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午後３時開会 

○環境政策部長 皆様、大変お待たせいたしました。環境政策部長の〇〇でございま

す。定刻になりましたので、事務局より御案内を申し上げます。 

 開会に先立ちまして、副区長から御挨拶を申し上げます。 

○副区長 皆様こんにちは、副区長の〇〇でございます。ことし初めてだと思いますの

で、明けましておめでとうございます。環境審議会の開会に当たりまして、一言御挨拶を

させていただきたいと思います。 

 本当にお忙しい中、大勢お集まりいただきまして、ありがとうございます。まずは、約

１年にわたって御議論いただきました環境基本計画ですが、一昨年11月に諮問させていた

だいて、昨年12月まで、本当に熱心に御議論いただきまして、本当に細かいところまでい

ろいろ御示唆をいただいて、12月に〇〇会長と〇〇副会長から、区長に答申ということ

で、直接お渡しいただきました。私も同席いたしましたけれども、きのう区議会委員会に

報告いたしまして、これから開かれます第１回定例会の中で御議論されることになろうか

と思います。その議論を踏まえまして、年度内に計画として成立という運びになろうかと

思います。まずは計画ができて、その先、それを実現することが何よりも重要だと思って

おりますので、推進体制の中に記載していただきましたけれども、進行状況についてはし

っかりチェックをしていただきながら、私どもとしては、環境政策をぜひ前に進めていき

たいと考えております。気候変動等、環境も大きく変化しておりますし、また、技術も大

きく変化しているということで、その大きな流れにちゃんと追いつきながら、先を行くよ

うに努力をしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 本日の議事でございますが、環境配慮制度対象事業の４件について協議状況の御報告、

そして、環境配慮制度の評価算定書改定に係る審議事項でございます。忌憚のない御意見

をお願いしたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

○環境政策部長 それでは〇〇会長、開会、議事進行をお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。平成２年第１回環境審議会でございます。ことしも頑

張っていきたいと思います。 

 きょうは今までと異なりまして、環境基本計画に関する審議がずっと続いておりました

けれども、今回そういった諮問事項がありませんので、実際には１つだけ、建築物に係る

環境配慮制度について議論するということであります。メーンは資料２ですけれども、評

価算定書の改定について、後で事務方から改定の提案があると思うのですが、その前に個
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別の事例４つについて、開発する事業者と、それを監督する立場の環境保全課と、現行の

制度に基づいて調整してきた経緯の報告があるということです。この報告を聞いて、この

制度はこういうところがまだ至らないのではないかとか、直したほうがいいのではないか

と思われることを、今までも積み重ねてきたかと思いますが、きょうもまた改めて積み重

ねていただいて、それを踏まえてこの制度の改正を御議論いただくことになると思いま

す。 

 ポイントですけれども、きょうは個別の事例から先に始めるということですから、従前

の制度、現行の制度に基づいた調整の結果ということです。そこから始めるわけですが、

その前に、特に議事次第には入っておりませんけれども、もしよろしければ環境保全課長

から、環境配慮制度とはどういうものかを……。資料２の頭に書いてあればよかったんで

すけれども、必ずしもずばりではなく、どこを変えるという話で始まっているので、そも

そもこれは何なのという議論がわからないまま始まってしまうといけないと思うのです。 

 私の理解するところは、御案内のとおりでございますけれども、建築物の規制につい

て、日本の建築基準法というのは、外国に比べますと規制としては大分緩いと言ったら変

ですけれども、そうじゃないと建築させないぞという強引なものではなくて、基本的には

日本の土地所有権は非常に強いので、建築自由、それに対して建築確認を与えるという形

で構成されていますので、それを補足する条例があったとしても、そんなに強いことは言

えないということです。 

 かねてはいろいろ、こういうふうな環境対策をとったらどうですかということで、区か

ら条例に基づくお願いを建築主にしてきた。でも、それでは、ただお願いして、相手が言

うことを聞いてくれればそれでいいけれども、言うことを聞いてくれない人もいるという

ことになってしまうので、こういうことをお願いすべきではないかということで、いろい

ろとやるべきことを書き、かつ、区としてはここまでやってくれたら褒めますよというこ

とも明らかにした制度をつくったということだと思うんです。 

 そういうわけですので、単なるもう一声というようなお願いベースではなくて、こうい

うふうにしたらいいんだよという仕組み。ただし、それは相手があることでございますの

で、嫌だよと言われればそれまでですけれども、そういう仕組みとしてこの制度が設けら

れたと私は理解しますが、もうちょっと詳しいことを課長から、まず個々の事例の説明に

入る前に、この制度全般について趣旨を説明していただけますか。 

○環境保全課長 環境保全課長の〇〇でございます。 
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 今、会長からございましたお話についてです。世田谷区の環境配慮制度、細かくは後ほ

ど東京都と比較しながらお話ししようかと思っていたんですが、違いがわかりやすいとこ

ろで、お手数ですけれども資料２－１、横書きで東京都との比較になります。これは特徴

的な部分だけを抜き出して書いているつもりでございます。 

 制度のあらましは、今、会長がおっしゃったとおりで、現実的に対象者の事業者に対し

て、条例の上ではお願いというか指導する立場で今取り組んでいるんですが、法的にこれ

がないと建てさせないよというような性質のものではございません。きょうも御説明しま

すけれども、毎年改定するのも、今、環境政策というのは目まぐるしく変わっていまし

て、そういったものを取り入れやすいように、御審議をいただいた上で、毎年微調整をし

ながらこれまで進んでまいりました。 

 資料２－１の表を見ていただくと、世田谷区の場合は、概要の黒ポチの３つ目、手続の

部分がかなり大きく違います。基礎自治体である世田谷区、我々部署が事前の協議を事業

者とすることと、それから周辺住民への説明がかなり特徴的な仕組みだと思っています。

というのは、区民の方々が、区役所を通して事業者の仕事に対して意見を言う場所がなか

なかないのも実情でございます。環境のことについては、特に周辺住民の方々に大きな影

響があることも考えられますので、意見を吸い取って、どういった評価を受けてというこ

とを事業者に自覚していただき、我々の施策も理解していただくためにも、かなり効果的

なことだと思っております。 

 中で、これも後ほど説明しようと思っていたんですが、防災対策というのは、東京都と

同じような制度があるんですが、ちょっと毛並みが違いまして、防災対策については世田

谷区独自の視点を持って進めてきております。環境配慮をするという意味合いをすごく拡

大的に捉えた部分もございますが、現実的に危機が訪れたときに、この建物はどういう対

策をしているかを周辺住民に知らせる意味合いも兼ねて、こういうことをしております。 

 東京都と建物の規模が全然違いますので、東京都のほうは地域冷暖房システムとか、大

きないろいろな建物へ熱源供給をするような仕組みとか、そういった機会が多いんです

が、世田谷区はどちらかというとマンションが特徴的に多いので、そういった際に環境面

について考えていただく。商売でやっていることではございますが、利益ベースだけでは

なくて、周辺住民に対して、もしくは地球環境に対して意識が高い条例をつくっておりま

すので、今回も議論していただきますが、そういった制度の中で後押しをしていただきな

がら、事業者に対して理解を求めていく形になってございます。簡単ですけれども、これ
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が環境配慮制度の御説明になります。 

○会長 制度全般の説明はそういうことです。今少し踏み込んで御説明があったかと思

いますけれども、これは建築確認を出すとか出さないとか、建築をしていい、いけないと

いう制度ではなくて、事業者に対してアドバイスということだと思うんですけれども、も

う１つは、環境面を広く捉えていますけれども、防災といったものまで入れた環境面での

仕組みということです。 

 ほかにもいろいろな仕組み、いろいろな観点から、建築物なり開発行為に対して、単に

国の法律に基づく規制なりコントロールを加えるだけでなくて、条例に基づいて、あるい

は条例以外のこともあるのかもしれませんけれども、開発行為について意見を言うという

ものはあると思いますが、この環境審議会の担当でいいますと、今出てきた自然エネルギ

ーとか、みどりとか、防災とか、そういうようなものを関心事項として審議をするという

ことであります。 

 念のためですが、これは私からの質問ですが、審議会の人としては、この報告を聞い

て、これは報告事項ですから聞いて意見を言うだけですけれども、もし制度の趣旨から照

らして環境という観点から見て、これはけしからんなと、ちょっと手抜きじゃないかと思

ったときはどうしたらいいんですか。恐らく要綱には書いてあると思うんですけれども。 

○環境保全課長 仕組みとしては、こちらで諮問することもできますし、基本、今まで

上げてきたもので審議会で御意見をいただいたものは、必ず事業者にお伝えをしていま

す。事業者も、竣工したときに、その当時の環境制度だとこうでしたという御報告なり御

意見なりを伺える機会は持ってございます。 

○会長 わかりました。要するに、ここでただ聞きおくだけではなくて、皆様方が感じ

たことについて、これは制度に照らすとこんなふうじゃないんじゃないのとか、こうした

ほうがもっといいんじゃないのということがあれば、それを事務局が伝えてくれるという

ことです。 

 諮問というのは、もし区長が、これはちょっと明らかにおかしいと、環境審議会の意見

を聞いた上ですが、恐らくその建築物について、区長として、法令は超えてはいますが、

何か意見を言うというようなことで事を構える場合には、審議会の意見を聞くために諮問

されることもあるというような制度であると承知をしております。そういうわけで、聞き

っぱなしではございませんので、心して聞いていただければ。 

 また、今回は今の制度に基づく調整状態になるわけでありますけれども、それではよく
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ないなと思えばその制度を変えればいいわけでありまして、きょうは、現実の制度に照ら

した個々の建築物の取り組みがいいのかどうかに加えて、それを判断するための物差し自

体を変更できるめずらしい機会なので、ぜひ奮って御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは例題が４つですね。時間がありますから、もしよろしかったら１個ずつ刻んで

議論しましょうか。よろしくお願いします。 

○環境保全課長 それでは、資料１をごらんください。きょうは４件でございます。 

 まず１は、事業名、（仮称）世田谷区本庁舎整備工事です。 

 表紙に概要がございます。敷地面積約２万1989平米、建築面積約１万3762平米、延べ床

が７万2075平米、階高は東棟で地上10階地下２階、最高高さが44.5メートル、西棟で地上

５階地下２階、最高高さ25.5メートルでございます。用途といたしましては、庁舎・区民

会館（既存）でございます。 

 従前の敷地利用は本庁舎、区民会館、ノバビルでした。 

 年間一次エネルギー使用量は、平成30年度の実績でございますが、全部で６万6405ギガ

ジュール、平米当たりにいたしますと1558メガジュールでございます。計画建物は全体で

６万4140ギガジュール、平米当たりに直しますと920メガジュールとなっております。Ｂ

ＥＩ、省エネルギー性能指数ですが、0.6でございます。 

 次に、環境配慮項目・配慮内容について御説明いたします。一番上の良好な風景の形成

ですが、３ページをごらんいただけますでしょうか。白黒でわかりにくくて申し訳ありま

せんが、中庭を中心に、それぞれの建物の２階テラスをリング状につなげて、リングテラ

スというものを計画してございます。これにより、区民の活動が風景として広場に展開す

ることで、にぎわいを創出する狙いとなっております。また、建物の３階以上をセットバ

ックすることで、圧迫感の低減に配慮することや、広場中心の建物配置を踏襲し、地域コ

ミュニティーを醸成する交流の場として計画してございます。 

 次に、エネルギーの有効利用についてです。後ほど評価算定書と環境計画図にて説明い

たしますが、重立ったものについては、太陽光パネル60キロワットの設置、断熱性能が建

築物省エネ法誘導基準であることなど、記載のとおりでございます。 

 ユニバーサルデザインに関する配慮でございます。屋外空間を含め、誰もが歩きやす

く、車椅子等で移動がしやすいよう、段差のない動線や避難スペースの確保、手すりベン

チ等の設置を行うこととなっております。エレベーターも適切に配置しております。案
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内、誘導、位置のサインを適所に配置し、利用者がスムーズに施設を利用できる計画とし

てございます。案内の文字は多言語・ピクトグラムで表記し、誰にでもわかりやすい計画

としてございます。 

 みどりに係る環境の確保でございます。緑化率については、基準として28％以上確保す

るところ、35.45％ございます。さらに、高木・準高木の新植については104本、既存樹木

の保存・移植については89本の計画になってございます。主な樹種は記載のとおりとなっ

てございます。済みません、ここで訂正がございます。主な樹木のところで、新植「シカ

ラシ」は正確には「シラカシ」でございます。次も「アカラシ」と書いていますが「アラ

カシ」。逆になっていまして、済みませんでした。 

 災害の防止についてです。耐震について、免震構造の建物になっております。防災倉庫

については、東棟地下１階、西棟地下２階にそれぞれございます。災害トイレについて

は、東棟、西棟ともに地上階の各フロアに必ず災害トイレがある計画になっております。

また、災害時の水源となる防災井戸と非常用飲料水生成システムを西棟に配置し、非常用

発電機と蓄電池については、東棟、西棟それぞれの屋上に設置されております。また、災

害時に配管の破断が少ないと言われています中圧ガスを引き込んでおり、防火水槽も各棟

それぞれ100トンずつ配置する計画でございます。 

 資料左側、説明会での主な意見・要望でございます。風環境、レイアウト、工事、工

期、予算に関する懸念。容積率に余裕を持たせ、圧迫感も低減させるべき。みどり率をも

っと増やすべき。グリーンインフラは基本設計時よりよくなっていると感じるという御意

見がございました。 

 幹事会での主な意見でございます。地上部緑化の代替とする屋上緑化については、地上

部並みの植栽計画を行い、それに耐えられる土の厚さを確実に確保すること。保存する樹

木は将来健全に育成できるものを選定し、また、工事の影響を考慮し、樹木の育成に影響

のある障害物などにも配慮をしていただきたい。新たに植栽する場合も将来の健全な育成

を見越して計画すること。生物多様性、景観に配慮した在来種と園芸種のバランスのとれ

た緑化とすること。太陽光パネルについては、屋上緑化の日陰による発電量の減少に注意

して配置してください。また、緑化空間とのバランスを考えながら、可能なパネルの増設

を検討していただきたいという御意見をお伝えしております。 

 続きまして、次のページ以降に、まず予想図、外観パース、配置図、立面図等がござい

ます。 
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 ９ページは東棟地下１階平面図になります。図面の中央下の部分に、字が小さくて申し

