員名簿、３、座席表、４、資料。そのほか、板橋区の

地球温暖化対策について。その他関係資料ということで、先ほど区長が申し上げたＣＯＰ２４

の関係の資料を机上に配付しているかと思います。 

 不足するものがありましたら、お手を挙げていただければ、事務局よりお届けいたします。

よろしいでしょうか。 

 それでは、本日の会議でございます。 

 本日の会議につきましては、板橋区資源環境審議会運営方針により、会議終了後、会議録の

方を調製させていただきます。発言内容につきましては、事前に内容をご確認いただいた上、

発言者のお名前とともに、ホームページ等で公表されますので、ご了承の方、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、審議に入らせていただきます。 

 伊香賀会長、審議会の進行の方をよろしくお願いいたします。 

○伊香賀会長 それでは、まず議事に先立ちまして、今回は区民公募委員の改選がございまし

て、お２人の委員にお引き受けをいただいております。せっかくですので、お一言ずついただ

きたいと思います 

 まず、森川委員、一言ご挨拶をお願いします。 

○森川委員 ご紹介を賜りました、西台から参りました森川と申します。 

 資料を読ませていただきますと、とても郊外型の立地を生かした精緻な詰めが、これまでな

されておられますことに敬意を表したいと思います。 

 また、これから色々と教わりながらということになりますので、ひとつよろしくお願いいた

します。 

○長谷川環境政策課長 ありがとうございました。 

 引き続き、栁委員、よろしくお願いいたします。 

○栁委員 赤塚から来ました栁と申します。 

 今のＮＰＯ法人のセンス オブ アースに所属しておりまして、保育園や小中学校を訪ねて、

環境教育に携わっております。 

 子供たちに、そういう環境というか、動物や植物ですか、そういうものに自然の環境とかを

触れさせながら、大切にしていく、そういう心を育てていっております。 

 私は前にもいたばし地球温暖化防止活動推進協議会というのに入っていまして、温暖化防止

をやっていかなきゃいけないということで前から関心がありましたので、今回応募に参加した

わけです。 

 これからもよろしくお願いします。 
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○伊香賀会長 お二方、どうもありがとうございました。 

 それでは、第５０回板橋区資源環境審議会を開会いたします。 

 早速審議に入りたいと思います。 

 次第にあります板橋区の地球温暖化対策について、審議をいたします。 

 資料説明については、事務局よりお願いします。 

○長谷川環境政策課長 それでは、私の方から資料に沿いまして、ご説明させていただきたい

と存じます。着座にて、説明させていただきます。 

 板橋区の地球温暖化対策についてということでございます。 

 先ほど区長のお話にもございましたとおり、昨年１２月に開催されたＣＯＰ２４におきまし

て、「今世紀後半の人為的な温室効果ガス排出実質ゼロ」という目標を世界と共有し、内外の

自治体と連携して、地球温暖化対策を進めていくことを表明したところでございます。 

 現行の地球温暖化対策実行計画を改定しまして、最近のＳＤＧｓやパリ協定等の世界の潮流

を踏まえた形で計画を立てていきたいというふうに考えているところでございます。 

 背景でございますけれども、まず、この地球温暖化対策は、その影響の大きさ等から、最も

重要な環境問題の一つというふうに認識しているところでございます。 

 この温暖化対策については、すでに世界的な人類共通の課題になっているのだということで、

共通理解しているところでございます。 

 温室効果ガスの削減目標につきましては、区のみならず、区民・事業者・区民団体等々、各

主体が一体となった取組を進めて行かなければいけないということで、その取組の内容につい

て、今後検討していくことになります。 

 特に、先ほども申し上げた「持続可能な開発目標のＳＤＧｓ」の視点を取り入れ、環境面だ

けではなくて、経済や社会面からの総合的なアプローチをすることで、持続可能な社会の実現

を目指していくということになろうかと思います。 

 特に、国の方で、地域循環共生圏という理念を広げておりますけれども、板橋区も、そうい

った形に添って、私ども自治体と地方との連携も視野に入れた形での温暖化対策を策定してま

いりたいと考えているところでございます。 

 四角囲みのところでございますけれども、最近の世界及び国内の状況について、まとめたも

のでございます。 

 ２０１５年のＣＯＰ２１におきまして、いわゆるパリ協定が締結されて、今回改定される温

暖化対策実行計画については、世界的な潮流に沿った形の計画になるというふうに考えてござ

います。 

 国内におきましては、２０１６年、パリ協定の翌年に日本政府として、地球温暖化対策計画

の閣議決定をしてございます。 

 これにつきましては、基準年２０１３年度比２６％削減という、日本の目標値がいわゆる国

連への約束草案として示されているところでございます。 

 なお、この２６％というのは日本全体の水準ということで、事務・事業に関わる各部門ごと

の排出目標がございまして、板橋区は「業務その他部門」では約４０％が目標ということにな

ってございます。 

 また、日本政府の長期的目標といたしましては、２０５０年までに８０％の温室効果ガスの

排出削減をうたっているところでございます。 
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 さて、昨年１２月に行われたＣＯＰ２４、ポーランドのカトヴィツェで行われたＣＯＰでは、

いわゆるパリ協定の運営に関する「実施指針」というものが採択され、２０２０年から全ての

国に適用される共通ルールが審議の末、政界的に合意されております。 

 この話については、また後ほど、ご説明させていただきます。 

 ２ページ目の方をお開きください。 

 そういった世界での動き、国の目標等の中で、区の実行計画の話になります。 

 地球温暖化対策の実行計画につきましては、板橋区全体、区民・事業者それぞれの役割に応

じて取り組むべき課題や目標についての計画と、板橋区が一事業者として行う事務事業編の２

つに分かれてございます。 

 ２ページ目は区全体の区域施策編、３ページについては事務事業編ということで、分けてご

説明させていただきます。 

 まず、板橋区全体を考えた区域施策編でございます。 

 対象につきましては、区民、事業者全てということで、計画の位置づけにつきましては「地

球温暖化対策の推進に関する法律」第１９条に基づきまして作成するということで、法律上は、

自治体については努力義務となってございますけれども、私どもは既に現行計画を持ち、次の

策定をする予定でございます。 

 また、昨年の６月に「気候変動適応法」が制定されました。この１２条の「地域気候変動適

応計画」というのが、市区町村の場合は努力義務というふうになってございますけれども、こ

の計画の一部をぜひ、今回の地球温暖化実行計画の中に取り込んだ計画にしたいと考えてござ

います。 

 この適応策でございますけれども、様々な気候変動の影響による区民生活への被害を回避・

軽減するための策ということでございます。 

 例えば、板橋区で既に、夏の暑い時期に熱中症対策ということで、特に子供たちの屋外での

活動については、一定の指数を超えた場合は、屋外の活動を控えるとか、そういったことも既

に実施しております。あるいは、赤塚・徳丸を中心とした農業への影響であるとか、あるいは

大型の台風が最近来やすくなったとか、あるいは都市型水害ということで、いわゆる都市型集

中豪雨みたいなもので、区内の一部で水害が出ているような状況もございます。 

 そうした温暖化の影響を軽減・回避するための適応策については、区民生活への影響が大き

いということで、板橋区としては、この温暖化対策実行計画の中に、気候変動の適応策を盛り

込んでいきたいというふうに考えているところでございます。 

 計画策定の方向性でございますけれども、国際的な目標を掲げ、あらゆる施策を検討してい

くわけですけれども、区の施策だけでは必ずしも目的を達するのは難しいというふうに認識し

ております。新たなイノベーションが不可欠ということで、新技術やシステムの開発、普及に

ついては、産業界をはじめ、研究機関、業界団体、企業・事業者、ＮＰＯ、環境活動団体、区

民等の様々な主体の積極的な活動、連携、協力が必要というふうに認識しているところでござ

います。 

 また、区としても現行の施策だけではなくて、もちろん費用対効果も勘案しつつ、積極的に

脱炭素化の取組を推進していく必要があるというふうに思ってございます。 

 さらに、他の自治体と連携して、再生可能エネルギーや地域資源を相互に補完する「循環共

生型の社会」を目指していく、あるいは、板橋区らしいスマートシティを推進していく中で、
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脱炭素型社会となるようなプロジェクトを支援していきたいというふうに考えてございます。 

