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1
資料
2-2

Ｐ2

将来像の図ですが、区民、事業者、区の取組が、
一体となって将来像が実現するというイメージが
弱いように思います。区民の取組、事業者の取
組、区の取組の枠（現在角丸の四角）を円にして、
互いに重なり合うように描くなどして、３者の取組
が一体となって進んでいくようなイメージの図とし
てはいかがでしょうか。

資料2-3のＰ12の将来像の図も含めて、改善に向
けて検討してまいります。

2
資料
2-3 P2

　「本計画で対象とする温室効果ガスの概要」の表
があると読み手に取ってとっつきにくくなるので、
資料編に回した方が良いと思います。

資料編の資料１　「１　地球温暖化の仕組み」の後
半に移動する方向で検討いたします。

3
資料
2-3 P4

　「コラム１　国連気候変動枠組条約第24回締約
国会議（ＣＯＰ24）への参加」のコラムも付加価値
が少ないので、資料編に回した方が良いと思いま
す。本文はできるだけ的を絞ってページが少ない
方が、区民にとっては理解しやすくなると思いま
す。

資料編の資料１　「３　区の取組」に移動する方向
で検討いたします。

4
資料
2-3

P8～
P10

本文「このうち、板橋区において、重要と考えられ
る分野・項目や「重大性」、「緊急性」、「確信度」が
特に大きい、または高いと評価された分野・項目と
その影響について抜粋しました。」および表「気候
変動による影響評価」について
これらは資料編に回して、ここでは板橋区にとって
ハイライトすべき代表的なリスクと影響について、
いくつかわかりやすく文章で示した方が良いと思
う。

Ｐ11に一部記載していますが、洪水や熱中症につ
いてハイライトするようにして、そのリスクと影響を
紹介するようにいたします。
表については、資料編の資料１　「１　地球温暖化
の仕組み」の後半に移動する方向で検討いたしま
す。

5
資料
2-3 P11

本文の一部「また、近年、自社が関係するサプライ
チェーンやバリューチェーンの脱炭素化を目指す
企業が現れています。これらの企業では、取引条
件に再生可能エネルギーの利用等を求めてきて
おり、対策をしないことがビジネス機会の喪失のリ
スクとなっています。」について
記載位置を本文後半部分へ移す。

P11の本文については、新型コロナウイルス感染
拡大の影響も加筆する方向で考えているため、そ
の中で併せて当該箇所の記述の最適な位置を検
討いたします。

6
資料
2-3

P12

内容が十分精査されていないため、判断しようが
ないところもあるが、１）～３）の重要な点について
の確認が無い限り、了承できない。
１）計画の将来像について
　「気候変動に対応し、地域とともにつくる脱炭素
社会」とある。これは地域循環共生圏の考え方等
でよく使われている表現だが、板橋区の文書とし
ては、何を「地域」と指しているのか明確ではな
い。自治会等の区内コミュニティあるいはより小さ
い単位を指しているのであれば、そう明示してほし
い。「地域とともに」という書きぶりからはそう捉え
ているようにうかがえる。
一方、政府の文書で用いられているような市区町
村という文脈で、板橋区内の活動を一体化した、
いわゆる「オール板橋」的なことを意図しているな
らば、それを強調してほしい。
いずれにせよ、ここで「地域」という表現を用いるの
は不適切だと感じる。

計画の将来像については、区はもとより、板橋区
域内の区民や事業者、団体など、2050年の脱炭
素社会の実現に向けて取り組むべき各主体を総
称して「地域」と表現したものですが、さらにブラッ
シュアップしてまいります。因みに、現行の板橋区
地球温暖化対策実行計画（区域施策編）における
望ましい都市像は、「地域とともに低炭素社会をき
ずく～環境‘協創’都市　板橋～」となっておりま
す。
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7
資料
2-3

P12～
P16

将来像の設定と目標・施策体系については概ね
適切であると考える。
2020年初頭からの新型コロナウイルスの世界的な
大流行を受けて、人為的な活動による地球環境へ
の過剰ストレスが人類の生存及び社会経済活動
にもたらすリスクの高まりへの注目が集まってい
る。気候変動に対する緊急かつ大規模な行動の
必要性を、今一度こうした文脈の中で位置づけ、
区民・事業者・区が果たすべき役割をより明確化
することで、より参加型で実効性のある計画となる
可能性がある。
気候変動リスクと感染症リスクの「発生確率」と「影
響の大きさ」に着目した比較については、『グロー
バルリスク報告書2020 年版』中の図「2020 年の
グローバルリスクの展望」などが参考となる。
https://www.marsh.com/jp/ja/insights/research/
global-risks-report-2020.html
file:///C:/Users/otsuka/Downloads/wef-global-
risks-report-2020-global-riskslandscape.pdf