訳ないですが、防災倉庫が配置されております。通りで言うと、Ｙ６－Ｙ７間、Ｘ９－Ｘ

10間の位置にございます。 

 続きまして、18ページはこの図面上で左下の部分になります。通りで言うと、Ｙ１－Ｙ

５間、Ｘ８－Ｘ９間が防災倉庫になってございます。これがちょっと図面でわかりにくい

のでお伝えいたしました。 

 続いて33ページが環境計画図で、環境確保項目と一部の地上部のみどりについて記載を

させていただいております。図面中央にあります西棟の中央、バッテンがついているとこ

は屋上の太陽光パネルの設置位置でございます。右側の建物、東棟の図面下側、そこにも

またバッテンがあると思いますが、東棟の太陽光パネルの位置です。 

 図面左下の四角書きに、自然エネルギーの利用や省エネルギーについての記載がありま

す。これが区分１・２の後ほどの算定書の根拠になってございます。その案の下から３つ

目の黒ポチ、建物内のエネルギー使用状況や機器の運転状況を把握し、最適な運転制御を

行うためのシステム導入をＢＥＭＳの採用とみなして点数をつけてございます。 

 続きまして、34ページが植栽・屋上緑化計画図で、みどりについての項目を記載してご

ざいます。図面の左下、みどりの量として、緑化率は32％以上とし、みどりの基本条例基

準を４％以上上回る計画としてございます。それと、関東に分布する樹木の高木を極力配

置する、開花時期の異なる花木を選ぶことが記載されてございます。 

 また、図面の一番右上の四角にございますが、良好な既存樹をできるだけ保存する計画

になってございます。ちょっと見づらいですが、ここにはビオトープを、長細く真ん中に

ある西棟の屋上に設置してございます。屋上広場を環境学習の場とする計画になってござ

います。 

 それでは、35ページ以降の評価算定書を御説明差し上げます。まず区分１、自然エネル

ギーの有効利用についてです。延べ床面積が１万平米以上であり、太陽光発電設備60キロ

ワットの設置で６点をつけさせていただいております。各執務室でエコボイドを利用した

自然換気システムの採用で１点。合わせて７点で、星３つとなります。 

 区分２、省エネルギー対策についてです。断熱性能、省エネルギーシステムの導入につ

いては、全ての項目に点が入ってございます。電気自動車の充電用のコンセントの導入、

その下、コージェネレーションシステムの採用、高効率給湯器の採用、ＢＥＩ、省エネル

ギー性能指数が0.6ということでそれぞれ点が入り、合計15点、星３つでございます。 
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 次に36ページの区分３、みどりの保全・創出についてでございます。みどりの質の向

上、既存樹木、生きもの緑化の全ての項目に満点で点がついてございます。みどりの量に

ついては、緑化率が基準より４％上回っており４点、高木については基準どおりで１点、

これは採点２になると２点になります。全て合計すると８点となり、これも星３つとなり

ます。 

 区分４、災害対策です。先ほど災害対策は細かく御説明差し上げたので、これまでの内

容を採点し、合計で13点、星３つでございます。 

 37ページをごらんください。評価区分において、基準にない項目であっても、環境に配

慮し評価に値すると思われるものを記載してございます。 

 一番上が自然エネルギーの有効利用についてでございます。屋上に降った雨（東棟屋

上・西棟屋上）を集め、貯留し、雑用水として水洗トイレ、清掃等の用途（飲用以外）に

利用し、水資源の節約、効率的利用を図ってございます。 

 次に、省エネルギー対策は、トップランナー変圧器を採用して二酸化炭素の排出を抑

え、省エネ法特定機器として効率を高めた機器を使っているということでございます。 

 外壁ルーバーでございますが、執務室エリアで特に日光が入りやすい４階、５階は、窓

の外側にＶ型の縦ルーバーを配置し、日射負荷を低減してございます。 

 次にデシカントシステムの採用は、湿度と温度を分離制御する省エネ型空調システム

で、除湿剤をコーティングしたローターに空気中の水分を吸着させ、室内の環境向上を図

るシステムを採用すると伺っております。 

 オンデマンド空調の採用でございます。人など発熱体の位置を検知し、必要なときに必

要な場所に空調風量を供給することで、空調エネルギー低減に配慮をしてございます。 

 その他に、ＣＡＳＢＥＥ（建築環境総合性能評価システム）のＳランク相当を取得して

ございます。 

 50年以上、広場の風景として親しまれている区民会館を改修し、保存することになって

おります。 

 世田谷の地域風景資産として区民から大切にされているケヤキ並木の保存を計画し、北

側にもケヤキを新植することで並木の延伸を図り、連続性を確保することになってござい

ます。以上が本庁舎の環境配慮部分の御説明になります。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは議論を始めたいと思いますが、私もいろいろ細かいことで聞きたいことがある
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はあるんですけれども、その前に総括的に一、二聞いておきたいと思います。これは委員

の方々の共通認識ということですが、まず、そもそもこの庁舎を建替えることについて、

いろいろな審議が行われてきたと思うのですが、その中で基本構想みたいなものがまとめ

られて、これは今、実施設計の段階ですか、段階を経ていると思うのですが、今どの段階

にあるかが１つ。 

 それから、そもそも基本構想の中で、今ここで審議しようと思っている新しい庁舎の環

境の側面についてはいろいろな基本方針が決まっていたと思うのですけれども、どういう

ことを言われていたのか。こういう意図で設計をしたということを紹介していただけます

でしょうか。ただ、〇〇課長がいいかどうかがよくわからないんですね。お手盛りだと言

われるとそういう批判があるのかもしれませんが、〇〇課長は、この建築物にけちをつけ

て、環境対策はもっとこうしろと言う立場のお方なのに、基本構想がどうなっているかを

説明しろというのは、立場が違う話かもしれませんけれども、もし御存じでしたらちょっ

と紹介していただいて、それから議論を始めたいと思います。よろしくお願いします。 

○環境保全課長 ありがとうございます。区の中でも役割がございまして、私たちの担

当部署は規制をする側の立場でございます。どちらかというと、基本構想、基本設計の趣

旨にのっとったものを表現する側ではなく、環境配慮制度の観点からこれを評価する立場

であるというのがまず前提でございます。 

 担当部署ではないので、今、私が知っている範囲のお話になるんですけれども、基本構

想に目を通して特に気にしている部分が、基本設計時に、基本的方針５の部分で、環境と

調和し環境負荷の少ない持続可能な庁舎ということで、これらを引き継ぎながら実施設計

に移られていると聞いてございます。建物のライフサイクルを通じたＣＯ２の削減に向け

省エネルギー化を図るということで、区分１・２のところで星３つというのが物件として

もなかなか少ない中で、太陽光パネルとか、今回はエコボイドという換気システムを採用

するとか、特に省エネ機器に関してはなるべくトップランナーのものを使うということ

も、設計事務所、事業者からお話は伺ってございます。その辺が基本構想に載っている部

分と一緒になるんだなという認識でございます。 

 それと今、先ほど御質問がありました実施設計の製作段階で我々のほうに評価をお願い

しますということで届けが来るんですけれども、ついている環境計画書として我々にいた

だけるものの中に環境の考え方というのが根本的に書いてございまして、皆さんにお配り

した資料はその抜粋したものになってございます。細かく結構いろいろと書いてあるんで
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すけれども、この中で、やはり一次エネルギー消費量基準、需要量を0.6。先ほど申し上

げましたＢＥＩを0.6にするということが、今回、事業者が我々に強く訴えてきた部分で

ございました。 

○会長 審議いただくに当たって十分な情報かどうかよくわかりませんけれども、それ

ぞれの委員の方が補足して突っ込んだ質問をしていただいてもいいのではないかと思いま

す。それでは質疑をオープンにしたいと思います。どなたでも、質問、あるいは御意見が

ある方、お願いします。 

○委員 今回、世田谷の１つの評価項目として、災害への配慮と災害時への対策という

ことが書かれていること、私は非常に高く評価したいと思っております。御存じのとお

り、昨年、私の大学も世田谷のキャンパスが被災いたしまして、非常に多くの水が地下に

入っていった状況でございます。それを勘案してこれを見たときに、今後の話としてぜひ

考えていただきたいんですが、この案件としてというよりも、全体の案件の捉え方として

御検討いただければと思います。 

 一番表紙にあります災害の防止で、免震構造、防災倉庫と、いろいろなことが設備とし

ては機能していることは私もよくわかって、それが今回のこの星の根拠になっていること

はよくわかるんですが、今後、やはりそれが実際に使えるかどうかという何らかの根拠と

いうのを考えておいていただければと思っています。電源の確保の問題もそうですし、備

品そのものが実際にどこに保管されて、どういうふうにそれが災害時に使用でき得るのか

を考えていかないと、今回私たちも非常に痛い目に遭っていて、予想もしなかった中で電

源が切れてしまったり、あとは使用したかった備品がなかなか使えない状況があったんで

すね。物を移動しなければいけないとか、持ち出さなければいけないといったときにいろ

いろな障害がありますので、ぜひ実際に災害があったときに使えるかという状況のもと

で、配置場所であったり、あとは例えばここ自体はある程度の海抜があると私は理解して

いますけれども、私の大学は海抜としても非常に低い状況で、川から近かったこともあり

まして、水からの近さとか、やはり災害を受けやすい、受けにくいというのは場所によっ

てあるかと思うのです。ぜひそういう地理情報なりも勘案した中で、この災害の防止とい

うものに対して御配慮いただければと思います。 

○委員 世田谷区がこの環境配慮制度をほかの自治体に先駆けてつくって運用してい

て、恐らく民間のディベロッパーにとっては負担に感じることもあると思うのですが、そ

れで世田谷区本庁舎を整備するということで、まさに自分がつくった制度を自分で使っ
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て、自分で評価をしてということで、これが環境配慮だというものを事業者に見せる機会

だと思うのです。逆に、これが環境配慮なのだということをこれで見せなければいけない

と思うのです。 

 評価を見ますと全部に星が３つついていて、それは当たり前だと思うのですが、個別の

点数を見ると、中にはやはり最高点に行っていないものもあると思うのです。それは、そ

もそもそういうものが入れられないとか、コスト的に無理だとか、いろいろな理由がある

んですが、最高点に行っていないものというのは、全てリーズナブルな理由があるという

理解でよろしいのか。つまり、世田谷区は、この本庁舎整備に当たって、環境配慮にベス

トを尽くしたのかということを教えていただけますでしょうか。 

○会長 とてもいい質問だと思います。最高点がついていない項目について、最高点ま

で行かなかった理由があるのか。これも〇〇課長がディフェンドする立場ではないんだと

思いますが、ただ、こういうのがいいんだということを言っているので、そこまでなぜ行

かないんですかと質問されたと思いますので、こういう答えがあったということで御承知

のことがあれば言ってください。 

○環境保全課長 ありがとうございます。例示でお伝えさせていただきますと、区分４

の災害対策で、１つだけ災害トイレがぽかんと空いていると思いますが、これが普通の事

務所ビルとかマンションとか、一定数の人数がはかれるものであれば点数がつくんですけ

れども、本庁舎は規模が当然１万平米以上ですし、基準としてかなり大きな人数を要する

ものになりまして、その災害トイレは、今、10人に１基ぐらいで１点つくというのが内部

的に統計的にとっている状態でございます。そうなると、職員の数だけでもかなりの人数

になる。一応報告では、1300人分の災害トイレは常設できるようにしていると受けている

んですが、不特定多数、いろいろな方がいらっしゃる中で、区民会館も含めてなんですけ

れども、その利用最大値を満たさないのではないかということで、これは点数をつけるの

をやめたという経緯がございました。 

 そのほかの項目についても、立地条件で左右される部分とか、工法の部分もあったり、

全部が全部、点が入るようなものではないものもあるのかなと。例えば区分２ですけれど

も、高効率設備は、ボイラーを使う必要性があるのかどうか。これはボイラーを採用した

際には高効率のものを使ってくださいというお願いになりまして、今回の空調システムで

はボイラーを使わない仕組みを使うということだったので、ここは抜けてしまっていると

いうのは事業者のほうから聞いております。 
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 太陽光発電についても、もう少し頑張れるのではないかと、先ほど幹事会の意見の中で