 ５項目として計画期間等々でございますけれども、現行の計画は、平成２５（２０１３）年

から３２（２０２０）年までの８年間の計画でございました。今回の改定作業に鑑みながら、

３２年度、現行計画の最後の年度については、新計画の中で先取りして見直しを行いたいとい

うふうに思ってございます。 

 新しい計画期間といたしましては、平成３３（２０２１）年度から平成３７（２０２５）年

度までの５年間とする予定でございます。 

 なお、削減目標等々の話でございますけれども、例えば、今年の６月にＧ２０の中で、持続

可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する会合というものが、長野県で開催され

る予定でございます。この中で、日本政府は新しい目標を出すのではないかというような話も

ございます。そういった動向等を踏まえつつ、新計画を策定してまいりたいというふうに考え

てございます。 

 ６項目の策定スケジュールでございますけれども、今年度６月以降、現行調査等を始めまし

て、１１月ごろに中間のまとめで、順次、新計画の素案、パブリックコメント、新計画原案、

新計画策定というようなスケジュールを考えているところでございます。 

 こちらの資源環境審議会におきましても、その都度、またご審議をいただきたいというふう

に考えているところでございます。 

 今ご説明を申し上げた区域施策編の参考ということで、４ページ目をお開きいただけますで

しょうか。 

 文章で、今説明したのをちょっとしたポンチ絵にまとめたものでございます。 

 脱炭素社会の実現ということで、グラフにつきましては、温室効果ガスを、年度ごとに、ど

うやって排出していくかという日本政府の基本的な数字を掲げさせていただいております。 

 平成４２年――平成はもうなくなりますが、２０３０年度では２６％削減という日本政府の

目標。それから２０５０年、８０％という削減目標をグラフにして、それぞれの施策を現行の

施策と今後の施策ということで、今分かっている範囲で掲げさせていただきました。 

 現行の施策としては、グラフの全体的に左側に掲げているものがそうでございます。 

 例えば板橋区で申し上げますと、日光市にある「板橋の森」の森林資源を使った木材を使用

することで、地球環境のＣＯ２の排出については、吸収源という位置づけがございます。それ

とともに、環境に関して考えていただくきっかけとなる環境教育の一助としているものでござ

います。さらに、日光市の地域資源を板橋区に導入することで、購入した資金が、また日光市

に返っていくことで、経済的な循環も考えているものでございます。 

 また、その下の排熱の有効活用ということで、例えば、板橋清掃工場で申し上げますと、工

場で出たエネルギーを使って発電し、それを売電する。あるいは排熱を地域の熱帯館とか温水

プールに活用して、有効活用を図っているというような例を掲げております。 

 さらに国際的な取組として、廃棄物処理の技術交流であるとか、住民交流を、マレーシアと

板橋区で熱帯館の設立以降に行っているような事例を掲げさせていただきました。 

 また、今後につきましては、グラフの全体的右側ということで、排出係数ゼロの電力の導入。

排出係数というのは、エネルギーとして電力を使ったときに、どれだけＣＯ２を排出するかと

いうことで、なるべく排出が少ない再生可能な、例えば太陽光発電であるとか、そういったエ

ネルギーを使っていこうという考え方でございます。 
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 それから、省エネルギー、あるいは化石燃料からの脱却等々、現行の施策をさらに進めてい

く必要があるのかなと思ってございます。 

 さらに、温室効果ガスの排出減分野として輸送系があります。移動手段としてのエネルギー

ということで、特に電気自動車や燃料電池自動車のような車、モバイルに関するエネルギーで

あるとか、あるいは建物分野における一戸建てやマンション等の集合住宅あるいは業務用のビ

ル等々のエネルギー・ゼロ・住宅、エネルギー・ゼロ・ビルの推進があります。 

 さらには、未利用エネルギーの有効活用ということで、バイオマス発電であるとか、地中熱、

下水熱、河川熱等の利用、そういったもののほかに、右の一番上に書いておりますけど、大幅

な削減のためには抜本的排出削減を可能とするイノベーション（技術革新）が求められている

という状況なのかなというふうに認識しているところでございます。 

 それでは、３ページ目の方にお戻りください。 

 今までご説明したのが板橋区全体としての方針ということで、こちらの事務事業編につきま

しては、板橋区が区内の一事業者として、温暖化対策をどのように進めるかという計画でござ

います。 

 対象は、板橋区の施設及び職員ということになります。 

 位置づけにつきましては、同法２１条に基づいた地方公共団体の、これは策定が義務づけら

れているものでございます。「温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化

のための措置に関する計画」という非常に長い条文になってございますけれども、同じ板橋区

として、板橋区地球温暖化対策実行計画の事務事業編という名称で、今まで６次にわたって策

定してきたものでございます。 

 今後の計画期間でございますけれども、平成３１（２０１９）年度から平成３３（２０２１

）年度までの３年間と計画としているところでございます。 

 なお、中期目標につきましては、２０１３年を基準年に、中期目標年度を２０３０年度とし

ております。国の計画年度に合わせたものとしております。 

 事務局として現在考えている目標値ですが、中期目標につきましては、国の目標に準じて、

基準年度比４０％削減。本計画目標としては、基準年度比３４％削減ということで、現在、鋭

意計画を策定しているところでございます。 

 なお、削減に向けての新たな取組ということで、現在検討しているものを３点掲げさせてい

ただきました。 

 まず、温室効果ガス排出ゼロのエネルギーの調達。 

 先ほど申し上げたとおり、エネルギー、特に電力については、エネルギーの創出方法によっ

てＣＯ２をたくさん排出するのと、比較的少なく排出、あるいはほとんど排出しないエネルギ

ーがございます。そういった排出が少ないエネルギーを調達していきたいということが１点目

でございます。 

 ２つ目が、区の施設の新築や改築等々に当たってのネット・ゼロの建物に、例えば太陽光パ

ネルとか発電設備を置くことで、自ら発電する部分と、足らない部分については電力を購入す

ることになるんですが、それができるだけプラス・マイナス・ゼロになるような、温暖化対策

ということで、建物から出るＣＯ２を減らすためには、建物自体の断熱性能を高くして、なる

べくエネルギーを使わないようにするとともに自ら発電し、購入する電力は、なるべくＣＯ２

を発現しない電力を導入する。そういった形で、ネット・ゼロを目指していきたいというのが
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２点目でございます。 

 ３点目でございますけど、先ほども申し上げた、特にモバイル関係ということで、自動車に

つきましては、板橋区も低公害車を導入しているところでございますが、まだ次世代自動車の

導入まで至ってない状態の中で、新たな、例えばカーシェアリングなどを使って次世代エネル

ギー自動車が導入できないかというのを検討していきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 項番の７でございますけれども、温室効果ガス排出量に対する新たな評価方法の導入検討と

いうことで、環境面から考えれば、こうすればいい、ああすればいいと色々方策はあるわけで

すけれども、それとともに、当然、経済的な面も考えなければいけないということで、導入に

当たってのイニシャルコストやランニングコスト、あるいはその建物の耐用年数等、費用対効

果を十分検討した上で、推進していくことが重要なのかなというふうに思ってございます。 

 また、新たな施策や区民サービスの向上を図る場合、一時的にエネルギー消費量が増えるケ

ースもございます。その場合は、施設利用の満足度とか、区民サービスの質的な側面など、多

角的視点から総合的にエネルギー消費の効率性と環境負荷について評価していく仕組みの導入

を検討してまいりたいというふうに思ってございます。 

 お手元の資料につきましてはまだありますけれども、一旦ここで区切らせていただきます。 

○伊香賀会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの件について、各委員からのご意見をいただきたいと存じます。また、

ご質問がございましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。 

 元山委員、お願いします。 

○元山委員 これから進めていく計画が大きく脱炭素に向けて、舵を切っていくわけでありま

すけれども、それの根元にあるのが国の法律の整備、それから計画に基づいて、我々も進めて

いくというわけでありますが、これを進めていくに当たっては相当財源が必要になってくると

思うんです。 

 国と我々板橋区との関係の中で、この温暖化対策を進めていくに当たっての財源というのは、

交付金の中でよくありがちなのが、含まれてくるパターンと、あと特定財源としておりてくる

パターンとありますけれども、まず入り口のところは、国と板橋区の関係というのは、どうい

うふうになっているんでしょう。 

○伊香賀会長 事務局の方からお願いします。 

○長谷川環境政策課長 色々なパターンがあるのかなというふうに思ってございます。まずは

新しい試みということで過渡的なものもございますけれども、国は国で直接的に、例えばＺＥ

Ｈ／ＺＥＢの関係は、国土交通省を中心とした補助金の制度というのは、もう制度として設け

られて、さらに拡充を図る方向で進んでいるのかなというふうに思ってございます。 

 また、国が地方自治体、広域自治体の東京都や、あるいは市町村レベルの関係で申し上げま

すと、国の制度の中で、自治体同士が連携していく事業についての補助金、あるいは市町村が

行う施策に対する補助金というのは、色々な形で今ご提案いただいて、新年度も新しい、例え

ば環境省の補助金とかが今出てきているようなところでございます。 

 どれぐらいの割合で、どういうふうにという具体的なお話はなかなかできかねますけれども、

区は区として温暖化対策を進めるに当たって、そういった国や東京都の補助金や制度等を積極

的に活用することで進めてまいりたいというふうに思ってございます。 
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○伊香賀会長 よろしいですか。 

