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午後２時開会 

○環境政策部長 皆様、お待たせいたしました。定刻になりましたので、事務局より御

案内申し上げます。 

 わたくし、４月より環境政策部長に着任しました〇〇と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。座って進めさせていただきます。 

 まず、この会議室のしつらえから御案内させていただきますが、新型コロナウイルス感

染症がまた大変拡大しているということがございまして、今回はリアルな会議を開催させ

ていただいておりますけれども、こうした形で、パーテーションとか手指消毒をやらせて

いただいております。また、ちょっと窓を開けたりさせていただいております。私どもも

大分慣れてきましたが、ずっとマスクをしながらしゃべるのは結構大変でして、皆様も発

言の際、いろいろ御不自由があるかと思いますが、御協力をぜひよろしくお願いいたしま

す。また、事務局もできるだけ部屋に入る人数を減らそうということで、後ほど騒がしく

なるときもあるかもしれないのですが、案件ごとに係長以下の職員につきましては入れ替

わりますので、その辺も御了承いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、傍聴について御報告いたします。本日は２名の方が傍聴されています。本

審議会は、世田谷区附属機関の設置運営に関する要綱等に基づきまして、原則公開となっ

ております。今年度も、審議会開催の都度、審議会の開催及び傍聴について、世田谷区の

ホームページ及び区の広報紙で周知、案内をしておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 最初に、委員の交代について御報告申し上げます。このたび、学識経験者委員として、

７月１日付で〇〇大学〇〇学部教授〇〇先生に環境審議会委員をお引受けいただくことに

なりました。ここで〇〇委員に一言御挨拶を頂戴したいと存じます。よろしくお願いいた

します。 

○委員 ただいま御紹介に預かりました〇〇大学の〇〇と申します。御存じのとおり、

三軒茶屋にございます〇〇大に所属しております。 

 私、御縁がありまして、これまで、みどり政策課のお仕事、それから清掃・リサイクル

部のお仕事をさせていただきました。また、学生のほうもプロジェクトを組んで、こちら

にいらっしゃる〇〇さんのところで、「さんちゃを楽しもう！プロジェクト」というのを

やらせていただいております。 

 私は、専門は農村計画と申しまして、現場は農村になります。大体役場と一緒に総合計
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画というのをやってきました。あとはフィールドワークでいろいろやっておりまして、最

近はニセコ町で再エネに関わりを持たせていただいております。今回御縁がございまし

て、微力ではありますけれども、皆様と一緒にお仕事をさせていただきますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

○環境政策部長 ありがとうございました。 

 また、財団法人省エネルギーセンター〇〇の〇〇委員が３月に省エネルギーセンター〇

〇を退職され、世田谷区環境審議会委員についても退任されました。このことにより、４

月より、同じく省エネルギーセンター〇〇常任理事の〇〇様に環境審議会委員をお引受け

いただいております。〇〇委員は本日御欠席でございますが、お手元に名簿をお配りして

おりますので、御覧いただければと思います。 

 なお、任期途中に御就任いただきましたお二人につきましては、残存期間の今年12月ま

でが１期目の任期になりますので、御了承いただければと思います。 

 それでは、開会に先立ちまして、副区長から御挨拶を申し上げます。〇〇副区長、お願

いします。 

○副区長 皆さんこんにちは。担当副区長の〇〇でございます。審議会の開催に当たり

まして、一言御挨拶をさせていただきます。 

 まず、本日は御多忙の中、環境審議会に御出席いただきまして、誠にありがとうござい

ます。令和２年第２回の環境審議会ということですが、当初４月に予定しておりましたけ

れども、新型コロナウイルス感染防止の観点から延期とさせていただき、本日の開催とな

りました。しかしながら、コロナの勢いはまたさらに増しておりまして、区としても様々

な対策を打っているところですが、こうした状況の中で御出席をいただいたことに、まず

御礼申し上げます。 

 また、昨日は山形で大変な河川の氾濫があり、先日は九州でということで、非常に気候

が変わってきていることを痛感させられております。昨年10月12日ですか、台風19号で、

世田谷区内でも500戸を超える浸水被害がありまして、今週の日曜日と先週の日曜日、４

回にわたりまして水害の説明会を行いました。昨年、発災後の12月に開催した際には700

人を超える皆さんが説明会においでになりましたけれども、今回は３密防止ということ

で、人数制限をさせていただいて開催しましたが、それでも300人程度の方たちがおいで

になりました。 

 区からは、この間の風水害に対する対策の総点検を行いましたので、それに対する説明
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と、洪水のメカニズムに関する説明ということで説明会を行いました。やはり区民の方々