新型コロナウイルスのパンデミックを受け、アフ
ターコロナ、withコロナと言われる今後の社会にお
いて、人類や文明にとってのもう一つの危機であ
る気候変動に対して如何に取り組んでいくべき
か、計画にも盛り込めるよう検討してまいります。

8
資料
2-3

P16

内容が十分精査されていないため、判断しようが
ないところもあるが、１）～３）の重要な点について
の確認が無い限り、了承できない。
２）削減目標について
実務上の状況は理解するが、計画目標を示さない
段階では、施策体系と取組について充分であるか
を判断することはできない。だから、これを了承す
ることはできない。

計画目標については、骨子の段階ではお示しでき
ませんでしたが、７月以降にお示しできると考えて
います。
2050年に二酸化炭素排出量の実質ゼロをめざす
中で、2025年の計画目標が実効性のあるものとな
るよう、施策体系と取組についても、さらに検討を
深めてまいります。

9
資料
2-3 P16

削減目標は、P11にある「産業革命前から今世紀
後半までの気温上昇を1.5℃に抑えるための緩和
策に加え・・」という表現と関連させるべき。

資料編の資料１　「２　地球温暖化対策に関する国
際動向」にある「表　パリ協定の概要」のとおり、パ
リ協定では平均気温の上昇を1.5℃に抑えるため
の目標として今世紀後半に温室効果ガスの排出と
吸収のバランスをとる（実質ゼロ）こととしており、Ｐ
１１の記述はこれに準拠しています。
この旨、Ｐ16の削減目標の説明にも追加したいと
考えています。

10
資料
2-3 P16

削減目標は、2050年ゼロからのバックキャストで
何％削減が必要かを考慮して決める必要がある。
その際には、電気の排出係数低減による削減分
を考慮すること。

現在精査しております。
対応するよう検討いたします。

11
資料
2-3 P17

ごみの減量については、「ごみの減量・適正リサイ
クル・コンポスト化」などの項目として、廃棄物に関
する減量以外の取組の効果を意識できるようにす
ることが好ましい。（P17、P19）

検討いたします。

12
資料
2-3

P17～
18

P19～
20

将来像の実現に向けた取組について
区民の取組として、従来の「こまめに電気を消す」
などの行動から「再エネの購入」、「新築時・改築
時の省エネ・ZEH 投資」などの本質的な取組に推
奨項目が移ったことを大きく評価する。（P17-18）
事業者の取組についても同様。（P19-20）

より良い計画となるよう、さらに検討を重ねてまい
ります。

13
資料
2-3

P17～
20

　「取組、取組メニュー」の表について、施策の羅
列であり、優先順位が不明。それぞれの削減効果
を定量的に示すか、特に効果的な施策を具体的
に説明し、示すべき。IGES1.5度レポートは参考と
して活用できると思います（現在、空欄の施策が
しっかり書かれれば問題ないのかもしれないです
が）。

空欄になっている施策の記載も含め、効果的な施
策を示していけるよう、検討してまいります。
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14
資料
2-3

p17～
p18

区民の取組として、「1. 環境に配慮したライフスタ
イルの実施」と「2. 環境に配慮した住まいづくり」が
挙げられていますが、いずれも、区民が個人として
取り組む内容で、区民が協働して環境に配慮した
まちづくりに取り組む活動が十分に反映されてい
ないのではないかと思います。「板橋区環境基本
計画2025」においても「パートナーシップが支える
まちの実現」が基本目標として掲げられており、
「区民協働による環境まちづくりの推進」というよう
な視点があっても良いのではないでしょうか。

対応できるよう検討いたします。

15
資料
2-3

P17～
P20、
P27～

28

これらの取組メニュー（P17-20）については、それ
ぞれのカテゴリーにおいて取組効果の大きいもの
から順に並べるなどの工夫ができると、さらに良
い。
同様に省エネ対策事例（P27-28）についても、原
典を加工するなどして、削減効果の大きいものか
ら順に並べて示すなどの工夫ができると、さらに良
い。