お伝えしたと思いますが、太陽光発電は、自然エネルギーを利用する場所というのはなか

なか難しいんですが、どうしても緑化の部分と面積の部分で、今のところでは60キロワッ

トを設置するようになりますと伺っているんです。そこを何とか工夫して、もう少し効率

のいい配置の仕方とか、面積的なものを確保できないかというお願いは、これからもして

いくつもりでございます。 

〔傍聴席より発言あり〕 

○会長 傍聴の方は静粛に傍聴することになっております。 

〔傍聴席より発言あり〕 

 事務方の方、何が間違っているか、審議会が直接聞くわけにいきませんので、まず３分

ぐらい中断しますので、聞いてきてください。ただ、議事進行のために申し上げますけれ

ども、不規則発言は勘弁してください。事務方に言うべきことは事務方に事前に言うと

か、何かそういうふうにしていただければと思います。 

〔会議中断〕 

 御苦労さまでした。 

 不規則発言は採用しませんので、慎んでいただきたいと思います。 

 まず今、資料が整っていないのではないかということでございましたけれども、事務局

のほうで聞いていただいた結果ですが、私のほうで見ると、環境配慮のチェックシートで

点数を入れたりしなきゃいけませんので、この部分について何か事実関係の誤記があった

とかがあれば、少し教えていただきたいです。その範囲でなくてもっと別のことであれ

ば、それはそれで課長として聞きおいて、審議会の意見としてではないですが、事業者に

伝えていただきたいと思いますが、審議会の意見を形成するに当たって特に重要な、点数

が入るようなところで何か問題があったら教えてください。 

○環境保全課長 点数に入る部分ではございませんが、説明会での主な意見のところ

で、私たち、どうしても説明会の意見というのが物すごい量がございまして、抜粋して書

いてございます。そこで特に主なと言っている部分に対して、日影という観点がかなり声

が大きかったということが抜けているのではないのかということで、今御指摘をいただき

ました。あとは表についての御意見だったので、これはまた別の機会に、また先生方も含

めて御相談させていただきたいと思います。 

○会長 ありがとうございます。それではまた審議会に戻ります。 
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 審議会の方々の御意見で、〇〇さんは終わりましたので、〇〇さん、お願いします。 

○委員 ここは災害時に一時避難の場所になるというようなことが書いてありますけれ

ども、ここには何人ぐらいの方が一時避難してくるのかという予想とかはあるんでしょう

か。その場合、雨水が足りるとか、電力が足りるとか、そういう縦横の計算が合っている

んですか。 

○副区長 済みません、ここの本庁舎は、災害時には災害対策本部が置かれる場所にな

りまして、恐らく1000人ぐらいの職員が、さまざまに災害対策本部機能の仕事をすること

になろうかと思います。その職員たちが３日間活動できるだけの水と食料を用意している

ということでございます。とはいえ、恐らく区役所だから皆さんたくさんお集まりになる

と思います。一時集合所になっているのかということにつきましては、広域避難場所はお

隣の国士舘大学ですから、１度区役所に来ていただいた方は国士舘大学に行っていただく

仕組みになっているんですけれども、そのお集まりになるであろう、助けを求めて来られ

るであろう方たちも意識した計画ということで、今、数字をちゃんと持っていませんけれ

ども、そういう想定にしているということで御理解いただきたいと思います。 

○委員 あともう１つ、別のことですけれども、評価区分の中に、トップランナー変圧

器とか、外壁ルーバーとか、潜熱分離システムの採用とかがあるんですけれども、これは

具体的にどういうものなのか、よくわかっていないので、これが本当に効果的なものなの

か、ただカタログから抜いてきてしまってということではないんですよね。ちゃんと評価

されたもので、安定的に使えるものなのですか。 

○環境保全課長 機器のトップランナーというのは、それぞれ機器ごとの規格みたいな

ものがございまして、カタログと言ってしまうとカタログなのですけれども、性能試験を

それぞれの会社でやっていまして、これぐらいの従来品に対してこの効率がありますよ、

他社と比較してもこうですよというものの一番効率のいいものを選んでいただいているよ

うな状態でございます。 

 ただ、トップランナーというのはちょっと難しい部分がございまして、計画したときと

施工するときとで、また効率のいいものが出てくる可能性もありますので、トップランナ

ーという言い方があやふやな言い方になってしまっているのは申し訳ないところです。 

購入する際にその時点で一番いいもの、納入仕様書ができたときに一番効率がいいも

のというのは、施工管理の中、もしくは事業者の許可がなければ当然そういったものを買

うこともできませんので、そのときに一番効率のいいものを買う。特に着眼点は、ＣＯ２
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の排出が少ないものというのが、最近の各メーカーのトレンドになっているというのが

我々の印象でございます。 

○会長 お答えはそういうことでしょうけれども、この制度自体、後で変えるところが

あるので、言い直してみれば、そういう基準にない項目について、こういうところはいい

んだよと書くときに、そういう定性的な評価じゃなくて、それであれば、例えば投入のエ

ネルギー当たり変圧損数が何％というような機器を入れるとかいうふうに定量的に書いて

おけば、おっしゃるように、トップランナーが変わっちゃっても平気ですよね。そういう

ことを今後すべきかなという御示唆が〇〇委員からあったのかなと思います。 

 大きな案件ですから、ほかに御意見があればお願いします。 

○委員 まず、この事業期間ですけれども、令和３年から令和９年ということで、６年

間ぐらいの長期の事業になっています。私が知らないだけかもわかりませんけれども、ど

んな順番でこの建物ができ上がっていくのかを御説明いただければと思います。 

 ２つ目ですけれども、この建設場所はまさしく現在の庁舎のところだと思うんですけれ

ども、この間、台風があって水害があったとき、庁舎の周りの水の流れはどういう状況だ

ったのか。それを確認して初めて電気室とか機械室を地下に置くというね。これは昔から

の考え方ですけれども、水の影響度はそうないだろうということで地下に大事な電気室と

か機械室を設けているというのを確認しているのだったら、その御説明をしてほしいとい

うことでございます。話としてはこの２つだけです。よろしくお願いします。 

○副区長 それでは私のほうで、わかる範囲で申し上げます。おっしゃるとおり、６年

という非常に長い期間でございまして、来年、年が明けてから、区民会館の内装をリノベ

ーションします。区民会館だけは外壁を残して中を変える形をとります。その横、今ケヤ

キだとかがあるところに10階建てを建てまして、それが東の第１期になります。 

その後、東側の国士舘側にある第一庁舎を解体して、そこに新しい庁舎を建てる。そ

の間に、今は駐車場になっているところにもう１つ庁舎を建てまして、その中で西側の棟

の解体に入っていくということで、ローリングしていくような形になっています。 

 詳しく説明する材料がないので申し訳ないのですが、解体をして、建てて解体をして、

また建てて解体するということで、職員をローリングさせながら、一部ほかのところに退

避させながら進めていく方法です。 

 それから、機械室を地下に置くのはどうだというのは、かなり議論になりました。やは

り水の対策として大丈夫なのだろうかということで議論がありましたけれども、場所的に
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は割と高い場所にありまして、水の被害というのはちょっと想定できないだろうというこ

とはありつつも、まだ不測の事態というのもあるので、そういう意味で地下に、駐車場の

下に大容量の貯水ピットを設けているのと、それから機械室のところには止水板をしっか

りとるということで、機械室を上に上げる方策をとらずにやるという決断をしたというこ

とでございます。 

○委員 どうもありがとうございました 

○委員 私もきょう初めてこの図面を見せていただいたんですが、東棟と西棟は、空中

通路とか地下通路とか、つながるところはあるんでしょうか。 

 それに、今まで地下に防災倉庫とかが収納されて、本当に大丈夫かなとさっきから思っ

ていたんですが、ここは高台にあるから大丈夫なのかなと思って、自分は納得しているん

ですが、ただ、使い勝手がどうなのか、心配ないのかなというのが一番気にかかるところ

です。 

 あと、緑化と電気、ソーラーのほうは、やっぱり緑化を増やせばソーラーの部分が少な

くなる、ソーラーを増やせば緑化が少なくなる、これはどうなんですかね。砧支所なんか

は屋上がほとんどソーラーで埋まっているようなことは聞いているんですが、その点どう

でしょうか。そんなことをちょっとお伺いしたいと思いました。 

○環境保全課長 まず、東と西とのつながりでございます。図面で示させていただきま

す。８ページをごらんください。地下２階の平面図です。上のほうに通路が伸びてござい

ますが、これが18ページの下のほうにそれぞれつながるようになっています。地上階に関

しては、先ほど申し上げたリングテラスといって、２階レベルで周遊できるように建物を

つないでいるような絵になっていると聞いております。 

 一番核心を突かれた部分ですが、太陽光と緑化のせめぎ合いと言いますか、太陽光発電

については、自然エネルギーを活用するという部分で、特にＣＯ２削減という意味では緑

化も同じような意味合いもあるんでしょうが、我々は積極的につけていただきたいという

ことで、ずっと事業者にはお伝えしているところです。みどりに関しては、これも幹事会

でございましたが、本来は地上分になるべくみどりを増やしたいという御意見もありまし

て、その辺がどうしても面積の部分で制約を受けてしまったり、庁舎はどうしても多用途

になってしまいますので、全面みどりというわけにもなかなかいかない部分もございまし

て、太陽光を設置したいなと思う部分も屋上緑化になってしまって、逆に緑化のサイドか

ら言えば、もう少し太陽光の部分をというのもあると思いますが、我々、極力両方とも成
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立するような配置計画をお願いしますということでずっとやってきて、業者が示してきた

ところが折り合いのところなのかなという気はしますが、引き続き太陽光パネルを頑張っ

て設置できないかということは強く言っていきたいなと思っております。 

 もう１つ、防災倉庫が地下でということで、これは先ほどの浸水の話と同じで、計算上

は雨水１時間110ミリに耐えられるということが基本設計の説明に書いてございましたの

で地下に持ってくるのと、あとアクセスの部分でどういうふうに持っていくのかは、なる

べくフラットに運べるように。これは多分どこもそうだと思うのですけれども、間口のと

ころでくつずりにひっかかったりということがないようなことも当然ながら、移動も含め

て、防災倉庫の設置については使えなきゃ意味がないということは、当然お話のときにも

業者に伝えてまいります。 

○委員 ３点伺いたいことがあります。まず１点目ですけれども、今まで我々が審議さ

せていただいたものは、民間が開発されて、我々は客観的に環境に対してどうかという意

見を言えばよかったんですが、今回は区が事業者になられるので、先ほど先生のお話にも

ありましたが、お手本になるようにいいものにするのは当然のことなんですけれども、そ

れに伴って当然経費が上がってくると思うんですね。民間ではないので、その辺の経費と

内容のバランスをどういうふうに考えられているのかなというのは、直接違うかもしれな

いですけれども、気になったところです。いいものにしようと思えばどんどん経費が上が

ると思いますし、そのあたりのバランスをどう考えてこられたのかというのが１点。 

 それから２点目は、今話しているのはこれから建つものなのですが、今ある建物を当然

解体するというお話が先ほどありましたけれども、解体することによって発生する廃棄物

が相当量出るはずです。その処分に関して何かフォローを区としてお考えになっているこ

とがあるのかが１点。 

 もう１点は、６年にわたる工事になりますので、近隣にお住まいの方々への騒音とか大

気、いろいろな細かいものの排出とか、いろいろなことが出てくると思うのですが、その

あたりについてどういうふうにお考えになっているのかを伺えればと思います。 

○環境保全課長 私たちは規制する立場で、これが民間だろうが公共のものだろうが、

差別することなく要望してきております。これは環境配慮制度を守る立場として当然のこ

とですが、経費について、例えば民間企業でマンションを建てますと言っているところ

に、交渉の中で言い訳をされることは正直ありますが、そこについて我々がどうこうと伝

えていることはございません。 
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品質のバランスというのは、完全に事業者がどう考えているかという話になりますの

で、この辺については持ち帰らせていただいて、どういうふうに考えているか、聞いてお

きたいと思います。後日メール等で皆さんにお伝えする形にさせていただきたいと思って

います。 

 建築廃棄物についても、同じような話だと思うのですけれども、ごみについて我々のほ

うで監視することはあっても、後押しというものは正直ない部分でございます。むしろ役

所がやることなので、清掃とかそういった部分に関してはお手本になるように、そういっ

た部分も含めてきちんと分別をして、有効利用できるものはきちんとリサイクルをして、

捨てるべきものはきちんと分別して捨てるというのを当然事業者に指導していきます。 

 それから、６年工期ということで、近隣の方には大変御迷惑がかかると思います。特に

騒音、振動ですね。６年というのは東京の中でもそうある物件じゃないと思いますけれど

も、解体については特に、大規模物件があったとき、我々環境部門、環境保全課、私の課

なのですけれども、騒音、振動の規制値がございますので、使う材料、工具、どこで何を

いつやるのかも含めて監視し、指導をしていくつもりでございます。 

○副区長 今、〇〇から御説明したとおり、詳しいことは庁舎整備担当と調べた上でメ

ールさせていただきますが、事業者の立場でありますので、今、私がわかる範囲でお答え

しないと不誠実だろうという気がしますので。 

 経費と内容の関係ですけれども、やはり先ほどお話がありましたように、基本構想のと

きから５つの柱を立てておりまして、環境と調和し、環境負荷の少ない持続可能な庁舎と

いうのを基本方針の５つの柱のうちの１つにしております。ですから、環境性能の高いレ

ベルのものを目指すということで、経費に関してはかかったとしても目指すということで

やっておりますが、何分、非常に大きな規模の工事になりますので、経費とどうバランス

させるかというところで検討した結果、今の実施設計になっているということで御理解い

ただきたいと思います。 

 それから近隣対策ですが、先ほど申し上げたとおり、ローリングを非常に複雑にやりな

がらいきます。仮囲いをして使える範囲もその年その年によって違ってきます。そういう

意味では、交通の面もそうですし、騒音の面、さまざまな面で、利用者の方もそうです

し、近隣の方たちにも御迷惑をかけることになると思いますので、そこはしっかりと対応

していかなければいけないというのを覚悟してやっているところです。 

○委員 最初に会長のほうから、今後の制度を考えたときにというお話もありましたの
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で、今まで設計のことを我々はお話をしてきたわけですけれども、環境全般を考えたとき