○元山委員 追加でいいですか。 

○伊香賀会長 はい。 

○元山委員 その件は、我々の立場で国に言うことは言っておかなきゃいけないなというふう

に思っております。 

 それから、本計画、新しい計画を進めていくに当たっては、何といっても板橋区役所自らが

相当引っ張っていかないと、民間の方に対しては、基本的には努力目標という形で示すと思う

んですけども、板橋区役所内部については努力目標ということではなくて、もう本当に義務化

して、きっちり期限を切って達成していくというような、そういうやり方を進めていく必要が

あるというふうに思っております。 

 そうすると、板橋の基本計画があって、そこに対する影響というのは相当大きく出てくるわ

けでありますし、あと、特にエネルギー調達についてはハード整備等の関連で非常に大きな影

響があるというふうに思います。 

 そうすると、全庁的に脱炭素に舵を切る計画をつくっていくに当たって、全庁的な対応とい

うのが、相当詰めていかないと、計画目標の達成というのが、なかなか精度のあるものに繋が

っていかないんではないかなと思います。 

 庁内の、ここを調整する、進めていに当たってのやり方について、会議体をつくってそこで

やっていくとか、そういうことがあると思うんですが、庁内の調整体制をお聞きしたいと思い

ます。 

○伊香賀会長 お願いします。 

○長谷川環境政策課長 ご質問ありがとうございます。 

 庁内で検討するに当たっては、直接的に板橋区地球温暖化対策実行計画の事務事業編という

ことで、エコポリス板橋推進本部幹事会の課長級の会議及び庁議と同等の推進本部で、各部長

等々のご意見を承った上で、最終的に庁議として決定し、起案していく形になります。 

 そのほかに、これと関連するのが、いわゆる環境マネジメントシステムの、例えば環境負荷

項目の中にエネルギー部門、ＣＯ２の排出部門というのが出てまいります。これについては、

各課の方に、環境負荷項目ということで既に検討を依頼し、その回答を基に、新しい環境負荷

項目を今後、板橋区として検討していく予定でございます。これについても、最終的には庁議

の方にお諮りする形になります。 

 全庁的という意味では、各課から踏まえた数字を基に、今後の削減目標というのが最終的に

決まっていくのかなというふうに思ってございます。 

 なお、先ほど、もしかすると私の言葉足らずだったかもしれませんけど、本計画自体は、地

球温暖化対策の推進に関する法律の第２１条の、策定が義務づけられている、つくらなければ

いけないという計画でございますので、当然、区として実施が前提ということで、先ほど削減

目標として掲げた３４％削減を目指すということで、努力していくというんじゃなく、これを

実施できるように頑張っていくという意味合いの義務づけというふうに理解しているところで

ございます。 

 私からは以上です。 

○伊香賀会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

 磐田委員、お願いします 
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○磐田委員 先ほど全庁的というお言葉があって、まさに適応策が、色々な防災面とか福祉の

面を考える上でも、実は、この環境に関係する課だけじゃなくて、今まで協力して、そんなに

も強い協力関係ではなかったような課も手を取り合って、新しいこの板橋区の姿というのを見

せていく必要があるんじゃないかなというふうに感じています。 

 エネルギーの面だけだとなかなか経済的なメリットが出ないようなことでも、例えば福祉の

面、それこそ、伊香賀先生が研究されているような断熱住宅をすると、健康増進にも繋がって、

福祉にもいいんだよとか、色々な環境対策に付随する効果というものも合わせて、環境だけじ

ゃなく、色々な課と連携して、この計画を推進していってほしいなというふうな希望を持って

いるんですけど、そのあたりはいかがでしょう。 

○長谷川環境政策課長 なかなか的確な質問をいただいてありがとうございます。 

 先ほど適応策の説明で熱中症の話をさせていただきましたけれども、当然、そういった部門

との連携、健康のところの部門との連携もあります。あるいは水害に関しては、危機管理室と

の連携、当然、こういうような状況ですよというのは分かっても、実際に適応策として動くの

は、例えば危機管理部門であると危機管理室の方から、こういった連絡をという、次の段階が、

当然、必要になってくるのかなというふうに思ってございます。 

 そういう意味では、全庁的に、ただ単に、「こういうのが懸念される」で終わるのではなく

て、区民の被害を回避する、あるいは軽減するということで、農業の話も先ほどさせていただ

きましたけど、当然、赤塚支所や農業委員会との関係、そういったところも含めて全庁的にや

っていく必要があるのかなというふうに思ってございます。 

 また、福祉の面で断熱住宅のお話をさせていただきました。断熱住宅に関しては、例えば１

８度以下の住宅というのは、特に冬の期間においては様々な疾病とかが多くなって、全体とし

て１８度以下の住宅に住んでいる方の平均寿命が短くなってしまうというような例もあるとい

うような報告がされています。 

 そういったことで、健康にいい住宅の方策の一つとしての断熱住宅というのが地球温暖化対

策にも繋がっていくというふうに思っています。 

 そういった面でも、ただ環境面だけではなくて、経済的あるいは福祉、あるいは健康面、そ

ういった様々なことと関連づけながら、今回は従来計画に加え、適応策も含めた区民生活を考

えたような形の計画にしていく必要があるのかなというふうに思っているところでございます。 

○伊香賀会長 磐田委員、よろしいですか。 

 じゃあ、城所副会長、お願いします。 

○城所副会長 やや違った側面の質問なんですけれども、２ページ目の（４）計画策定の方向

性のところで、イノベーションが不可欠である。これは確かにそのとおりではあるんですが、

区の立てる実行計画としてイノベーションが最初に来るというのは少し奇異な感じが。区民生

活にもう少し焦点を当てるということが大事なのかなという感じがいたします。 

 そういう意味では、ライフスタイルだとか、国のライフスタイルを環境重視型に変えていく

とか、先導するとか、今も磐田先生のお話にもあったように、環境と地球温暖化対策と福祉で

すとか、経済的な活力を結びつけるとか、もう少し区民生活により寄ったような策定の方向性

が求められるような気もいたしますが、その点については、いかがなんでしょうか。 

○長谷川環境政策課長 ご指摘ありがとうございます。 

 ２ページの一番最初の計画の目的のところに掲げさせていただいておりますけども、「区民
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・事業者・区がそれぞれの役割に応じて取り組むべき対策」というように、決して区民生活を