工夫するよう検討いたします。

16
資料
2-3

P17～
P20・
P23

背景をコンパクトにまとめ、身近に起こりうるリ
スクに複数ページを割いた構成でわかりやす
いと思う。しかし、具体的な取組を示す本編第
3章の内容が気候変動の緩和策に重点が置
かれており、適応策についての記述が少ない
と感じる。
緩和策は区の取組として位置付けられている
が、区民や事業者の取組（例えば、グリーン
カーテンや雨水貯留の導入、ハザードマップ
をチェックするなど）も必要ではないだろうか。
そして、その取組を区が支援するという位置
付けで23頁の区の基本方針Ⅴを記載してみ
てはどうだろうか。
骨子案としては了承するが、上記改善を検討
してほしい。

改善に向けて検討してまいります。

17
資料
2-3 P19

事業者の省エネルギー行動（P19）では、都の
キャップ＆トレード及び報告書制度（P47）への積
極的参加を推奨するなど、都と区による一体的な
取組メニューの提案が望まれる。

検討いたします。

18
資料
2-3

p19～
p20

事業者の取組としても同様に、地球温暖化対策を
ビジネスチャンスとして、スマートシティ型の環境
配慮型事業を振興するというような視点があって
も良いのではないでしょうか。

対応できるよう検討いたします。

19
資料
2-3

P21～
23

内容が十分精査されていないため、判断しようが
ないところもあるが、１）～３）の重要な点について
の確認が無い限り、了承できない。
３）取組について
具体的な内容について触れられていないが、枠組
を見る限り、現在の計画における記載と大差ない
ように見受けられる。繰り返しとなるが、それで十
分であるかどうかについては判断できない。
また、パリ協定やSDGsを十分考慮に入れるので
あれば、より包摂的な取組が求められる。市民と
の協働だけでなく、住民の行政参加（事業提案制
度の制定など）や脆弱性を意識した取組、事業者
の社会貢献など、過去の計画策定時のように単純
に「区」「区民」「事業者」と分けられるような情勢で
はないと考える。

パリ協定やSDGsを十分考慮に入れ、より包摂的
な取組が盛り込めるよう検討してまいります。
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20
資料
2-3

P21～
23

私は、「NPO法人センスオブアース」に属しており、
年間40～50回小中学生を相手に授業をしている。
①「食べ物はどこから」（小学高学年）
チラシを見て、普段食べているものはどこから来て
いるのかを調べる。日本全国各地から、そして海
外からも来ていることがわかる。
それらを輸送するのに大量のCO₂を出している。
→環境に良くない。
そこで自分の住んでいるところに近いところで作っ
たものを食べるようにしようと話しかけ、地産地消
を勧めている。

都市農業を所管する部署と調整し、地産地消に関
する施策を検討します。

21
資料
2-3

P21～
23

②「50年後の板橋を考えよう」（中学生）
　はじめに100年前の板橋区の気温の変化を見
せ、今後どうなるかを考えさせる。
⇒もっと温暖化が進む……（略）
最後に、50年後はどんな街にしたいか、夢や希望
を考えさせる。
→そのための自分の課題を見つけさせる。
→今の生活で実行できることは何かを見つけさせ
る。
以上のように、我々大人だけでなく、未来を担う子
どもたちにも意識付けをしたいと考えている。

より低年齢の子どもたちにも環境教育を提供する
機会を増やしていくなど、未来を担う子どもたちへ
の意識付けに資する施策を検討してまいります。

22
資料
2-3 P22

「基本方針Ⅲ　エネルギーの効率的な利用と環境
産業の発展」について。
「基本方針Ⅰ　区民の取組への支援」や「基本方
針Ⅱ　事業者への支援」に同じ内容が含まれてい
ると思うのだが、ここで別立てにする意義が分から
ない。環境経営の促進や環境産業の振興も「事業
者への支援」に含まれるのではないかと思う。