には必ずしも設計だけの話ではないというのがちょっと気になっていたので伺ってみまし

た。ありがとうございます。 

○会長 とてもいい御指摘、ありがとうございます。 

 これが一番大きい案件なので、あと３件ありますけれども、ほかに何か御意見とか御質

問があれば言っていただきたいと思います。 

○委員 みどりのほうから余りなかったので、緑化のことだけだったのでちょっとお伺

いしたいんですけれども、最初に〇〇先生が言われたとおりで、世田谷区が環境に対して

どういう配慮をしていくかという見本市みたいな建物になると思うのです。その中で、緑

化とか環境に対してどういうことをやっていこうとするのか、今までの世田谷区の環境行

政でやってきたことをできるだけ盛り込んでいただきたいと思います。 

 30数年前にトラスト協会という、世田谷区で初めて行政の中にみどりの種を育てようと

いう協会ができて、みどりを増やすとか、多様性を持たせるとかでいろいろ活動してきた

団体がありますので、そこのノウハウを何かの形で入れていただいて、区民、もしくはほ

かの区の人たちに対してアピールできるようなもの、ここを見せたいよというものをこれ

からちょっと考えていただければと思います。 

 もう１つは、地下水に対して何か寄与するというお考えがないのかなと思いまして、例

えば雨水の貯留施設はあったとしても、その貯留した地下水を浸透させるような機能と

か、多分この辺は宙水の涵養域になっていると思います。宙水が、かなり地下水が減少し

ていますので、それを世田谷区役所のこれだけ広い面積、１ヘクタール以上ある敷地面積

の中で涵養させようというような、働きを持たせるようなものをぜひ何か見本として区の

ほうでも考えていただきたい。 

 世田谷区の地下水の減少は結構厳しいものがあって、崖線の周りの湧水も減ってきてい

ます。あるところは出ているんですけれども、それは水道水の漏水ではないかというよう

なところもあります。やっぱり世田谷区はみどりがあって、湧き水があって、水とみどり

によって成り立ったまちだ、そこの区役所はこういうふうにしたんだと威張れるような施

設にしていただきたいと思います。１つ質問は、その地下水に対してどうするかというこ

とをちょっとお伺いしたいと思います。 

○環境保全課長 この環境配慮制度の中で、地下水というか、水という捉え方をしてい

るんですが、防災の観点とみどりの観点の水の扱い方をしていまして、済みません、宙水
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に関してはこの環境配慮制度の中では注視しておりません。今後課題にさせていただきた

いと思ってございます。 

 一方で水に関しては、先ほど防水、防災については御説明したとおりですけれども、今

回、西棟の屋上にビオトープを置いて、区民の方やお子様向けに環境学習の場とか、みど

りと水と触れ合えるような憩いの場所をつくるというのがございましたので、水の利用で

は、みどりと水という意味で環境学習の場としてという部分で点数をつけさせていただい

たのがございました。その他、雨水浸透とかも当然仕組みはあると聞いておりますが、実

は今までそれが環境配慮の中で議論になることがございませんでしたので、その辺も含め

て今後検討課題だなと思います。宙水は今どうというのはちょっとわからないので、これ

も追って御説明になると思います。即答できなくて申し訳ないです。 

○委員 済みません、追加で。別に宙水というわけではなくて、崖線のそばであれば、

武蔵野れき層にしみ込む雨水がどういうふうに土の中に入っていくのか、宙水に限ったこ

とではなくて、地下水の大事さというのは認識しておいたほうがいいだろうということで

す。次の議題になると思うのですけれども、どういう項目を増やしていったらいいかとい

うところに、地下水に対してどういうインパクトを与えるのかをきちんと評価して、もし

くは気にして、環境配慮事項の中に入れていただきたいと思います。 

○委員 私が質問することは、もう皆さん、特に〇〇委員と〇〇委員が全部言ってしま

ったのでないんですけれども、質問というか意見なのですけれども、せっかくここまで環

境配慮のことをやっていて、区として模範的な建物をつくるということなので、実はこれ

だけの大規模な建設になると、当然住民の反対運動とか、そういうのがちょっと心配なと

ころがあるんですね。区として模範となるようにやっているのであれば、せっかくのこの

環境配慮についても、住民説明会もしくは広報の中で、かなり大きく言ったほうがいいの

ではないかと思います。せっかく星３つが全部ついているように、それぞれ経費をかけて

いるわけですので、反対する人を説得するわけじゃないですけれども、ちゃんとやってい

るということは広報すべきかなと思いました。 

 あと、広域（避難所）は国士舘のほうとしまして、（世田谷区役所は）一時避難場所に

もなるということです。世田谷工業振興協会としても、災害時避難誘導塔（ＡＥ－ＴＯＷ

ＥＲ）をつくっていて、つい先週も羽根木公園につけているんですけれども、これはＰＲ

ですが、一時避難場所であれば、ぜひＡＥ－ＴＯＷＥＲを１本立てるような場所を考えて

いただくと、工業振興協会としてもありがたいなと。それだけです。 
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○環境保全課長 御意見ありがとうございます。一番最初の部分も含めてですけれど

も、ＰＲという部分で、今までもホームページには載せてございます。ただ、公と民と、

こうだからというのを強くするというのは、規制側としてはなかなか難しい立場ですけれ

ども、皆さんからいろいろ多岐にわたる御質問、御意見もございましたので、今後のＰＲ

の仕方とか、環境配慮制度自体を今後どういうふうに見せていくのかを検討課題とさせて

いただきたいと思います。ありがとうございます。 

○会長 よろしいでしょうか。もしよろしければ、私からも細かい質問があるんです。

さっきも区民会館の話が出ていましたが、前川さんの作品を、外面は丸ごと維持できると

いうのはいいことだと思うんですが、そこの屋上自体は陸屋根ですか。そこの緑化とかは

可能ではなかったのかが１つ。 

 それから、ＣＡＳＢＥＥをとるのではないかと思うんですが、ＣＡＳＢＥＥ評価はどの

ように考えているのか。 

 あと、先ほど東京都の制度の説明がありましたけれども、自然エネルギー由来の電力を

購入するというのは東京都では評価されているわけですが、世田谷区のほうでは評価は特

にしていません。それは評価制度の問題だと思うんですね。ちょっと脇道に入りますが、

傍聴の方からの意見を事務局から聞いたところでは、説明会の意見で日影というのがあっ

たと。日影については評価の中に入っていないので、そういう評価に入っていないもの、

地下水の涵養とか、あるいは建築の過程についてとか、きょうはとってもいい意見がたく

さんあったと思うので、それは後の制度の議論の中ですればいいと思うんですけれども、

ただ、ネガティブチェックじゃなくても、あえてＰＲしたいことについては、基準にない

項目であっても評価に値する項目ということで書いてもいいことになっています。そうい

う意味でいうと、ＣＡＳＢＥＥをとるとか、そういうようなことは書けるかもしれません

し、自然電力を買うというなら書けるかもしれません。そういう点で私としては、今申し

上げたこと、区民会館の屋上を活用できないかとか、ＣＡＳＢＥＥはどうするのかと、自

然電力を買うことは評価の対象にならないのかをちょっと質問させていただきたいと思い

ます。 

○環境保全課長 ＣＡＳＢＥＥのＳランクを取得するというのは、37ページの一番下の

その他、具体的配慮内容に入れていただいて、ただ、これが現実、加点要素になっていな

いので、それは今後検討するべきことかもしれないとは思っております。 

 ただ、屋上の話は、当然我々も話をするんですが、補強をして利用するという部分を含
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めて、かなりの重量のものを載せるわけです。その辺でお願いをしてはいるものの、それ

がなかなか折り合いがつかない。重さ的に折り合いがつかないということは回答をいただ

いております。 

○会長 あと、自然エネルギーの電力を買うというのは〇〇課長が専門でいらっしゃい

ますので、あえて。 

○環境保全課長 そうですね、区の施策としても、今、電力を買って、そこに使ってと

いうことは、自然エネルギー由来のものであればということで評価している部分もござい

ますので、この制度の中でそういった観点でやるということも含めて、ちょっと後ほど審

議の部分で出てくる部分なのですが、自分のところでつくったエネルギーを自分のところ

で使うのは一番理想ではあるんですけれども、それ以外に配る側になってもいいのではな

いかとか、そういった視点も入れていきたいということは考えております。 

○会長 わかりました。私の個別の質問はそうなのですが、あと、みんなで知っておか

なければいけないなと思うことで、冒頭聞けばよかったんですが、今後の手続、つまりこ

の環境配慮制度は、もともと建てていい、建ててはいけないを決める制度ではありません

けれども、建てていい、いけないということになると、例えば当然建築基準法の手続が要

るでしょうし、先ほどのいいことをやればお金がかかるという判断はここではできないの

で、恐らく区議会がされることだと思うのです。区議会の手続はどうなっているのかを教

えていただければ。今後のこの審議会の後のことをちょっと教えてください。 

○環境保全課長 わかる範囲になるんですが、明日、特別委員会に、実施設計について

案件として上がっているというのと、これから、区の場合は計画通知と言うんですけれど

も、民間でいう確認申請の作業に入っていくことになります。着工自体は来年２月ぐらい

を着工目標にして、確認とか、全ての法的手続を終わらせようということでございます。

工事期間が長いので、かなり中間検査の数も多いと思います。それなりの回数を経て竣工

に向かっていくのかなと。仮利用をするので、当然竣工も部分、部分になっていくところ

がありまして、それごとの完成検査、消防検査とか、それ相応の検査を経て使用する手は

ずになってございます。 

○会長 ありがとうございます。 

 あと、念のためですけれども、冒頭言うべきでしたが、きょうは14名の委員のうち13名

が出席されておりまして、定数を満たしているということで、成立しているので安心して

いましたけれども、唯一御欠席の委員からこの件について特に意見はないですか。制度自
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体に御意見があることは聞いておりますけれども、この個別案件については特に御意見は

なかったですか。 

○環境保全課長 済みません、先ほどの補足をさせていただいてもよろしいですか。つ

かんでいて伝えるのをすっかり忘れていました。東京都中高層建築物の建築に係る紛争の

予防と調整に関する条例ということで、今後、東京都に届け出を出していくということが

抜けていました。 

 〇〇先生の御意見は、これについてはございませんでした。 

○会長 わかりました。 

 それでは、一応議論も出尽くしたということで、本件については終わりにしたいと思い

ますが、きょういろいろあった意見については、事業者たる区役所のほうに伝えていただ

きたいと思います。繰り返すと長くなるので繰り返しませんけれども、私として特にノー

トをしなければいけないと思いましたのは、例えば自分ではこういうところが最高点だと

言っているところを満たしていない区役所の今回の計画について、それがなぜなのかとい

うのは、対外的にもきちんと説明できるようにしていただけたらということ。 

 それから、いいこともたくさんあるんでしょうから、今後、それも含めて広報に努めて

いただきたいとか、あるいは防災対策がちゃんと動くかどうかは、単に自分だけの話では

ないのでチェックをしてほしいとか、いろいろないい点があったと思います。これについ

ては伝えていただいて、何か役に立つことがあれば、実施計画、あるいは今後の施工の中

で生かしていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それから、この制度自体で言っていない項目などで委員の方々の御関心があったことに

ついては、最後の資料２のところで議論したいと思います。 

 それでは次の案件、お願いします。 

○環境保全課長 続きまして、２の事業の御説明をいたします。Ａ３の表紙をごらんく

ださい。新町寮（仮称）新築工事でございます。 

 Ａ３資料表面に事業概要が書いてございます。敷地面積7594平米、建築面積2954平米、

地上３階建てで高さ9.97メートルの建物でございます。用途といたしましては、賃貸の

155戸の寄宿舎で、独身寮でございます。 

 従前の敷地利用も寄宿舎でしたが、家族寮でございました。 

 年間一次エネルギー使用量は、個人宅のためなかなか収集できてございませんで、算出

が現状困難でございます。計画建物では8187ギガジュール、平米当たりにしますと1261メ
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ガジュールでございます。ＢＥＩは0.97でございます。 