二の次、三の次にしているつもりは、もちろん全然なくて、最終的には区民生活の福祉の維持

と向上というのが、私ども区が求められているところでございます。 

 温暖化対策の方向性ということで、イノベーションというのが、今までの計画の中で余り掲

げられていなかったということもございまして、（４）の計画の方向性のところに書かせてい

ただいておりますけれども、区、区民が取り組むべき役割というのは、非常に大事というふう

に認識しているのは変わりございません。 

 ただ、一方的に区民に我慢を強いるのではなくて、快適な環境をそれはそれで、また重要な

要素の１つというふうに思っていますので、その中で、同じ快適な環境をする中で、どういっ

たことをすることで、例えば省エネルギー化であるとか、あるいは先ほど申し上げた健康面と

か、色々な面でエネルギーを一方的に使ってＣＯ２を排出するというだけではなくて、取組の

仕方によっては同じような快適環境であってもエネルギー消費量が減る、省エネになる、ある

いはＣＯ２を排出しないで済むという、そういうライフスタイルもあるという提案ができれば、

ぜひ具体的な方策として掲げられるのであれば、掲げていきたいなというふうに思ってござい

ます。 

○伊香賀会長 ほかにいかがでしょうか。吉田委員、お願いします。 

○吉田委員 吉田といいます。 

 事務事業編でも特にそうなんですけども、これは３年間で今からやるということですよね。 

 そうした場合に、この３つの取組の中で、排出ゼロのエネルギーの調達、それからゼロ・エ

ネルギー・ビルとか、カーシェアリング、これは具体的にある程度の策がないと３年間で３０

％を達成するというのは、なかなか難しいのではないかと思います。 

 また、排出ゼロのエネルギーの調達といえば、これをもしやるんであれば、変換する、受け

入れる施設とか、そういうものも完全にいることだと思うんですよね。それがなかなかないん

であれば大変なことになるし、それからカーシェアリングもそうなんですけれども、これは次

世代エネルギーの自動車。結局、ガソリン車で走っているものを電気自動車に変えるというこ

とになれば、先ほどの財源の問題とか、そういうことになっていくんじゃないかと思います。 

 区役所で使っている自動車が新しくても、ごみの回収車みたいな結構大量に使う、そういう

ものを変えていくような計画がなければ、なかなか達成は難しいんではないかと思うんですけ

ど、いかがでしょうか。 

○長谷川環境政策課長 ご質問ありがとうございます。 

 まず、３か年で、一応現行は、事務局で今考えても３４％程度ということですけれども、こ

れについては、ここ数年の、いわゆる電力小売の自由化というのがございまして、従来は東電、

東京電力さんからの調達しかなかったんですが、最近は区内を幾つかのブロックに切って、仕

様書の中で、東京電力より排出係数の少ない電力を購入するという仕様書のもとに入札で行っ

ています。 

 そういう関係で、従来よりは購入する電力の排出係数が下がっているという現実がございま

す。さらに今後はそういったものを増やしていこう。区の施設で、できれば排出係数ゼロの電

力を導入することで、区全体のＣＯ２の排出量を下げていこうということで、今、色々なとこ

ろと調整を図っているところでございます。 

 また、財源の話でございますけれども、今後、区の施設の新築であるとか、あるいは改築等
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に当たって、もちろん改修の場合は、その後の耐用年数等も考慮しなければいけませんけれど

も、一定程度の期間で建物を運用する場合は、なるべくエネルギー消費の少ない、あるいは断

熱性能を高くした上で、太陽光パネルを屋上とか側面に張ることで、電力を自ら創り出すとい

うことで、なるべく、そういったエネルギー・ゼロ・ビル。エネルギー・ゼロな建物にしてい

くというふうに目指していきたいと考えています。 

 次世代エネルギーにつきましても、ほかの自治体でも電気自動車の導入等が既に始まってい

るところもございます。そういった実例等を研究して、板橋区でも、どういう形で導入できる

かという検討をまず行いたい。 

 先ほど、ごみの回収車の話がございましたけれども、ごみを回収するいわゆる清掃車のエネ

ルギーは、今は軽油やガソリン等を使っておりますけれども、さらに、例えば電気自動車にす

ることで、先ほど申し上げた清掃工場での発電したエネルギーである電力を使う。そうするこ

とで、ごみのエネルギーが順々に回っていくという、そういうものはできないかと思ってると

ころでございます。 

 ただ、まだまだ電気自動車の清掃車というのが、一部では開発されつつあるという情報は聞

いておりますけど、もっと全面的にというのは、なかなか難しいところもございますので、そ

ういった新しい動きも取り入れながら、新しい自動車の導入も検討してまいりたいというふう

に思ってございます。 

○伊香賀会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

 まだ十分時間はございますので、できれば皆様全員からご意見をいただきたいと思いますが。 

 じゃあ、間中委員。お願いします。 

○間中委員 お願いします。 

 １ページ目の冒頭ですけど、板橋区は、目標を世界と共有し、内外の自治体と連携するとい

うことで書いてあります。 

 環境面で新プログラムをやっているマレーシアなどを想定した内外の自治体というふうにあ

りますから、国外も含めた自治体と連携してということなのかと。 

 そこまでやってしまうと、この評価をするときに、国外の自治体と連携した評価がきちんと

できるのかなということで不安になったんですが、その点について、まず伺いたいと思います。 

○長谷川環境政策課長 ご質問ありがとうございます。 

 他国間の連携については、先のＣＯＰ２４でもかなり討議がされて、侃々諤々の議論があっ

たというふうに聞いております。 

 いわゆる排出枠取引とか、自国のＣＯ２の削減量に他国の削減量を加えることの試みについ

ては、様々な形で言われています。 

 これについては、結局、ＣＯＰ２４では、ＣＯＰ２５に、来年のＣＯＰに先送りということ

で、今回、会議は終了しているところでございます。 

 ただ、日本国内におきましては、Ｊ－クレジットということで、自治体によってはＣＯ２の

排出枠といいますか、ある自治体や事業者のＣＯ２の削減量を他の自治体の削減量に、他の自

治体や事業者から購入する形で自らの削減量とすることが可能な制度があります。 

 そういったことで、先ほど温室効果ガス排出ゼロのエネルギーを導入するというふうに申し

上げましたけれども、地方のそういったＣＯ２を削減した努力の削減量を、その電力に上乗せ

してお支払いすることで、削減量が自らの自治体としてカウントできると、そういう形の電力
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の購入を考えております。 

 当面は、こういったＪ－クレジット等を使った温室効果ガスゼロのエネルギーをまず導入し

た上で、次第にコストが低下していくというふうに思われている再生可能エネルギーに随時切

りかえていきたい。 

 太陽光発電等の機材等は、かなりコスト的には下がってきているという状況があります。い

つか、どこの時点というのは、はっきり分かりませんけれども、そういった再生可能エネルギ

ーの割合をどんどん増やしていくことで、全体としてまたコスト削減に寄与することもできま

すので、そういったことで、他国間のお話については、またＣＯＰ２５でお話しすることにな

ると思いますけど、国内は国内で、地方といわゆる都市との間でエネルギーをうまくやりとり

することで、国全体としてのＣＯ２の削減に繋げていけるのかなというふうに思っているとこ

ろでございます。 

○伊香賀会長 間中委員のご意見に関連して、ＣＯＰ２４の派遣についての資料を事務局が用

意してくれていますので、こちらを先に説明をお願いします。 

○長谷川環境政策課長 それでは、国連気候変動枠組条約第２４回締約国会議（ＣＯＰ２４）

派遣について（概要）という資料をご説明させていただきます。 

 区長にも冒頭でご挨拶いただきましたけれども、ＣＯＰ２４が昨年の１２月に行われて、区

長が行ってきたところです。 

 色々な活動があったんですけれども、その中で３点をかいつまんでご説明させていただけれ

ばと思います。 

 まず、メインでございますけれども、ＣＯＰ２４の中で、それぞれの国がパビリオン、ちょ

っとしたスペースに、ブースみたいな形でつくられている中で、様々な国や活動団体が、それ

ぞれの催し、イベントを行っています。 

 その中で、日本政府が設置したジャパンパビリオンのセッションに板橋区長が参加してきた

というものでございます。 

 日時は、昨年１２月１０日。 

 ＣＯＰ２４のジャパンパビリオンにおいて。 

 主催が、日本の環境省とイクレイ。 

 イクレイというのは、持続可能な都市と地域をめざす自治体協議会ということで、全世界で

様々な形での自治体や地域が参加している組織でございます。 

 今回のテーマは、脱炭素化時代の都市と地域ということで、ＳＤＧｓのローカライゼーショ

ンと都市と地域における環境・社会・経済のあり方―地域循環共生圏ということで、国が提案

している地域循環共生圏について、世界の首長や代表者の方に集まっていただいてセッション

を行ったというものでございます。 

 考え方としては、先ほどもお話ししたかもしれませんけれども、持続可能な都市と地域の実

現に向けて、それぞれの地域資源を有効活用して足らないところを補える、例えば、エネルギ

ーの創出に大きなポテンシャルを持っている地方と、なかなか自前で発電とかがしづらい都市

部で、都市部は逆に電力の需要が大きいという、そういった地方と都市が組み合わさることで、

例えばエネルギーであるとか資源であるとか、そういうものを足らないところを補う、そうい

った連携ができるのではないかという考え方に基づく国の施策が今回のテーマになってござい

ます。 
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 登壇者につきましては、そこに掲げられているとおり、ドイツのボン市長のアショク・シド