施策体系と取組についても、さらに精査しブラッ
シュアップしてまいります。

23
資料
2-3 P22

「基本方針Ⅳ　クリーンで快適なまちづくり」につい
て。
「区民の取組への支援」、「事業者の取組への支
援」と、「区の取組」という３分類ではないでしょう
か。その際、板橋区地球温暖化対策実行計画（事
務事業編）の内容も取り入れて示すことが必要だ
と思います。その上で、ここに書かれているインフ
ラ整備やごみ関係の記述も含めては如何でしょう
か。

施策体系と取組についても、さらに精査しブラッ
シュアップしてまいります。

24
資料
2-3 P25

コラム４「省エネを自動化しよう」　について。
「区民の取組への支援」の中で、省エネと関係す
る部分に置いた方が良いと思う。

対応するよう検討いたします。

25
資料
2-3

P25、
P26

P48～
49

全体の構成が良くなり、読みやすく理解が得やす
く感じる。コラム4、5の差し込み、ゼロエミッション
東京戦略の挿入も良い。

引き続き、読みやすい計画となるよう検討してまい
ります。

26
資料
2-3 P26

コラム５「地球にやさしい電気を選ぼう」について。
「区民の取組」の、電気の選択について記述した
施策のところに置くべきだろう。

対応するよう検討いたします。

27
資料
2-3

P27、
P30

「 （１）区民（家庭）の省エネ対策事例」について。
「区民の取組への支援」のところに置くべきではな
いか。
「 （２）事業者の省エネ対策事例」について。
「事業者の取組への支援」の部分に記載すべきで
はないか。

対応するよう検討いたします。

28
資料
2-3 P31

コラム７「 地球温暖化に関する緩和策と適応策の
相乗効果～緑のカーテン～」について。 
「区の取組」の部分に置くべきではないか。

対応するよう検討いたします。
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29
資料
2-3 P33

コラム８「再生可能エネルギー機器の導入ポテン
シャル 」について。
「区民の取組への支援」の、屋根置き太陽光の促
進に関する記述のところに置くべきではないか。

対応するよう検討いたします。

30
資料
2-3 P56

（２）温室効果ガス総排出量　8行目　HFCsに関し
て、[変更案]の例示
「[近年、HFCs]ハイドロフルオロカーボン類は増加
傾向にあ[るため推移を見守る必要はあ]ります
が、[このガス]二酸化炭素を含む[温室効果ガス総
排出量]その他のガスは概ね[近年]減少傾向にあ
ります。
理由：板橋区の温室効果ガスの総排出量は、本
文P56記載のデータによると、独りHFCsのみが増
加しており、36.0％増と顕著である。このことは今
回、論考しないで済ませられる状況下にはないと
思われる。（量的には小さいので、骨子案での表
現にとどめる扱いにしたのだとは思う。）少なくとも
この報告書でも注視している姿勢は示す必要があ
ると思料する。
報告書に記載することによる意義：わが国ではこ
の種のガスの放出規制の扱いは（国の責任にお
いて）事業者による回収にかかっているという建て
つけになっている。（はずである。）　（国の指導に
より）我が国の政府および業界団体が既に取り組
んでいるこの世界的な自主的ルール※をこの【中
間のまとめ】に記載することにより、当審議会はこ
の問題を注視していること、区民に区政の姿勢を
アピールすることができることのほか、区内事業者
に対しては新たな負担を強いるのではなく不断の
努力として自主的ルールに則った扱いを引き続き
努力するよう注意喚起的な意味合いを持たせた呼
びかけとして位置付けられる。

対応するよう検討いたします。

31
資料
2-3

計画本編が大幅に削減されたように見えるが、ま
だ区の取組（施策）の施策が作成されていない。だ
から、今後頁数が大幅に増えるのならば、全体の
頁数を減らすことが必要だと思う。

区の取組（施策）の分量としては、20～30ページ程
度を予定していますが、引き続き、読みやすい計
画書となるよう工夫してまいります。

32
資料
2-3

計画の全体構成について
計画の目的、将来像と計画の目標、具体的な取
組の例、区民・事業者・区の役割分担などが体系
的に示され、全体としてバランスの良い構成だと
考える。より多くの情報を共有するために「資料
編」を設けたことも評価される。
区の取組（施策）や重点施策などの、今後作成予
定箇所については、計画の目的・目標を達成する
上での重要な要素となるため、今後の丁寧な作り
込みに期待する。

今後作成を予定している箇所についても、丁寧な
作り込みとなるよう努めます。