 次に、環境配慮項目・配慮内容でございます。接道部は、桜を中心とした既存樹木を可

能な限り残すことで、沿道の季節ごとの植栽イメージを継承します。各住戸の空調機は、

バルコニー部に床置きし、前面に目隠しルーバーつきの不透明ガラス手すりを設けること

で、沿道の修景に配慮することになってございます。 

 エネルギーの有効利用については、太陽光パネル10キロワットを設置のほか、断熱性能

はエネルギー消費性能基準の確保、各種省エネ機器の選定などをすることにしておりま

す。 

 ユニバーサルデザインに関する配慮は、身障者向けの駐車場を平置きする計画になって

ございます。 

 みどりに係る環境の確保ですが、緑化率については基準として32％以上確保するとこ

ろ、33.74％ございます。さらに、高木・準高木の新植については124本、保存が36本の計

画となってございます。新種の樹種については記載のとおりでございます。 

 災害の防止ですが、60トンの防火水槽、防災倉庫、災害トイレ、防災井戸を設置する計

画となってございます。 

 説明会では、プライバシーの観点で植栽に不足があれば補強をしてほしい、台風被害を

考慮し古い樹木は植えかえる等強風対策をお願いしたいという御意見がございました。 

 幹事会ですが、敷地が斜面になっているんですけれども、斜面のみどりを生かして可能

な樹木の保存を多くしてあり、よいという御意見、また、周辺と隔離をとっているところ

もよいという御意見がございました。南西のソメイヨシノと建物が近接している部分があ

り、建築の際は根や枝の剪定が必要と思われるが、枯死しないよう樹勢にも考慮いただき

たいとなってございました。 

 次のページ以降に外観、現況の写真と完成予想図を上下で比較できるようにつくってご

ざいます。ちょっと坂道になって、傾斜部にみどりがあるような計画になってございま

す。 

 10ページが環境計画図でございます。これがちょっと親切なつくりになっていまして、

中央の上のほうにハイサイドライトを断面的に図示して、こういうふうに光を取り入れま

すよという絵をつけながら、エネルギーの有効利用をしますという項目がございます。ま

た、太陽光パネルの設置場所は図面の右下、Ｂ棟とあるんですけれども、そこに太陽光パ

ネルを載せるような形になっております。 
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 続きまして、11ページが緑化計画図です。これはみどりに係る環境の確保等が記載され

ております。図面の下の部分という言い方がよろしいのでしょうか、凡例の塗り潰しのな

い円がいっぱいあると思いますが、これが既存の高木です。先ほどありましたように、こ

れが建物が近いことで根を切ったりしないようにという御意見があった場所でございま

す。特に特徴的な部分は、先ほどパースでありましたように、西側の部分は斜面になって

いまして、そこがみどりに覆われていることになっております。 

 右下、みどりに係る環境の確保の中で、樹木や下草には多様な品種を採用し、四季を感

じるような植栽計画を目指すということも書いてあります。みどりについてはかなり豊富

な意向が書いてございます。 

 12ページの算定書をごらんください。自然エネルギーの有効利用で、延べ床面積１万平

米未満なので、太陽光発電機10キロワットの設置で２点とさせていただいています。ハイ

サイドライトの採用で１点、合計３点で星１つでございます。 

 区分２、省エネルギー対策ですが、外皮性能の向上、照明制御、ＬＥＤ照明、高効率空

調機・給湯器の採用で合計５点、星２つでございます。 

 13ページの区分３、みどりの保全・創出でございます。緑化率は基準どおり、高木の配

置は基準より40％以上上回っています。また、みどりの質の向上としてそれぞれの項目を

満たしており、既存樹木についても満点でございます。合計して６点となり、星３つとな

ります。 

 区分４、災害対策です。防火水槽、防災倉庫、災害トイレ、防災井戸の設置で４点、星

２つとなっております。 

 14ページをごらんください。省エネルギー対策として、アルミルーバーによる日射負荷

の低減や共用部の全熱交換器の設置が記載されております。 

 また、住民の意見にありましたように、近隣住民との相互プライバシーに配慮し、既存

の建物より東側に建物を全体的にずらすというふうにしております。この件についての説

明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、本件について御意見、御質問はございますでしょうか。特にここは気になる

から、事業者にこういうふうに意見を伝えてほしいということはございませんか。 

 民間になるとなかなか点数がとれないなというのが感想ですが、頑張っていただきたい

と思います。特に私が申し上げたいのは、建替えて床面積がどんどん増えたりすると、や
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はりどんどんＣＯ２は増えてしまうんですよね。現状は個人住宅で、個人がそれぞれ東電

と契約しているからわからないということでは示しがつかないので、そういうことをきち

んと推計するなりして、それに比べてＣＯ２がこれだけ増えるのは困るというような、も

うちょっと（個別の）対策に分解しない、大きな筋の意見もいつも言えるように、心がけ

ていただきたいなと思います。区役所の場合は既存よりも減るわけですね。もっと減らし

てもいいんじゃないかと思いますが、特に増えてしまうのは相当厳しく見ていただきたい

と思います。 

○委員 民間の寄宿舎なので、余りひどいことは言えないんだろうけれども、自動車が

75台止まるんですよね。もっと自転車を使ってくれるように頼めないものですか。駐輪場

が152台で、何室あるのかわからないですが、半分は車を持つということですね。多分若

い人が住むんだろうから、もっと自転車を使えと言えないものでしょうか。 

○会長 そういう議論はしたんでしょうか。 

○環境保全課長 済みません、車を使うなというようなことは、私どものほうからは申

し上げておりません。ただ、車については、住環境条例の中で、最低限これぐらいつけな

さいというのは規模によって決まっております。かつ性格的に、今まで家族寮だったんで

すけれども、今度は独身寮になることもありまして、車離れがどうだというのは、済みま

せん、よくわからない部分はありますが、車を半数ぐらい設置しているというのは、事業

者の考えで置いているのかなと考えてございます。ただ、ＣＯ２の観点で言えば、こうい

った指導があってもいいのかなとはちょっと考えましたので、今後参考にさせていただき

たいとは思っております。 

○委員 同じ駐車場のことですけれども、都内で、これだけ便利なところで、半分の人

が車を持つのかと、私もちょっと疑問に思いました。持つ持たないは個人の問題ですけれ

ども、もしここを駐車場に使わなかったときは、コンクリートなりアスファルトなりの地

盤になるのかなと思いますので、そこはもう少し工夫の余地があるのかどうか。あるいは

どういう地盤でこの駐車場ができるのかわからないですけれども、例えば芝なりを敷い

て、タイヤのところだけ石にするとか、世の中、いろんな工夫があると思うんですけれど

も、このあたりはどうなっているんでしょうか。 

○環境保全課長 ちょうどここの北面は少し民家があるんですけれども、民家の先と一

部敷地の境目が崖のような状態になっています。擁壁に支えられているような立地状況に

なっていまして、そこの部分が車を置く駐車場になっている。というのは、地盤が下がっ
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ているため、日影の面で建物をこちら側に寄せたりすることがなかなかできない。そうい

った、スペースとして問題があるのかなという部分があります。 

それと今、御意見がございましたように、このスペースの部分をみどりやほかのもの

に活用できないかというのは、我々の環境配慮の観点からも合致する部分でございますの

で、そういった部分には極力地上部のみどりを増やしてほしいという意見は、今後ともし

ていきたいなと思っております。 

○委員 お願いいたします。 

○会長 ほかにございますか。 

 では、本件はそういうことで、意見を事業者にもお伝えいただきたいと思います。 

 それでは次の３件目、お願いします。 

○環境保全課長 ３件目の事業でございます。事業名称は（仮称）上用賀ＰＪ新築工事

でございます。 

 事業概要です。敷地面積が3677平米、建築面積が2373平米、地上３階建てで高さ18メー

トルの建物になります。用途としましては店舗でございます。 

 従前の敷地利用は飲食店と駐車場でございました。 

 これも仮定値なのですが、エネルギー使用量は、従前の飲食店部分の建物と比較させて

いただきまして、従前は1940ギガジュール、これは飲食店と仮定しています。計画建物で

は１万1200ギガジュール。平米換算ではかなり下がっていまして、平米当たり5481メガジ

ュールだった飲食店から、計画建物を平米当たりに戻しますと、これは物販、工場が入る

というお話を聞いていますので、1947メガジュール・パー・平米ということになってござ

います。 

 次に、環境配慮項目・配慮内容です。良好な風景の形成ですが、生け垣を道に接する場

所に多く設け、みどり豊かな街路景観を形成する。アースカラーを基調とし、地域になじ

む配色の外観計画とする。屋上設備については目隠し壁を設け、周辺景観の修景や騒音等

の公害対策を行うということになっております。 

 エネルギーの有効利用については、太陽光パネル10キロワット設置のほか、断熱性能の

確保、ＬＥＤ照明、高効率空調機を採用するなどとしております。ＢＥＩは0.8となって

おります。 

 ユニバーサルデザインに関する配慮でございます。車椅子対応エレベーター及び身障者

用平置き駐車場、授乳室などを整備する計画になってございます。 
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 みどりに係る環境の確保です。緑化率については、基準として13.86％以上確保すると

ころ、14.0％でございます。さらに、高木・準高木の新植については27本、既存樹木の保

存・移植はない計画となっております。 

 災害の防止でございます。防火水槽が60トンございます。非常用発電機を設置する計画

となってございます。 

 説明会では、工事中に関する意見・要望が多くございました。 

 幹事会での主な意見ですが、可能な限り地上部での緑化に努めてもらいたいという御意

見を差し上げております。 

 次のページ以降、３ページなどは環８沿いの建物になっていることがわかると思いま

す。環８通りの脇にある建物です。平面図、立面図という流れです。 

 10ページに環境配慮図兼緑化計画図がございます。環境確保項目やみどりに係る環境の

確保等を記載しております。太陽光パネルの位置は図示していませんが、屋上の南側に10

キロワット設置すると伺っております。 

 11ページの評価算定書をごらんください。区分１、省エネルギーの有効利用で、太陽光

発電設備10キロワットの設置で２点となっております。そのほかはなく、星１つとなって

おります。 

 区分２、省エネルギー対策は、外皮性能ではエネルギー消費性能基準の確保、人感セン

サーの採用、ＬＥＤ照明の採用、高効率空調機の採用で、ＢＥＩも0.8以下ということ

で、全部で５点で星２つついてございます。 

 12ページをごらんください。区分３、みどりの保全・創出は、緑化率、高木の配置とも

に基準どおり、また、みどりの質の向上では、落葉樹の比率20％以上、開花時期が異なる

花木の計画で合計２点、星１つとなってございます。 

 次に区分４、災害対策です。こちらの建物は、先ほど申し上げたとおり、防火水槽と非

常用発電機の設置で２点、星１つとなっております。この件についての説明は以上でござ

います。 

○会長 ありがとうございます。 

 これについて御質問とか御意見はございますでしょうか。 

 考えになっている間、私からですが、工場とありますけれども、具体的に業種とかを想

定されているんでしょうか。要するにテナントが入ると思うのですけれども、入るものに

よって環境負荷が違う可能性があるので少し聞きたいので、わかるところがあれば教えて
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ください。 

○環境保全課長 説明が足りなくて済みません。見づらくて申し訳ないですけれども、

６ページの下の図面の左上、バッテンの中に小さく（厨房）と書いてあるのがわかります

か。こちらに飲食店が入るということで、ほかは基本、物販という書き方をしています。

我々が着目しているのは飲食店です。どうしてもここが環境負荷が高い部分でございます

ので、この部分がどれぐらいの面積でどれぐらいの規模なのか、つかみとしてはここを見

ています。表記のところで工場と書いてあって物販しか書いていないというのは、工場に

する場所が決まっていない、物販も何が入るか実はまだ決まっていない、これからテナン

トを募集するところですと事業者から聞いておりますが、我々が着目したのは、飲食店は

どこに厨房があって、どれぐらいの規模かなという部分を注目していましたので、ここが

わかった上で熱負荷的にどれぐらいかかるのかなというのをエネルギー換算させていただ

きました。 

○会長 事業者が工場を入れると言っているわけではないということですか。 

○環境保全課長 いや、事業者が工場を入れると言っています。 

○会長 そうすると、第一種低層住居専用地域と準住居だと、工場として入れるものは

どんな業種でしょう。 

○環境保全課長 道路際のほんの一部です。工場だと規模がやはり小さいものになりま

す。パン屋さんとか米の製品製造、これもきっとぬかをとるようなものだとか、この規模

だとなかなかつくれるものが限られてくると思います。工場として扱えるものですね。あ

と、日刊新聞の印刷所はできないですね。パン屋さん、米屋さんぐらいです。これも面積

が50平米以内という縛りがあって、それに準じたものになると思いますので、かなり苦し

い場所かなとは思っております。 

○エネルギー施策推進課長 済みません、この用途地域なのですけれども、準住居のほ

うが割合として多いので、恐らく準住居でできるものになりますので、店舗はかなり大き

いものになるかと思います。 

○環境保全課長 失礼しました。準住居で見ると150平米以下の自動車工場までできます

ので、カーディーラーみたいなもので後ろで整備をするとか、そういったものまでできる

ようになっています。失礼しました。 

○会長 わかりました。 

○委員 質問になるかちょっとわからないんですけれども、ここはもともとデニーズが
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あって、今も閉鎖したままですよね。この絵から見ると何か格好いい店になっていて、い