ラハン市長や、長野県の中島副知事、それから横浜市の小林副市長、それからフィンランド等

の代表の方等が、セッションを行いました。 

 今回のセッションの状況ですけど、別紙の方をご覧ください。 

 ページが打っていなくて申し訳ございません。別紙の最初のページでございます。 

 区長が登壇してスピーチをしている写真のところでございます。 

 板橋区長がこのセッションに登壇したそもそもの経緯でございますけれども、「エコポリス

板橋環境都市宣言」から２５年の節目を迎え、タラノア対話、これは環境省が募集している形

に投稿したんですけど、もともとはＣＯＰ２３の議長国のフィジーの議長の言葉で、地球温暖

化対策に関する様々な知見を持ち寄って、皆さん世界共通で同じものを体験や知見を共有して

いきましょうと呼びかけた、それに日本政府が呼応してポータルサイトを設けて、そこに板橋

区の２５年の環境施策を応募したところ、環境省の方から今回のセッションのテーマに沿うと

いうことで、板橋区長に要請があったということでございます。 

 板橋区長の話した内容が下段の方に少し書いてありますけれども、ジャパンパビリオンでの

セッションのスピーチの中で、「持続可能な社会の担い手の育成」をめざす環境教育と、それ

から熱帯館開設以来続くマレーシアとの交流、区の施策とＳＤＧｓとの関連づけ、それから小

・中学校で、新しい学校づくりで日光産木材の活用している事例等々を、スライド、パワーポ

イントを使って説明しています。 

 区長の写っている写真の左側に、パワーポイントの絵が描いてございますけれども、新しい

学校づくりの木材を活用した写真とか、区の施策がＳＤＧｓとどう関連づけているかという話

をしているところの写真でございます。 

 次のページをお開きください。 

 木材を使った使用例ということで、天井や側面等にふんだんに木材を使ったメディアスペー

スの写真を参考につけておりますけれども、そういったお話をさせていただいております。 

 さらに、この日、ジャパンパビリオン登壇後、カトヴィツェ市の主催によります自治体の代

表者による会議「カトヴィツェ・クライメイト・シフト」という、いわゆるレセプションがご

ざいました。そこに参加して、内外の首長さんたちと脱炭素や環境について情報交換したとこ

ろでございます。 

 真ん中の写真は、その時の世界各国の首長さんたちと一緒に撮った集合写真でございます。

右側に板橋区長がいて、和服を着ているのが京都市の地球環境・エネルギー担当局長の下間さ

んです。その左隣の女性が長野県の副知事の中島さん。左の柱の下の右側にボン市長が見えて

います。 

 こういったことで、和やかな雰囲気の中で様々な情報交換をしてまいったというところでご

ざいます。 

 ＣＯＰの説明については、※１で説明してございます。 

 ＣＯＰ２１の「パリ協定」の話や「タラノア対話」の話については、※２で説明させていた

だいておりますので、参考にしていただければと思います。 

 続いて、２つ目としまして、また１ページに戻ってください。 

 ドイツ・オスナブルック市シュタットベルケ視察ということで、直接ポーランドに飛行機が

飛んでいなくて、中継地点がドイツということで、せっかくですので環境先進国と言われてい
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るドイツの状況を見てまいりました。 

 シュタットベルケというのは、ドイツにおける公共インフラを整備・運営する自治体所有の

公益企業、都市公社というふうに訳しているものでございます。 

 ドイツでは、電力やガス、熱供給などのエネルギー事業の大体６割から７割をシュタットベ

ルケが担っているというふうに言われています。 

 そういうことで、再生可能エネルギーの普及拡大とか省エネの推進に果たす役割も大きくな

っているということで、視察させてもらっております。 

 行った日が金曜日だったということで、視察先については制約があったんですけど、ヘルマ

ン・ノール小学校という省エネ型校舎を拝見させていただいております。 

 オスナブルック市のシュタットベルケは様々な活動をしておりますけれども、ここを選んだ

のは、学校ということで板橋区の参考になるかなということで行ってまいったものです。 

 非常に断熱性能が高くて、また寒い地域ということで、特に暖房費がかかる地域とのことで

す。暖房費を抑えるために、断熱性能の高い建物をつくって、なるべく熱が外に逃げないよう

に、熱交換器のシステムを導入して、外気を取り込み、室内の暖かい熱は外に出さない、熱交

換をした上で空気の入れ換えをしているという建物でございました。 

 最後の紙面の１２月７日のオスナブルック市シュタットベルケの視察というところを見てく

ださい。 

 建物については、先ほど申し上げたヘルマン・ノール小学校ということで、障害児の方のた

めの小学校になってございます。 

 建物全体が断熱性能を高めておりまして、特に分かりやすいということで、木製による三重

サッシの窓の写真となってございます。 

 また、このエネルギー関係については、１つのコントロールルームで全て調整できるという

ようなシステムになってございました。 

 そのほか、オスナブルック市のシュタットベルケとしては、もともと道路のガス灯向けの石

炭ガスの製造から始まったんですけど、その後、電気、ガス、熱、上下水道、ごみ処理、港湾、

鉄道、バス、公営プール、ＥＶシェアリング等々も最近行っているということで、事務所の方

では電気自動車の駐車場があったんですが、電気を供給できる充電施設もつくってある、そん

な駐車場でございました。 

 現在は、第３セクターから１００％市の子会社として民営化されているところでございます。 

 続いて、２ページ目の方にお戻りください。 

 カトヴィツェ・クライメイト・シフトについては、先ほどご説明したとおりでございます。

参考で、後でお目通しいただければと思います。 

 ＣＯＰ２４参加の意義と今後の地球温暖化対策ということで、何度も同じことを繰り返すの

も恐縮なんですけど、こういった世界共通の目標に向かって、区は地球温暖化対策を進めてい

きますよということを世界に表明したと同時に、今後そういったものを区の施策に取り入れて

いく必要があるのかなということで、直接、区長を先頭に世界の潮流に触れたことを契機とい

たしまして、今後、様々な面で進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。 

 それで、最後のページをお開きください。 

 ここまでは区が関わったところでございますけれども、じゃあ、いわゆる政府間交渉のＣＯ

Ｐ２４は何が決まったのというのを時々聞かれるので、簡単にまとめてみました。 
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 日程、場所等は以下のとおりで、参加国・地域が全部で１９７か国でございます。 

 参加人数が２万２，７６２人ということで、政府関係者だけじゃなくて、非政府の主体、企

業であるとか、事業者であるとか、環境活動団体等の参加している大規模の国際会議というふ

うになってございます。 

 パリ協定の実施指針の採択というのが今回目玉なのかなと思っています。 

 パリ協定以降、実施指針については、途上国と先進国の間で、別の基準でという２つの制度

を設けるような話もございましたけど、本来、目指すべき目標に向かって評価していくには一

つのルールが必要だろうということで、共通のガイドブックの策定が今回目指されたものでご

ざいます。 

 結果として、全ての国に共通に適用される実施指針が合意採択されたところでございます。 

 内容といたしましては、まず、気候変動緩和策。よく緩和策、緩和策と言われているんです

が、いわゆる各国政府がつくる削減目標。この削減目標につきまして、その内容の明確化とい

うことで、全ての国に対して提出する削減目標をどういうものにするかというので一定の合意

を得たということです。 

 目標設定の方法論であるとか、前提・対象分野等を特定したものでございます。 

 それから、（３）の削減目標の進捗や排出量データの報告（透明性）ということで、２０２

４年までに初回の報告書の提出を義務づけて、排出量データ、削減目標の進捗状況を必ず書く

ということになってございます。 

 また、削減目標と進捗の報告については同じデータを使うとか、前提、定義等の一貫性を持

たせるものということで合意しております。 

 それから、報告内容について、様々な報告内容があるんですけど、主なものということで四

角囲みにしてみました。 

 経年変化や計算方法、タイムラグ、対象ガス等について、現行のルールですと途上国と先進

国で少し差異がございましたが、２０２０年以降は、基本的には合わせる。 

 ただ、柔軟性ということで、一定の途上国については柔軟性を持たせる。それに当たっては、

それぞれ報告、計画を提出してくださいという形になってございます。 

 なお、（４）の市場メカニズム。 

 先ほどもご質問の中でお答えさせていただきましたけれども、いわゆる排出枠取引に関する

ものについては、ＣＯＰ２５の方に先送りということになってございます。 

 また、先進国が途上国に資金援助をする件については、２０２０年から検討開始ということ

で合意したというふうに聞いております。 

 雑駁ですけれども、ＣＯＰ２４全体の会議結果でございます。 

 私から以上でございます。 

○伊香賀会長 ありがとうございました。 

 このＣＯＰ２４の話も含めまして、何かご意見、ご質問はございますでしょうか。 

 それでは、南雲委員、お願いします。 

○南雲委員 ありがとうございます。 

 区議会の区民環境委員会の中でも同様の議論を今年ずっとしてきまして、今、ほかの委員の

方のご意見を聞いて、大変勉強になりました。 

 この計画に関して一番の肝になるのは、計画が計画で終わらないように、ちゃんと具体的に
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進めていただくという推進力のところなのかなというふうに思うんですけれども、平成３１年

度の新しい予算を見ても、環境について区長一押しの事業があるとか、具体的に何か見えてく

るところは少ないのかなというふうに印象を持っています。 

 庁内で全庁的に進めていただくということが非常に重要かと思うんですが、今、ＣＯＰ２４

のお話もあった中で、ＳＤＧｓの区全体としての位置づけというところを確認させてください。 

○長谷川環境政策課長 総括的なご質問で、なかなか難しいところがございますけれども、ま

ず、新年度でどうのこうのというのは見づらいのかもしれませんけれども、計画策定に関して

は、区職員が中心となって、今回はいわゆる委託が前面に押し出されるのではなくて、区職員

が、どちらかというと手づくりに近い形でつくっていこうという方針です。 

 ただ、専門的な調査に関しては、どうしても専門家の知見、あるいは手法でありますとか、

技術的なものについては、一部委託をしようというふうには思ってございますけれども、区の

考え方を中心に押し出した形の計画策定にしていきたいなというふうに思ってございます。 

 委託の部分については、約２００万円ほどを新規予算で計上しているところでございます。 

 また、ＳＤＧｓ全体の中でどうかという話でございますけれども、一般的にＳＤＧｓの各施

策、それぞれの目標というのは、各地方自治体の行っている施策と親和性が高いというような

言われ方をしています。 

 つまり、区民あるいは事業者と一緒になってやっていく施策と、このＳＤＧｓの各目標とい

うのが、意外と近いところにあって、例えば環境で申し上げますと、地球温暖化対策や気候変

動のところとか、あるいは、エネルギーや、温暖化とは直接関係あるのかどうか難しいですけ

ど、生物多様性の話であるとか、環境施策とＳＤＧｓは非常に親和性が高くて、区の施策を進

めていくことで、一方ではＳＤＧｓの目標に近づいているということが言えるのかなというふ

うに思います。 

 それから、先ほどから何度も申し上げているとおり、環境だけじゃなくて、経済とか健康と

か福祉とか、様々な施策を一緒にやっていく、相互施策だという面でも、ＳＤＧｓと区の施策

というのは近いものがあって、１つの施策を、じゃあ一方的にすればいいのかというと、そん

なことは全然なくて、様々な分野が連携してやっていくというのは、同じような考え方なのか

なと思います。そういうことで、ＳＤＧｓのところで足らない部分というのはあるのかもしれ

ませんけど、それぞれの目標が区の施策のどこに位置づけられているのかというのを意識した

上で、今後は進めていくことが必要なのかというふうに考えているところでございます。 

○伊香賀会長 南雲委員、よろしいですか。 

○南雲委員 はい。 

○伊香賀会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。じゃあ、まず手島委員。 

 手島委員が先に手が挙がりましたので、その次には鈴木委員、申し訳ございません。 

○手島委員 ありがとうございます。 

 このドイツの小学校の写真を拝見しますと、非常にサッシとか色々な断熱で工夫をなさって

いて、この写真だけでは、太陽光パネルを使っているかどうかは分からないんですけども、太

陽光パネルは、あるときには、もう業者が雨後の竹の子のごとくパーッと出てきて、一生懸命

「いい、いい」と言っていたんですけど、結局、一般の民間では続かないんですね。 

 それはどうしてかというと、維持管理費が非常にかかります。それから、経年劣化したら、
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前は１０年と言ったけど、今はもうちょっと延びているそうですけれども、取り替えなければ

いけない。非常にお金がかかるわけです、一般の家庭では。 

 それを、区の方の行政で太陽光パネルをお使いになるというお話ですけれども、経年劣化の

件、それから、もろもろのお金を考えたときに、もう少し断熱資材というものにお力をお入れ

になるというお考えはおありでしょうか。 

 太陽光パネルは、この前の北海道かどこかの地震で亀裂が入って、一番使いたいときに使え

なかったというテレビのニュースがあったんです。ですから、太陽光エネルギーの一端として、

太陽光パネル、パネルということは、確かにいいんですけど、色々な問題を含んでいるように

私は思います。 

○長谷川環境政策課長 ご質問ありがとうございます。 

 まず、オスナブルック市の、この間見てきたヘルマン・ノール小学校については、断熱性能

を高めるということで建てておりまして、一部太陽光パネルはあるかもしれませんけど、全面

的に使っているわけではございませんでした。 

 ただ、行った感じですけど、結構、太陽光パネルが屋根に乗っている街並みをずっと走って

まいりました。そういうことで、省エネをするか、断熱性能を高くするか、どっちかはやらな

きゃいけないような仕組みが作られているようです。それぞれの建物の性質とか内容によって

選ばれているのかなというふうには思ってございます。 

 それから、地域的には寒い、寒冷なところなので、断熱を中心にというところもあるのかな

というふうに思われます。 

 それから太陽光パネルの技術的な話でございますけれども、維持管理はどんな建物もやって

いかなければならないところなので、太陽光パネルだけがということはないのかと思いますけ

ども、ただ、今、委員が言われたとおり特殊な事情もあるのかもしれません。そういったとこ

ろは区が導入するときも、十分メンテナンスも含めて考えてまいりたいというふうに思います。 

 それから、北海道の場合で、使いたいときに使えなかった例というのがございますけれども、

今までは、どちらかというと各家庭でお使いの太陽光パネルというのは、売電を中心に多分設

置されてきているのかなと思います。 

 世界的にも、最初は売電から入るんですけど、結局、だんだん電気のコストとか売り上げを

考えていくと、自家消費型に移りつつあるというのが世界的な流れ、アメリカとかドイツとか、

だんだん自家消費型になっていますので、そういった形になっていれば売電のための配線じゃ

なくて、自ら使うので、例えば夜の場合は太陽が出ていないので、蓄電池に貯めておけば夜間

にでも使えるというように、緊急時の対応を考えると太陽光パネルと蓄電池はワンセットにし

た形での非常時の対策というのがあるのかなと思います。 

 そういったことも含めて、区がこういった施策を進める中で、そういった面も十分、委員の

おっしゃるように配慮しながら進めてまいりたいというふうに思ってございます。 

○伊香賀会長 よろしいでしょうか。 

 ちなみに、国のゼロ・エネルギー・ビルとか、ゼロ・エネルギー・住宅の基準も、まず、省

エネルギーが先で、それで半分まで減らして、その上で再生可能エネルギーの導入というのを

一応推進していますので、そういう意味じゃ、太陽光だけで頑張るとか、そういうことではな

いかなと。区の方も、そんな考えで進めていただけるんじゃないかなと思います。 

 それでは、鈴木委員、お願いします。 
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○鈴木委員 私も１点だけ、質問させてください。 