っぱい人が来そうな気がするんですね。ここは環８から左折して入るほうは、今たしか進

入禁止なんですね。裏側からどんどん人が入ってくると、閑静な住宅地にどんどん人が来

るのではないかと思って。環境負荷という面では自動車が住宅地のほうにいっぱい入って

くるのではないかなという気がするので、これを区のほうが言えるかわかりませんけれど

も、移動発生源の対策はどうなっていますかというのは、ちょっと聞いたほうがいいので

はないかと思います。もちろん環８自体がすごい移動発生源で、排気ガスで汚れますけれ

ども、奥の碁盤の目の通りは住宅地なので、そこを入ってこの店に行く人が増えるのかな

と思って、僕はちょっと心配になりました。 

○環境保全課長 ５ページをごらんください。図面上部のほうが環８通りでございま

す。鋭角になっている部分は、今現状では通行できるようになっています。図面左側のほ

うは一方通行になっているんですけれども、この鋭角の部分は車両が進入できるようにな

っていると聞いてございます。かなり鋭角なので、速度を相当落としてゆっくり曲がらな

いと曲がれないような……。 

○委員 ここはすごく狭いところなんですよね。ここを鋭角に入ったりできるのかなと

思ったりして。デニーズはここには入り口がなかったので、住宅地のほうからは一方通

行、進入禁止で入れませんので、逆に裏から入ってきたと思うのです。今回、人がいっぱ

い入りそうな建物なのでちょっと心配になったんですけれども、鋭角に入ってもらえれば

問題ないかと思います。ちょっとわかりませんでしたけれども。 

○会長 そういう御意見、御心配、お伝えいただけるかと思いますが、本件でほかに意

見、質問はないですか。 

 では３件目もこういうことでございます。 

 ４件目、お願いします。 

○環境保全課長 ４件目でございます。世田谷区松原まちづくりセンター整備工事でご

ざいます。 

 事業概要ですが、敷地面積9620平米、建築面積1209平米、地上２階建て地下１階で、階

高が11.2メートルでございます。用途としましては、学校、地方公共団体の支所となって

おります。 

 従前は平家のプールでございました。 

 計画建物の年間一次エネルギーは1643ギガジュール、平米当たりで1111メガジュールと
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なっております。ＢＥＩは0.8でございます。 

 次に、環境配慮項目・配慮内容でございます。良好な風景の形成でございます。建物外

観は奇抜なデザインを避け、周辺の街並みへの影響に配慮した外壁デザイン、色彩計画を

行うとなっております。 

 エネルギーの有効利用については、太陽光パネルが６キロワットの設置のほか、断熱性

能の確保、各種省エネ機器を選定するとなっております。 

 ユニバーサルデザインに関する配慮でございます。道路から増築建物まで段差のない通

路を設けて、車椅子対応トイレやエレベーターを設置する。車椅子使用者の駐車場も整備

することになっております。 

 みどりに係る環境確保ですが、緑化率については小規模増築のため対象外になっており

ます。さらに、高木・準高木の新植については56本、既存樹木の保存・移植４本の計画と

なっております。 

 災害の防止でございます。ＬＰガス発電機８ＫＶＡ、防火水槽40トンプラス消防水利に

利用できるプールの250トンのため水、防災倉庫40平米の設置となっております。 

 説明会での主な意見でございます。太陽光発電５キロワットをもう少し大きくできない

のか。その当時、説明会時点では５キロワットでしたが、申請書で出たときには６キロワ

ットになっております。マンホールトイレ５基をもっと増やせないのかという御意見がご

ざいました。 

 幹事会での主な意見は、屋上緑化、壁面緑化について検討をいただきたいということで

ございました。 

 裏面が、外観を上から見たプールと下の建物です。 

 それから位置図、配置図、ずっと平面図が続きまして、断面図、立面図となってござい

ます。 

 12ページが環境計画図でございます。環境確保項目としては、この建物はプールを屋上

に設置しておりまして、いざというときの消防水利として利用するのが特徴になっており

ます。 

 13ページの緑化計画図ですが、小学校のシンボルツリーである屋内運動場と校庭の合間

にあります桜の木を保存できるようにしております。この図面でいいますと中央部です。

既存の屋内運動場と校庭の間の既存樹木、桜を残していくと聞いております。 

 14ページの評価算定書をごらんください。区分１、自然エネルギーの有効利用では、太
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陽光発電設備６キロワットの設置で６点。これは規模で500平米につき点数をつけていま

すので、今回６点となりました。星３つとなります。 

 区分２、省エネルギー対策は、人感センサー、全熱交換器、ＬＥＤ照明、高効率空調

機、高効率給湯器の採用、ＢＥＩが0.8以下で６点、星３つでございます。 

 15ページをごらんください。みどりの保全・創出は、みどり率が対象外でございます。 

 環境空地を基準より20％上回っており１点。 

 みどりの質の向上では、６メートル以上の樹木の植栽がないのですが、そのほかの項目

は満たしており１点。 

 また、既存樹木については満点です。 

 生きもの緑化については、16ページを見ていただきたいんですが、一番上のみどりの保

全・創出のところで、1978年から羽根木公園にて開催されている「せたがや梅まつり」に

おいて、この小学校の児童が梅ガイドというものをして参加しているんです。敷地北側の

緑地帯にて道路からも見える位置に梅を新植して、児童の皆さんが観察やガイドの練習が

できるようにということで、みどりを活用した活動の場として環境を整えるように配慮し

ているということが特徴になってございます。15ページにお戻りいただきます。これが生

きもの緑化の中でみどりを活用した学習の場や交流の場を計画した場合で１点つけてござ

います。合計６点で星３つとなっております。 

 区分４、災害対策でございます。構造を1.25倍で計算してございます。それで１点。防

火水槽、防災倉庫、非常用発電機、一時避難所の設置で５点、全部で星３つになります。 

 16ページは先ほど御説明した内容になりますので、割愛させていただきたいと思いま

す。 

○会長 ありがとうございます。 

 最後に松原小学校ですが、御意見、御質問はございますでしょうか。 

 では座持ちのためだけですが、太陽光を張るところですけれども、ほかの場所は、例え

ば屋上緑化とかはできないのでしょうか。たしか松原小学校は、現場的には既存の校舎の

上で少し屋上緑化をする努力をされていたと思います。新築するんであれば、やろうと思

えばできるのではないかと思うんですが、どうでしょうか。 

○環境保全課長 屋上に関しては12ページをごらんいただくとほとんどがプールになっ

ていまして、工夫できる部分というのは我々のほうでもお願いしています。緑化もそうで

すし、太陽光ももう少し面積をとっていただきたいということは今お願いしております。
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ただ、高さが、ここも崖地になっていまして、東側、この図面から見て右の部分が崖にな

っている状態です。日影的にも厳しい部分がございまして、上に載せていくというのは、

なかなか設計事務所も苦慮していると聞いております。ただ、緑化については今後ともお

願いしていくつもりでございます。どこまでできるかは、区の建物なので最大限やってい

ただけるとは思っていますが、かなり強くは伝えております。 

○会長 ２ページでいうと、パネルが載っているのは右のほうの高いところで、そこに

緑化が……。周りはただ防水コンクリートじゃないか、防水になっているだけだからもっ

たいないなと言っただけですが、ほかによろしいですか。松原小学校のＯＢの方とかいま

せんか。 

○委員 ＯＢではないんですけれども、壁面の緑化について検討していただきたいとい

うことがありまして、やはりせっかくこれだけあって子どもたちが見るところなので、ぜ

ひ壁面緑化をお願いしておきたいと思います。先日、自由が丘の再開発のときに三菱地所

が、ブドウをはわせるというようなアイデアを持ってきて、そこでワインをつくるみたい

な話をしていました。子どもたちがそういうので、ワインじゃないけれども、ブドウが食

べられたら夢があるかなと思いました。 

○会長 ありがとうございます。水平面だけではなくて、それはみどり33の定義には入

らないかもしれませんけれども、そういう意味でみどりが増えるのはとてもいいことだと

思います。別に小学校だけじゃなくても、いろいろなところでできるテクニックだと思い

ます。また、評価制度としても、そういうのが書いてあってもいいかもしれませんね。 

 ほかに御意見はありますでしょうか。よろしいですか。 

 では、本件についてもそういった御意見があったということでお伝えいただいて、再度

の努力をしていただければと思います。 

 それでは、資料１の報告事項の審議会としての意見はこれにて終わりにいたしたいと思

います。 

 そういうことで大分練習したので、資料２についてはいろいろ御意見がたまっているか

と思います。時間も押していますけれども、まず資料２の説明をお願いできますか。 

○環境保全課長 資料２の表紙をごらんください。環境配慮制度における評価算定所の

改定ということで御審議いただきたいと思います。 

 今回の見直しの背景でございますが、記述のとおり、経済産業省資源エネルギー庁のＺ

ＥＢロードマップフォローアップ委員会において、ＺＥＢの定義に新たにＺＥＢ Ｏｒｉ
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ｅｎｔｅｄという基準が示されまして、ＺＥＢ建築物普及に向けた検討が進められている

実情でございます。 

 東京都でも、冒頭で一番最初に説明した建築物環境計画書制度改正を来年度初頭に向け

て計画しているところでございます。区においても、環境計画における基本目標の１つと

して、脱炭素社会に役立つエネルギーの利用拡大と創出を掲げてございます。エネルギー

の地産地消に取り組むなどとし、蓄電池の導入について補助金を計画するなど、積極的な

導入支援などを予定してございます。 

 これら国の省エネ施策、今後の区の予定も踏まえて、評価算定書の項目を置きかえる、

また取り入れるなどして、より明確で効果のある配慮事項に対して評価できる評価算定書

の見直しを行いたいと思ってございます。 

 裏面をごらんください。ちょっとさらっておきます。先ほど冒頭でお話しさせていただ

いたとおり、世田谷区の環境配慮計画書の一番の特質は、事前協議と周辺住民へ説明をす

る、さらに災害対策の項目を持っているところでございます。東京都の環境計画書は、対

象が今度2000平米に拡大すると聞いておりますが、規模として大きなものを目指しており

まして、内容自体は、地域冷暖房システム、再生可能エネルギーを含む電力の受け入れを

考えている、それから資源の適正利用、ヒートアイランド現象を強く打ち出している計画

となってございます。 

 では、本編の評価算定書の内容について御説明差し上げたいと思います。資料２－２を

ごらんください。次のページでございます。薄く色がついている部分が改定させていただ

きたい箇所でございます。例えば5000平米以上で１万平米未満のときに、設置面積などの

理由で、最大でも太陽光発電機が８キロワットぐらいしか置けないという事案で、これま

で点は入りませんでした。何とかそこを曲げて10キロワットまでつけてくださいというお

願いはしていたんですけれども、物理的な面積で断念するというのも御相談の中にはあっ

たりいたしました。今回は、蓄電池を利用する部分、これは区としても押している部分で

ございますので、蓄電池の利用とあわせて、太陽光発電機５キロワット以上であれば点数

をつけたいと思っております。今、表記上は１点とさせていただいております。 

 また、備考には、先ほどお話の中で少し出ましたが、屋根貸しなど他事業者による設置

でもよいと。これまでは自分のところでつくった電気を自分のところに使うだけだったん

ですが、事業者を呼び込んで屋根貸し事業としても発電の有効利用には変わらないだろう

ということで、備考に記載させていただきました。 
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 続きまして裏面に行きます。区分２の省エネルギー対策（共同住宅）でございます。エ

コカーの普及、一番上の欄でございます。備考のところで、これまでは一般利用という言

い方をしていまして、近隣の方々に使えるようにとしていましたが、それはなかなかハー

ドルが高いというのと、実際に電気自動車を導入する際に評価をするという部分では、マ

ンション、共同住宅においては、居住者の複数車両で利用を想定するということも備考の

中に入れて、点数として評価をするというふうに変えさせていただきたいと思ってござい

ます。 

 続きまして、表紙に戻っていただいてもよろしいでしょうか。３の主な改定事項の(3)

区分２、省エネルギー対策（共同住宅以外）に御説明を入れさせていただいています。Ｚ

ＥＢの定義というのが、今まではＺＥＢとＮｅａｒｙ ＺＥＢ、ＺＥＢ Ｒｅａｄｙという

３つの段階でした。さらにＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄというものを１つ下の段階で入れ

る。ＺＥＢ Ｒｅａｄｙでは手が届かない物件もあったんですが、さらに１つ下の部分で

後押しできるような基準が１つできたというふうになってございます。 

 済みません、また戻りますが、２枚めくっていただいて、算定書の省エネルギー対策

（共同住宅以外）の一番下の項目になります。これまでＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ相当と

いうのはなかったんですが、ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ、Ｎｅａｒｙ ＺＥＢというのがあって、

Ｎｅａｒｙ ＺＥＢをこの項目から除外していますが、Ｎｅａｒｙ ＺＥＢに相当するもの

であればさらに加点をするという位置づけとして点数配分をさせていただきながら、ＺＥ

Ｂ ＯｒｉｅｎｔｅｄをこれまでＺＥＢ Ｒｅａｄｙだった２点のところに置かせていただ

いて、１つずれるような配点にさせていただきたいなと思っております。 

 次に最後のページをごらんください。今回の改定に合わせて、その他の例示に、例６、

今は薄塗りしていますが、「蓄電設備を50ｋＷ設置することで太陽光発電時間以外の電力

を賄う」。大容量の発電機をつけたときに加点がしやすいように、具体的に50キロワット

というのは例示なので数字を入れさせていただきましたが、こういったものを例示として

事業者にお勧めしてまいることにさせていただきたいと思っています。以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○会長 説明ありがとうございます。 

 それでは御意見、質問でもいいですけれども、お願いいたします。 

○副会長 審議内容の確認ですけれども、タイトルとしては「環境配慮制度における評

価算定書の改定について」と書いてあるんですけれども、今のお話ですと、ＺＥＢ関連の
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区分１、区分２あたりに絡む話だけということでよろしいんですね。区分３・４について