 計画期間ということで、具体的に２０１９年度から２０２１年度までの３年間ということで、

このような削減目標も出ております。 

 先ほど、吉田委員の方からもお話がありましたけれども、この脱炭素化に向けた新たな取組

の検討というところで、もう少し具体的に、我々も区議会で色々な質問をさせていただいてい

ますけれども、２番の新築・改築等の区施設のＺＥＢ化を目指すということで、今、板橋区は、

現在、公共施設の整備のマスタープランというのを出しておりまして、しっかりと現状の施設、

それと新築の施設に関して、このようなマスタープランが出ておりますけれども、具体的に、

例えば、中央図書館は新築工事が決まりました。そして小・中学校の公共施設も新築というふ

うなところがありますけれども、具体的にこのようなところに導入していくのか、そこだけお

聞かせいただければというふうに思います 

○長谷川環境政策課長 ご質問ありがとうございます。 

区も新しい施設については、いろいろと計画しておりますけれども、従来も新しい施設につ

いては、環境政策課と必ず建物に関して事前相談という形で、例えば太陽光パネル、あるいは、

こういったような蓄電池ができませんかとか、あるいはこういった系統、今、例えばすぐにパ

ネルがつくれなくても、パネルを後で設置して配線がちゃんとできるように、カラの配管をつ

けてくださいねとか、色々な協議をした上で、建物の新築・改築を行っているところでござい

ます。 

 今後、そのレベルは上がっていくかもしれませんけど、基本的な考えは既にやっていますし、

それについては、今後の新しい施設についても、より一層進めてまいりたいというふうに考え

てございます。 

 削減目標も、先ほど委員からお話あったとおり、一定の目標を掲げてやっておりますけど、

決して絵空事ではなくて、実施を前提に考えているというのが原則でございます。 

 ただ、長期的には、先ほども何度も申し上げているとおり、新しい技術とかイノベーション

は必要だという認識はありますということで、ご理解をいただければいいのかなと思ってござ

います。 

○伊香賀会長 よろしいでしょうか。 

○鈴木委員 はい。 

○伊香賀会長 ほかにいかがでしょうか。まだ十分時間はございますが。 

 じゃあ、吉田委員、お願いいたします。 

○吉田委員 一番後ろに、ごみ発電というのがあるんですけども、この場合は、具体的にされ

ていることなのかどうかなんですけども。 

 １つは今治の方で、そういうごみ発電所をつくったというようなことを聞いているんですけ

れども、この辺はどうなのかなということと、もう１つは、直接、今回の計画ではないんです

けども、炭酸ガスを吸収するということであれば、あれは植物ですよね。区内の緑化の問題で

すけれども、そういう形での吸収ということは考えられるかどうかということなんですけども。 

○長谷川環境政策課長 ご質問ありがとうございます。 

 まず、ごみ発電でございますけれども、既に、現板橋清掃工場はごみ発電しております。工

場で使っているもの以外に、売電しているところもございます。全体の発電量に応じて、その

辺は適切なバランスで、今、運用をもう既に行っております。 
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 板橋清掃工場だけじゃなくて、東京二十三区清掃一部事務組合が持っている２１の清掃工場

でも発電をしているところでございます。 

 また、緑化の話でございます。削減の話ばかりをして恐縮ですが、確かにそういう吸収。先

ほど、日光市の木材の話をさせていただきましたけれども、木材は大気中からＣＯ２を、太陽

光エネルギーを使って樹木の体にしていくという形でＣＯ２を削減している、吸収していると

いう現実がございます。これについては、削減量ということで認められているところでござい

ます。 

 世界的にも、例えばブラジルのアマゾンでは、ＣＯ２を吸収して酸素を供給しているという

ことで、それについての権利を、今回のＣＯＰでもブラジルは主張したというふうに聞いてお

ります。そういったところで、世界的にＣＯ２の全体の管理の中で吸収量というのは計られて

いくのかなと思ってございます。 

 日本国内におきましても、先ほどＪ－クレジットの話をさせてもらいましたけど、太陽光発

電で削減している量だけじゃなくて、森林をたくさん持っている北海道とか長野とか、そうい

うところの吸収源というのも取引の一つの対象になるはずでございますので、板橋区がどれぐ

らい、みんなで寄り合わせてＣＯ２を削減できるかというのは、数字的には非常に難しいもの

がございますけれども、ただ、日光産の木材については一応試算の数字もございます。そうい

ったことも一方で吟味しながら、施策を考えていきたいなというふうに思っております。 

○伊香賀会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

 区民代表で今回からご参加いただいた森川委員、栁委員、もし何かご質問ございましたらお

願いします。 

○森川委員 森川でございますが、ありがとうございます。 

 お門違いの話になってはいけないし、具体的なことはまだよく理解できていないままの発言

をお許し願いたいんですが、板橋区の事務事業編のところで、区が熱心にやっておられる、そ

の目標も実現可能性を視野に入れてやるというような姿勢はとても評価できると思っておりま

す。 

 冒頭に、計画の目標のところに、区内の１事業者としてと書いてあるんですけれど、区の立

ち位置としては、こういった取組の見える化といいますか、区がせっかくこれだけの努力をし

ていることに関して、あるいは先進的な取組に関して、区民あるいは国民、あるいは消費者に、

その努力を見える化する努力というのが、どういう形になっているのか。 

 それから、その結果について、区民とか市民あるいは一般国民に対して、どういう形で、そ

の公開努力をしているのかというところが気になっておりまして、せっかくいただいた機会な

ので、そのことをお尋ねしたいと思います。 

 以上です。 

○長谷川環境政策課長 とてもいい質問をいただいたと思っています。 

 計画につきましては、策定した段階でホームページ等々でお知らせする予定でございます。 

 また、見える化の中で結果のお話もございました。毎年、進捗状況については報告してまい

りたいというふうに思っています。 

 こういった資源環境審議会、あるいは議会等の報告とともに、最終的には区民の皆さんに、

ホームページ等を通じて、具体的にこういう結果になりましたというお知らせもしてまいりた

いというふうに考えてございます。 
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 ご質問ありがとうございました。 

○伊香賀会長 栁委員、いかがでしょうか。 

○栁委員 色々な話を聞いて、本当に具体的なことは、まだ把握していないんですけれども、

１つ教えていただきたいのが、温暖化の原因になるＣＯ２と言われていますが、その二酸化炭

素の空気中での割合ですね。そういう測量というのはやっているんでしょうか。 

 いつも一定ではないのは分かっています。時間帯によっても違いますし、季節によっても違

いますし、場所によっても違いますので、何とも言えないんですけれども、例えば、今、緑の

カーテンということを盛んに言われて、各家庭でもゴーヤを育てたりとか、そういう緑のカー

テンをやっているところありますね。 

 １つは、それは１つの具体策だと思うんですけれども、その場所での測量と、他の場所で、

やっていないところというのも違いがどうなのか。 

 それから、板橋区は、赤塚の方だとまだ森林が多いんですけども、中心部へ行くと大分森林

がなくなって公園があるぐらいですよね。そうすると、その場所によってもＣＯ２の割合が違

っているんじゃないかと思います。 

 そういう測定の結果、それを区民の皆さんに、どういうふうに伝えているのか。その辺が分

からないんで教えていただきたいと思います。 

○長谷川環境政策課長 大変、技術的に難しい問題もあるんですけれども、まず、大気中のＣ

Ｏ２の割合の話でございますけれども、様々な研究機関が大気中のＣＯ２の把握をしておりま

す。 

 日本におきましても、衛星いぶきが打ち上げられて、世界のＣＯ２の排出量の把握に貢献し

ているというふうに言われています。 

 そういった科学的、技術的に非常に高度なものから、今、委員がおっしゃっていた身近なと

ころまで、様々なレベルでの数字があるのかなというふうに思ってございます。 

 国際的には、そういった研究機関等々の数字を基に、今後の温暖化の予想等をしているとこ

ろでございます。パリ協定で言うところの、今世紀後半に温室効果ガス排出量ゼロというのは、

もともと産業革命以降の気温上昇を２℃。できれば１．５℃以下に抑えるためには、どうしな

きゃいけないかということで、ＣＯ２を抑えなきゃいけないという、そういった論理立てにな

っています。 

 板橋区の身近な環境の中のＣＯ２の割合がどうだというのは、地球環境の変動のところが、

どう影響を与えているのか分かりづらいところがございますけれども、ただ、区民と話をする

中で、そういった面も今後考えていきたいと思います。 

 ちなみに、先ほどのＣＯ２の植物の吸収の話がございましたけれども、多年草はともかくと

して、緑のカーテンは大抵１年で実がなって、なくなってしまいますので、最終的には植物が

枯れるなどしてＣＯ２として大気に出ていってしまう。 

 焼却しないまでも、例えば、発酵することでもガスが出てきますので、そういったことで、

いわゆる樹木となって、木材として炭素が固定化した段階で、ＣＯ２削減となるんですけど、

多年草は分からないんですけど、１年草については、１年単位で見ると、ＣＯ２が夏の間は吸

収しても、最終的に冬の間に出てしまえば、ＣＯ２の削減には余り貢献しないのかなと思いま

す。 

 ただ、緑のカーテンは、ＣＯ２の削減というよりは夏の期間のヒートアイランド現象の緩和
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に役立つと考えています。建物が太陽光にさらされて熱くなっていくということに関しては、