も気になるところはあることはあるんですけれども、きょうの審議ではそこら辺には触れ

ないで、ＺＥＢ関係の区分１・２だけということですか。 

○会長 いえいえ、触れていいんです。 

○副会長 よろしいですか。わかりました。 

○会長 念のためですが、事務局の提案でありまして、これでは不足だとかというのは

審議会は言えるので、別にこれだけフォローしなければいけないということではありませ

ん。例えばさっき、特に区役所の建替えなどについていろいろな意見が出てきましたね。

頭の刺激のために私がノートしたものだけ言うと、順不同ですけれども、例えばリノベは

対象外だけれども本当にそれでいいのかとか、これは誰も言わなかったんですけれども御

説明にあるんですが、ユニバーサルデザインのところは一生懸命御説明してくださるんで

すが、点数には関係ないんですよね。それでいいのか。 

 あと、東京都では（自然エネルギー由来の電力を）入れられて、これは私も言わせてい

ただきましたが、自然エネルギー由来の電力を購入することは評価の対象にならないのか

とか、これも御意見がありましたが、建設廃材をどうするかとか、工期の間の環境対策み

たいなものはどうか。 

 あるいは地下水涵養という言葉がないですね。あってもいいのかもしれませんし、ダブ

っているのかもしれませんが、あってはいけないということはないと思います。 

 それから、いろんな対策を仕組むんですが、防災対策みたいなものは本当に必要なとき

は限られるので、設備対応だけでいいのか、そうではなくてソフトといいますか、本当に

動くのかどうかのチェックとか訓練とかが要るかもしれませんね。 

 それから、駐車場の緑化みたいなものは、立木というか、木がみどり33推進担当部はお

好きですけれども、そういうやつでもカウントしてあげていいのかもしれませんね。みど

り33の定義と関係なくても、別にここに書いてあってもいいのかもしれない。 

 あと先ほど、説明会でこういう意見があったじゃないか、それが抜けているということ

で、日影の話ですね。 

 これもデザインなんかが一生懸命描いてあるんですが、デザインも別に評価されないん

ですね。デザインはなかなか評価が難しいと思いますけれども、そういうものはどうか。 

 あと、そもそも論かもしれませんけれども、説明会の意見が不十分にしか紹介されてい

ない、だからこの審議会の審議はおかしいという議論があり得るかどうか。ちょっと疑問
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なのですが、説明会の意見はあくまで参考ですので、ここはこれで説明会と関係なく改め

て議論すればいいわけでありますけれども、しかし、説明会なり幹事会でも、すごく重要

な案件であれば、もう少し細かい、例えば議事録みたいなものがあれば、ここで共有して

参照できるようにするというのもあるかもしれませんね。事務局が要約しただけでいいの

かというのは確かにあるかもしれません。そんなところは今までの審議の中でも出てきた

ように私としては思います。 

 また、工場みたいなものは、今、確かに点数のつけようがなくなっているので、それに

どう対処したらいいのかとかがあります。 

 それは全部点数制じゃなくても、一番最後にくくって書くところもできましたので、定

性的に文章で書くこともできます。既に先ほど御説明がありましたように、ＣＡＳＢＥＥ

とかはそういうところに取り上げられています。そういうことは書けるので、あれは気に

するべきだよということで定性的に書くというのも、できないことはないということでご

ざいます。そういうことも含めて、ぜひ改めてこの評価算定書はこういうふうにしたらい

いんじゃないかという御意見があれば、事務局提案にこだわらず、言っていただきたいと

思います。 

○委員 済みません、事務局提案と関係ないところなのですが、やはり昨今、これだけ

気候変動に伴う水害が増えて、かつ世田谷区も昨年大変な被害があったということ、あと

世田谷区はまだ木密（もくみつ）地帯がかなり多くて、地震にも脆弱な場所が多いことを

考えると、もう少し災害対策を重視してあげてもいいのかなと感じております。 

 あともう１点、災害とも関連しているんですが、地域性というのを考えなくていいのか

なと思っていまして、恐らく区分１と２というのは、このエネルギーに関してはそんなに

地域性はないのかなと思うのですけれども、みどりは私は専門ではないからわからないん

ですけれども、災害に関しては、例えば水害のハザードが強いところにぜひ雨水流出抑制

機能を入れてほしいとか、あと災害に脆弱なところにぜひとも防災倉庫をいっぱい置いて

ほしいとかがあると思います。ちょっとプロセスが煩雑になってしまうかもしれませんけ

れども、そういったところは基準点を高くしてあげるとか、そういった地域性を考えてあ

げてもいいのではないかと思いました。 

○副会長 先ほどの世田谷区本庁舎のとき、副会長を仰せつかっているので、まずは委

員の方々からと思って黙っていたんですけれども、みどりのほうもないわけではなくて、

いっぱいあるんです。先ほど地下水の浸透の件があったんですが、一応区分３の中には緑
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化空間に地上部の緑化率というのがあって、これが多分、地下水の浸透に絡む部分だと思

うのです。地べたに木があるかどうかが大事で、そこをペーブ（注:舗装）したり、人工

的にしてしまうことによって、地下水の浸透が起こらなくなるということだと思うので

す。だから、これを単に地表面だけのみどりの話で捉えていることがどうなのかなと。だ

から、これはこういう意味ですよということを理解してやるべきではないかなと。 

 そういうことからすれば、先ほどの世田谷区の地表面の緑化率はポイントが入っていな

いんですよね。地下ピットの関係から見ていけば、その上部、地下ピットが入っていない

ところの上部は広場になっていてというところが何カ所かあるわけです。そこには全然、

高木系、中木系が入っていない。なぜこういうところにみどりを入れて緑化率を高めよう

としないのかというのが、ちょっとみどりの立場からすると不思議で、その辺が何か矛盾

しているなという気がしました。ですので、例えば緑化空間の地上部の緑化率の意味をも

うちょっと書いてあげるとか、その辺は少し配慮したほうがいいかなというのが１つで

す。 

 あと、計算書区分１・２・３・４という以前に、一番最初に上がっている環境計画の報

告のみどりに係る環境の確保などに多分書くべきだと思うのですけれども、要するに、そ

もそも既存樹がどのくらいあったかがわからないいんですね。後ろの区分では何本以上と

か何％以上となっていますけれども、もし例えば100本あって全部切られたとしても、そ

れがわからないような書き方になっていることからすれば、この１枚目に、今どのくらい

あるのか、それに対してどうなのかという書き方がされたほうがよいのではないかという

のが印象です。 

○会長 意見はもちろん続けて聞くのですが、もし補足的にみどり33推進担当部のほう

で……。今のみどり33に対応するような緑化の基準というのがいつも出てきますね。これ

と地下水の涵養といいますか、透水性の確保というのは、もちろん緑化している部分は涵

養されるんでしょうけれども、逆にそこに入っていないけれども地下水が涵養されるもの

があるとすると、それは評価されるべきではないかという議論になってくるわけですね。

完全に地下浸透対応のものであれば緑化率にカウントされるんですというのであれば別に

いいんですけれども、そうではないのかどうか、ちょっと御意見を聞かせていただけます

でしょうか。 

○みどり33推進担当部長 緑化率という意味では、地上部、例えば芝生でも草地でも、

カウントは可能です。いわゆる地下水涵養のイメージや雨水流出抑制という２つの視点で
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地下に水を流すという意味では、植栽地、地べたのみどりというのが恐らく最も効率がい

いんだろうと考えます。 

 ただ一方で、純粋に地下への浸透能力だけでそのみどりの価値を数値化していいのかと

いうのがありまして、先ほど会長もおっしゃっていただきましたけれども、基本は、おっ

しゃっていただいたとおり、みどりは地べたに、かつ多様な階層を持ったボリュームのあ

るみどり、それがある程度面的に担保されているというのが、恐らく地下水の面からも、

また、生物多様性の面からも、視覚的なみどりのある環境づくりの点からも一番望ましい

だろうなと思っています。 

 ですから、例えば先ほどの駐車場緑化、〇〇先生も寮の話で例えを出していただきまし

たけれども、そこがただ透水はするけれどもアスファルト舗装になるだけであれば、プラ

スアルファでその部分もちょっとやってもらえないかという気持ちは確かにあります。た

だ、そこでインセンティブをどう相手方につけるか、ここは非常に難しいと考えていま

す。そこで、例えば駐車場緑化でもいいから、緑化率をそこに当てていいよという話にな

りますと、本来もっとまとまったみどりをつくってほしかったところが、でき上がってみ

たらただ何となく、昼間見ると車が止まっているだけの空間で、車が動いてみたら、そこ

に芝生が確かにあったねと。これで世田谷の緑化はいいのか、そこの線引きを考えていく

のが課題なのかなと思います。済みません、これで答になっているかわかりませんが。 

○会長 わかりやすく言えば、点はあげる質と、点はあげないけれどもそうなったらい

いなというのがあるということですね。〇〇副会長、よろしいですか。みどりのところ

は、特に〇〇委員の意見なんかもありましたし、今の〇〇先生の意見もありましたけれど

も、特に今の算定評価のところでいじくることはないのではないかということですか。要

するに、建築主と交渉するときに、基準には数えないけれども、例えば少しでも車が止ま

っている部分であいているところがあれば緑化してくださいとか、そういうことは言うけ

れども点数はあげないよということでいこうということですが、よろしいですか。 

 あと、みどりの効用はいろんな効用があるけれども、もうちょっと地下水涵養みたいな

ことも言うと。字として書くのかどうかは知りませんけれども、言うということでしょう

ね。 

 ほかに御意見ありますか。 

○委員 今のは僕がさっきお話しした地下水のことですけれども、みどりをグリーンイ

ンフラとして見れば、それはみどりがあるところに地下水が浸透してというのもあるんで
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すけれども、区内、例えば北沢地区とか、まちが立て込んでいる場所では緑地を確保する

のが難しいところだけれども、地下水の涵養面としては貯留施設が欲しいと。例えば貯留

浸透施設とか、トレンチ施設とか、もしくは雨水浸透ますとか。それは別にみどりじゃな

くても、地下水を涵養する入り口としてすごく大事になってくると思うんです。だから、

それのために何か方策をしているのかというような意味で、僕は地下水の涵養の機能とし

て載せてほしいと思うのですけれども、これについてはいかがでしょうか。あくまでも地

下水は守っていかなくてはいけないところですので、そういう視点で議論いただければな

と思います。 

○会長 すごくみどりがあるところであればいいんでしょうけれども、そういう場所で

地下水涵養と書くと、今度ダブルカウントしちゃうということはあるかもしれませんね。

だから、先ほど〇〇先生のおっしゃっていた地域的な配慮みたいなことで取り上げる、加

点するというのはあるかもしれませんね。部長さん、何か御意見。 

○みどり33推進担当部長 これはちょっと担当部長としての考えに近いものになってし

まいますけれども、今おっしゃっていただいたグリーンインフラの考え方で、例えば今、

区分３の全体の部分というのは、グリーンインフラもまだ定義がはっきり定まってはいま

せんけれども、例えばヨーロッパ型の総体的に見るグリーンインフラというのが区分３に

近いのかなと。いわゆるアメリカ型で言っている下水道とか河川への負荷の軽減、特に注

目しているグリーンインフラという見方ですと、例えば区分４、災害対策の雨水流出抑制

の部分が、〇〇委員がおっしゃっている部分に近いのかなと。 

 例えばこういう都市化したところでも、建替えの際の浸透ますとか、また、道路の歩道

の部分にレインステーション―今のは商品名なので削除してください。雨をしみ込ませ

るような施設を設けて、見た目は特にみどりはなくても、雨水流出を抑制するとともに、

河川の負担を減らすとともに、地下水の涵養、また宙水の涵養にも役に立つ、そういった

施設はとても有用だと思っています。そういう意味で、例えばですけれども、線引きは非

常に難しいと思いますが、区分４、災害対策の雨水流出抑制の部分の表現とか内訳を今後

検討して強化する可能性はあるかなと。 

 これが全てがいわゆるピークカットの雨水の一時貯留、その後、オリフィス（注:流出

口）やポンプで出すような施設ですと、〇〇委員がおっしゃっているような地下水涵養、

宙水涵養にはつながらないものです。例えば崖の近くですと逆にしみ込ませちゃいけない

というのがありますので、その地域によって必要な箇所については、雨水浸透を例えば１
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日どのくらいにするとか、どこに線を引くかですけれども、実際、雨水流出抑制の一言で

済ますのではなくて、しみ込ませる大切さ、また、ピークカットの大切さがわかるような

表現にしていって、実際に環境保全課での指導がやりやすくなるような書き方はあるのか

なと思います。 

○委員 ありがとうございます。やっぱりその伝え方は大事だと思いますので、なぜそ

ういうことで点数が上がるのかがきちんとわかるようになってくれればいいかなと。 

 ごめんなさい、もう１つですけれども、建築資材で使う素材について、木材とかについ

てです。全然違う話になっちゃいますが、例えばＦＳＣ（森林管理協議会）認証材とか、

ＳＧＥＣ（緑の循環認証会議）で認証されているとか、そういう認証材を使ったらどうか

というような。要するに、健全に育成された森林からの材ということになると、環境負荷

に対してあらゆる配慮をしている森から出されたということになれば、広い意味で世田谷

区で使う材についても環境に配慮したものになると思うので、この辺も少し入れたほうが

いいのではないかと思いました。 

○委員 私もちょっとそれに関係あるような話かなと思って今お聞きしたんですけれど

も、この環境計画の報告という一番最初の表紙は、やはり世田谷区は土地がそんなにない

ところに新しいものをつくるということなので、必ず壊してから建てるパターンがほとん

どですよね。まっさらな土地に新築を建てるという案件はなくて、ほとんどが建物を壊し

て新しく建てる、そのプロセスがあると思うのです。その中で、この評価算定書の中に、

建築廃材の再利用をちゃんと事業者のほうから提出いただいて、そういったことに対して

非常に注力している方には評価として点を与えてもいいのかなというのが１つ。 

 たまたまきょうは大型案件の区役所の建替えがあったものですから、少なくとも環境計

画の報告の中に―建物を壊すということは結構大変なことなんですよね。といいますの

は、アスベストの問題があるわけです。ですから、何年度に新築した建物を壊すという年

度をきちんと入れていただいたほうが、いろいろな判断とか注意喚起にもなると思うんで

すよね。古い建物はほとんどアスベストを使っていますから、多分区役所も古そうなの

で、アスベストが大量に使われているんじゃないかなと思うんですけれども、こういった

ようなものもひとつ環境計画の報告には必要なのかなと、今聞きながら考えた次第です。 

○会長 ほかに御意見ありますでしょうか。時間がかなりオーバーしておりますけれど

も、大事なことですので。 

○委員 済みません、ちょっと構造的に理解できていない部分があるんですけれども、
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資料２－１で東京都と世田谷区を対比していただいているのは、東京都のこの計画が上位

にあって、世田谷区はそれに従わなければいけないとか、そういう関係があるんですか。

というのは、東京都は下のほうに資源の適正利用とかヒートアイランドとか書いてあるん

ですけれども、そういうような観点で世田谷区のほうは入れないのは、部分的にほかのと

ころに入りますよというのはあると思うんですけれども、その辺の整理の仕方が違うのは

どういうことなのかなと気になりました。 

○会長 お答えは〇〇課長のほうでしていただきたいと思うんですが、私のほうでお願

いしてつくっていただいたので。一番危険なのは、東京都はいいと言って世田谷区がだめ

と言う、あるいは世田谷区はいいと言って東京都はだめと言うのがあると事業者は大変困

るので、矛盾がないかどうかをチェックしてくださいということでお願いした結果です

が、今の質問に対する答はどうでしょうか。 

○環境保全課長 〇〇会長から御依頼を受けた部分も正直ありますが、ちょうど来年

度、東京都のほうが改定するというのもありまして、今情報をつかんでいる限りでの比較

ということでやっております。ただ、業者からすれば、先ほど会長がおっしゃったとお

り、あっちでよし、こっちでだめというのがないようにというのは必ずチェックしていか

なければいけないことですし、事業負担としても設計者にかなり負担をさせてしまうの

で、東京都は2000平米に事業拡大をする状況で、世田谷区はどうするんだという部分も踏

まえて考えていかなければいけないということで、これを比較させていただいておりま

す。 

 ただ、特色として、世田谷区のほうは、事業主に周辺住民の説明とか意見聴取とか、か

なり負担の大きい行為をやらせるような仕組みになっていますので、その辺はお互いの特

色を出しながら、評価をする部分では当然両方見ながらやっていかなければいけないんで

すが、向こうにあって、こっちにないものもあってしかるべきだと思います。ただ、イエ

ス・ノーがはっきりするものはきちんと注意しながらやっていきたいという意味合いで、

比較検討させていただいております。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 ほかにございますか。 

 それでは、時間がもう押してきています。ちょっと私限りですが、なかなかたくさんの

意見が出ていますので知恵がないのですが、１つの方法として、みんなもっともですの

で、具体的にいじる提案があった部分について御異論はなかったと思うので、まず評価算
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定書のいじるところについてはそのまま事務局の御提案をよしとしたいと思うのです。 

 それ以外の項目、時間の関係で繰り返しませんけれども、いろんな項目で書いたらいい

じゃないかということは、いわば予備軍みたいなものですので、今、入れることにして

も、点数を何点にするのとか、どのぐらいまでやったら点数をあげるのという議論をしな

きゃいけなくなります。時間的に苦しいので、もちろん毎年見直してもいいぐらいですか

ら、そういうことはいつかするべきとは思いますが、当面の解決策としては、その他とい

う部分が最後のページにございますね。今回も例６として「蓄電設備を50ｋＷ設置するこ

とで太陽光発電時間以外の電力を賄う」というのも特記事項で書いてアピールしてもいい

んですよと。そういうことを書いたら、場合によったら何点か加点することもできるとい

うことです。そういうところに、例えば今いろいろ御指摘のあった、特に災害対策が期待

されるような場所でこんなことをやっていますというのをもうちょっと具体的な例文とし

て幾つか書いたらいいと思うんですね。例えば出入りの車の対策とかをちゃんとしていま

すとか、あるいは建築に当たっての廃材対策をこんなふうにしますとか、あるいは認証材

の話もすごく大事で、東京都のほうは書いてありますけれども、環境に優しい資材を使う

というようなことも例として書いていって、例が10個になっても15個になってもいいじゃ

ないかと。 

 そういう形でまずは登場させておいて、いや、これはちゃんと点数をつけてでも定型的

にみんなにお願いすべきことだというふうになってきたら、さらに今あるマトリックスに

定義を入れ、基準点を入れというふうにしていったらいいのかなと思います。今その準備

が間に合わないから全部次回に検討しましょうというのでは、せっかくの御意見が無駄に

なってしまいますので、とりあえずそういう形で対処したいと思うのですが、いかがでご

ざいましょうか。それでようございますか。事務局はそれだったらできますか。 

○環境保全課長 ありがとうございます。〇〇先生に事前にメールを送らせていただい

て、御意見を募ってございます。それも御紹介させていただきたいと思います。 

 大きく今のポイントのところで、資料２－２、区分１の自然エネルギーの有効利用で、

太陽光発電の蓄電利用が今１点になっているんですが、広く裾野を広げる意味で、まだ容

量が小さい家庭用のものとかも今後出てくる可能性も高いので、ここは蓄電池自体、採用

するというのはすごく前向きなお話なので、ポイントを高くして２点にして、今後小さい

ものが出てきたときに１点にできるような仕組みにしておいたほうがいいのではないかと

いうことを御意見で伺っております。 
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 そのほかは点数に関するところはございませんが、おおむね評価していただいているよ

うな状態でございます。 

○会長 ついでに〇〇先生のほかの意見も紹介していただけますか。 

○環境保全課長 各項目の採点結果は、今まで皆さんにここで報告するときは計画段階

の状態しかお伝えしていないと思いますが、今後はその採点結果とかも含めて、建物が建

った後に出てくる結果についても御報告いただけないかということを伝えられています。

それも前向きに検討していきたいなと思っています。 

 それから、世田谷区独自の項目がどう関連しているのかも、わかりやすく何か工夫でき

ないかという御意見も伺っております。 

 あと、これが非常に難しいんですが、維持管理・更新の対応のしやすさというものを評

価基準で今後検討していく必要があるのではないかという御意見も伺っております。 

○会長 ありがとうございます。その維持管理の話は東京都のほうにも入っています

ね。さっきも〇〇さんの意見でありましたけれども、例えば東京都の建築環境対策のパン

フレットなんかも、向こうは持っているんでしょうけれども、一応お渡しして、東京都が

関心を持っていることはもちろん世田谷区でも関心を持っているんですよ、これもちゃん

とやってねということで渡していただければ、今、〇〇先生から意見のあったことについ

てかなり対応できるかと思います。 

 まず、点数についての意見がありました。これもちょっとおもしろい意見だなと思いま

した。蓄電池を10キロワットやると言えば２点あげてもいいじゃないかと。将来、例えば

５キロワットを入れるけれども点数をくれませんかと言われたら、１点というのを将来つ

くってもいいじゃないかと。今10キロワットの蓄電池を入れるというのは２点に値するん

じゃないかという御意見ですが、この辺はバランス的にはどうですか。10キロワットの蓄

電池というと200万円ぐらいですかね。 

○副会長 蓄電池というのがどういうものか。最近は車自体がそういう機能を持ってい

ますよね、電気自動車。そういうのであれば、そんなに高額じゃなくて、要するに日常使

いの車自体が蓄電池扱いになっていくということからすれば、そんなに高額じゃなくても

入ってくる可能性がある。そういう車にしていけば１点ということもあり得るのかなとい

う気も、今しましたけれども。 

○委員 私も今同じことを考えて、最近、蓄電機能を持った車が災害対策にも貢献する

ということはもう皆さん御存じかと思いますし、例えば千葉でこの前、台風があったと
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き、日産車が非常に多く入って、電気自動車そのものが蓄電機能として地域社会に貢献し

ていくということが出てくるわけですね。従来の電力の供給のあり方が地域をグリッド単

位で機能することが今後想定されたときに、蓄電池は、家に直属でついている蓄電機能な

のか、まさに車みたいなものの蓄電機能で、モビリティーもやりながら、ＣＯ２にも貢献

しながら、災害にも貢献できるような、何かそのあたり、蓄電池を持った車というのは今

後の可能性を非常に持っていると思うので、それは今後、この中の評価対象で入れるとい

うのもあると思いますし、いろいろな問題を同時解決する意味合いとして、そういうよう

なものを高く導入していくことも重要なのかなと思って聞かせていただきました。 

○会長 ありがとうございます。恐らくそれを書くとするとＶ２Ｈですね。車から家へ

の逆潮といいますか、電力を取り出す装置に点数をあげるということで、自動車は動いて

いってしまうので、電気自動車自体を書くことは難しいと思うのですけれども、ただ、電

気自動車が来たときに電力を取り出せるということは評価に値する可能性はありますね。 

 とりあえず今、事務方のほうで提案された枠組み以外のことについては、さっきの提案

でこういうことがあったら評価するよというのに書こうということで考えていますので、

そういうところに電気自動車から電力を取り出す仕組みというのがあるというのも書いて

もいいかもしれません。点数は１点がいいのか２点がいいのか、すぐにはわからないの

で。 

○委員 まずは例示として出していただきながら、車から電気が流れるというのもそう

だと思いますし、今度は太陽光発電によって得られた電気がその車に蓄電する機能も機能

していくので、そういういろいろな施策が連動していくところを評価していくとか、そん

なものが今後できればいいのかなと思います。 

○会長 わかりました。では、それは文章に定性的に書いて奨励していただければと思

います。 

 点数自体はどうしますか。太陽光発電設備の10キロワットを２点と組んであれば、お値

段からすると、確かに10キロワットの蓄電池は２点かもしれないなと思うのですけれど

も、相場観で何か思う方いますか。 

○委員 いいと思います。200万円くらいの価格のものをあえて今の時代にやるというこ

とであれば、２点でとは思いますが。 

○会長 そのときに、大盤振る舞いする、今度３つ星が６点以上というのがちょっと響

いてくるんですけれども、そこはどうしましょうか。点をあげるのはいいのですが、評価
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の数字が同じだとどんどんインフレになってしまうんです。まあ、いいかということで、

３つ星はほとんどないんですがね。だから３つ星を上げて奨励をするという趣旨があるか

もしれません。 

 わかりました。では、〇〇先生は欠席ではありますが、せっかく具体的な御提案でもあ

りますし、事務局提案については２点がもし差し支えなければ、金額的には、バランス的

にはいいかなと私も思いましたので、とりあえずそういうふうにしていただいて、もっと

普及してきたら１点というのも下げちゃってもいいかもしれません。そういうことにし

て、星に対する配慮はとりあえずしないということで、もともとそれをやってくれる人が

いないので、点をとって頑張ってもらおうということでしょうから、このままにしておき

たいと思います。 

 あと、ちょっと関係のない意見ということですが、〇〇副会長の意見、みどりの現状と

か、私もずっと言っているんですが、エネルギーの現状みたいなことは、やはりしっかり

と調べなければいけないので、それも評価算定書の趣旨のところか何かに書いておいて、

意見というか、後のこういうのは加点になりますという例ではなくて、そういうことは前

提として大事だと思いますので、そういうのがよく伝わるように、何か工夫をしていただ

ければと思います。 

 以上で大体御意見は出切ったかと思いますが、よろしいですか。特にこの際言っておこ

うというのはないですか。 

 では、これできょうの審議事項は終わりということにします。 

 事務局にバトンタッチしますが、念のためですが、本来、頭で言わなきゃいけなかった

んですが、お手元に前回の議事録が出ています。サインをして確定するのでありますが、

きょうのは私と、〇〇先生にお願いしたいと。議事について忘れないで、サインの際には

覚えておいていただきたいと思います。 

○委員 わかりました。 

○会長 それでは事務局、何かあればお願いします。 

○環境計画課長 それでは、その他事項として、お手元に最後に資料としてシンポジウ

ムの御案内チラシをつけさせていただいております。３月13日金曜日、午後６時から、気

候危機を考える環境シンポジウムをこちらの北沢タウンホール２階ホールで実施いたしま

す。第１部が中学生の主張発表、基調講演として気象予報士の片山由紀子さん、第２部と

しましてパネルディスカッション、コーディネーターには当環境審議会の〇〇会長にお願
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いしております。パネリストは記載のとおりの方々となります。委員の皆様におかれまし

ても、お時間がございましたら御来場いただければ幸いと存じます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 それから、先ほどお話に出ておりました電気自動車の関係でございますが、世田谷区は

来年度、環境に配慮した車、また災害対応ということで、電気自動車を10台配置する予定

となっております。御案内申し上げます。 

 それから、次回の環境審議会でございますが、４月28日火曜日、午後に開催予定でござ

います。時間は決まり次第、御案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○会長 それでは、これで閉会といたしたいと思います。大変長丁場になってしまいま

した。済みませんでした。熱心な御議論、ありがとうございました。 

午後５時44分閉会 