色々な例がありますけど、例えば本庁舎で温度を測ったところ、壁面が緑のカーテンがあると

ころとないところで６、７℃の差がある。建物を温めるのを防ぐという、そういう効果がある

というのは確認しています。そういったことで、ヒートアイランド現象には非常に有効なのか

なと思います。 

 そのほか、打ち水であるとか、区民の皆さんが関われるような、そういったことも含めて、

こういうところに効果があるんですよというのが分かりやすい形で、もし、そういう盛り込む

ことができたら、今後検討していきたいなというふうに思います。 

 ご質問ありがとうございました。 

○伊香賀会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

 まだ、ご発言いただいていない方もいらっしゃいますが。 

 じゃあ、お願いいたします。佐藤委員。 

○佐藤委員 それでは、少しだけお話ししたいと思います。 

 先ほどの吉田委員の質問のところでのお答えで、３ページの事務事業編のところです。脱炭

素に向けた取組で、東京電力以外のところから調達することで減らしていくというような話が

あったので、非常に消極的だなという気がしたんで、もっと積極的に脱炭素に向けた主体的な

動きというのをやった方がいいんではないかなということで、２つ言いたいと思います。 

 １つは、スマートシティを推進していくというのがあって、たしかスマートシティの募集を

去年、一昨年ぐらいにやって、１つだけ、たしか採用になったかなと思うんですけど。 

 要するに予算がかかる、補助金が欲しいというようなものは、ほぼ全部検討から外されちゃ

って通らなかったというような気がしていたものですから、民間企業にはお金を投資すれば３

年、５年でペイできる環境施策がありますよと言っておきながら、板橋区自体は予算がかかる

提案はなしというふうな、排除していたというのは、あれかなと思ったので、そういったとこ

ろも、もしかしたら積極的に取り入れていけば、この３４％削減というのに繋がっていくんじ

ゃないかなというようなことがしましたので、スマートシティでの提案を受けたものについて

も、実行できるものは取り入れて、この３４％削減というところに向かってほしいなという気

がしました。 

 もう１つは、主体的な取組として、ペーパーレス化がこれまでもずっと言われていたのに、

なかなか進んでいないという気がしています。多分、庁議ぐらいですかね、ペーパーレス化を

やっているのは。 

 ですので、今日だって、多分、１４、５枚の紙があって、庁内では多分、皆さん１人１台パ

ソコンを多分持っていますよね。そのノートパソコンをここに持ってくればいいじゃないです

かというのが、私の思いなんです。 

 そうすれば、理事者側だけでも、２００枚ぐらい紙の削減になりますし、我々にとっても、

例えば、三日前ぐらいまでにデータをもらえれば、自分でノートパソコンを持ってこいと言わ

れれば持って行きますし、全員が持ってこられないとしても、事前の出欠等の段階で、ノート

ＰＣを持ってこられますかと聞いていただければ、事前資料を持ってくるというようなことで

削減すれば、この部屋だけで、この会議だけで、多分３００枚、４００枚、すぐ紙の削減なん

かできちゃうと思うんですよね。 

 そんなことを、もっと積極的な削減に向けた、脱炭素に向けた取組というのを具体的に考え
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ていただけるといいなという気がしました。 

○長谷川環境政策課長 ご質問ありがとうございました。 

 まず、スマートシティ推進協議会で昨年認定された、めぐるでんきさんとは、今、いろいろ

と協議しているところでございます。区の施設の建物の屋上に、めぐるでんきさん側の費用負

担で太陽光パネルと蓄電池を設置できないかとか、あるいは、ＣＯ２を削減するための、そう

いった排出係数の少ない電力を導入できないかということで、現在、具体的な施設も含めて検

討しているところでございます。 

 新年度についてはそういうことで、少しはそういった連携事業ということで、皆さんにまた

ご紹介することができるのかなというふうに思ってございますので、今、関係者と協議中とい

うことでご理解いただければと思います。 

 続いて、ペーパーレス化のお話でございますけれども、委員がおっしゃっているとおり、区

としては庁議をはじめ、様々な検討会で今ペーパーレス化が進んでいる過渡期なのかなという

ふうに思ってございます。 

 私どもも、エコポリス板橋推進本部会議幹事会等々で、資料については、なるべく紙を使わ

ない形でできないかということで、事前の資料の送付については、電子メールに添付のファイ

ルを見てくださいということでやっております。 

 ただ、会議の席上で、まだまだ今回もお配りしているとおり、そこまで、まだ至っていない

というのが現実でございますので、これをさらに進めていく必要があるのかなというのは、思

いとしては認識が一致しているのかなと思ってございますので、色々と検討する課題はあると

思いますけれども、方向性としては今後、ペーパーレス化が中心とは言いませんけれども、一

つの核として、進めてまいりたいというふうに思ってございます。 

○伊香賀会長 よろしいですか。 

○佐藤委員 はい。 

○伊香賀会長 ちなみに国の審議会は今、タブレットを配って紙は配らないというのが大体の

審議会ですね。 

 ほかにいかがでしょうか。大体、意見が出尽くしたところでしょうか。 

 事務局から配っていただいた資料の中で、建築物省エネ法の改正。資料の存在だけご説明を

いただきましたけれども、私もこれの委員をしておりましたので、何点か補足だけさせていた

だけるとありがたいなと思います。 

 まず、国土交通省のプレスリリースというところで、先月２月１５日に建築物省エネ法の改

正案が閣議決定されて、今国会で審議が始まったところでございますが、そのポイントの中に、

オフィスビル等に対する措置と、マンション、それから戸建というのがございます。 

 特に板橋区民に大きく関係するところが、今まで、大きなマンションについて、省エネ基準

の適合義務、まずは届出義務を適合義務に上げていくということと、戸建については大手の住

宅供給者の建売住宅だけが新築時の適合義務の対象だったのを、注文住宅とか、あるいは賃貸

アパート、全ての住宅に対して、設計した人が建築主に説明することを義務づけるという、少

しは進んだ改正案になっているというのがポイントになっています。 

 それから、財政措置についてご意見がありましたけど、次世代住宅ポイント制度の概要とい

う、来年度１，３００億円の予算要求になっていますけれども、表面の方ですが、「環境」、

「安全・安心」、それから「健康長寿・高齢者対応」、それから「子育て支援、働き方改革」
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に資する住宅の新築やリフォームに対してポイントを付与するということで、先ほど来、断熱

改修とか断熱強化の話がありましたが、裏面に、具体的に上限３０万ポイントとか、比較的獲

得しやすい、区民の方もこういったものを利用できるというのも、国としては予算要求中とい

うことでございます。 

 当然、これ以外にも様々な補助金がたくさん用意されて、パリ協定を守るという点では、区

の施設にもかなりの補助がつく制度があるということでございます。 

 それから、長谷川課長のお答えの中で、ＷＨＯ、世界保健機関のお話がちらっと出て、多分、

余り細かくはおっしゃらなかったんですが、昨年の１１月に、ＷＨＯが住宅と健康に関するガ

イドライン、冬は最低でも１８度を保つように生活しましょうというのが、これは強い勧告で、

世界の各国に対してです。 

 それから、そのために実は、暖房だけして暖かくすると当然ＣＯ２が増えることにもなりま

すので、断熱の強化を新築時、それからリフォーム時にすることを条件付で勧告するというこ

ととか、あと、夏の熱中症対策。特に住宅で高齢の方が熱中症で救急搬送されるということが、

昨年の日本でいうと９万５，０００人の熱中症救急搬送のうち、４割は住宅の中で熱中症にな

って救急搬送されていますので、そういうこともＷＨＯが勧告を出したところということで、

板橋区が今回策定する計画の中でも少し参照していただけるといいのかなと思ったところでご

ざいます。 

 それでは、追加のご意見がないようでしたら、皆様に本日いただきましたご意見を参考にし

ながら、板橋区地球温暖化対策実行計画の策定に努めていただきたいと思います。 

 次に、報告事項について、事務局よりお願いいたします。 

○長谷川環境政策課長 それでは、次回の環境審議会の予定でございます。 

 前回１０月に開催いたしましたけれども、次の開催についても、今年の１０月ぐらいになる

のかなというふうに思ってございます。 

 計画の進捗状況に合わせて、皆様方にスケジュールを早目、早目ということで、ご連絡申し

上げたいと思いますので、追って、ご連絡を差し上げたいと思います。 

 それでは、事務局からの予定は以上でございます。 

○伊香賀会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対して、ご質問はございますでしょうか。予定のご説明ということです。 

 ないようですので、以上をもちまして、第５０回資源環境審議会を閉会いたします。 

 皆様お疲れさまでした。 

 それでは、事務局へマイクをお返しします。 

○長谷川環境政策課長 伊香賀会長、ありがとうございました。 

 委員の皆様、本当にたくさんの意見をいただいて、本当にありがとうございました。 

 本日は、これで全て終了でございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

午前１１時４０分閉会 