は、この間の地方での災害も目にして、今年も同じことが起こるのではないかというよう

な大変な御不安を持っていらっしゃる。また、災害時に避難所でコロナウイルス対策をど

うするのかということについても大変関心を持っていらっしゃることを痛感いたしまし

た。 

 水害のメカニズムに関しましては、〇〇大学の〇〇先生に座長をお願いしまして、19号

被害のときの状況を再現したりということで説明会でも御説明させていただきましたけれ

ども、いずれにいたしましても非常に大きな気候変動があって、その中で、堤防をはじめ

としたハードインフラの整備はもちろんですが、環境基本計画の中でも触れていただいた

グリーンインフラということも取り組みながら、この気候変動に対応していかなければい

けない時代になったということについて、強く感じているところでございます。 

 本日の議事につきましては、各部の主要な事務事業について御説明させていただくとい

うことでございますけれども、２番目の議事では、世田谷区気候非常事態宣言（案）及び

気候危機への取組みの推進についてということで、世田谷区としてこの気候変動に立ち向

かう取組みの決意を示していきたいと考えているところでございまして、これについても

忌憚のない御意見をいただければ幸いと思っております。 

そのほか報告事項４件、その他事項１件につきまして、それぞれ各担当所管から順次

御説明させていただきます。限られた時間でございますが、それぞれのお立場から忌憚の

ない御意見をいただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○環境政策部長 続きまして、本日は、今、副区長から御紹介があったとおり、年度が

改まって初めての審議会となります。区管理職の人事異動がございましたので、御紹介さ

せていただきます。 

 改めまして、環境政策部長に着任しました〇〇と申します。８年前から５年前の３年

間、当時、環境総合対策室と言いましたが、そこに在籍しておりまして、審議会では第９

期の途中から第11期の始まりにかけて関わらせていただきました。５年ぶりに帰ってまい

りました。引き続きよろしくお願いいたします。 

 環境計画課長は引き続き〇〇が担当いたします。 

 エネルギー施策推進課長も引き続き〇〇が担当いたします。 

 環境保全課長も引き続き〇〇が担当いたします。環境政策部は以上になります。 

○みどり33推進担当部長 みどり33推進担当部長の〇〇でございます。どうぞよろしく
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お願いいたします。 

 同席しておりますみどり政策課長の〇〇とともに、昨年度から引き続き御一緒させてい

ただくことになります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○清掃・リサイクル部長 清掃・リサイクル部長の〇〇でございます。私からは、清

掃・リサイクル部の本日出席の管理職を紹介させていただきます。 

 まず私ですが、４月に着任してこちらに参りました〇〇でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 事業課長は昨年に引き続き〇〇が担当いたします。 

○環境政策部長 以上が管理職の紹介になります。よろしくお願いいたします。 

 ちょっと前段が長くなってしまいまして申し訳ありません。それでは会長、議事の進行

をよろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。それでは、令和２年第２回、暦年の２回目というこ

とで、前回の開催は２月だったでしょうか、大分間が空きましたけれども、開催させてい

ただきます。 

 まず定足数ですが、先ほどちょっと御紹介がありましたけれども、〇〇副会長、〇〇委

員、〇〇委員、〇〇委員が御欠席でございます。あと、今お席にいらっしゃいませんけれ

ども、〇〇委員が遅れて御出席になるということでございます。〇〇さんを待つ現時点で

も14名中９名ということで、過半数が定足数でございますけれども、定足数を満たしてお

り会議は成立しておりますので、早速、進めさせていただきたいと思います。 

 また、先ほど御挨拶いただきました〇〇委員、ありがとうございます。忌憚のない意見

をぜひどしどしとお寄せいただきたいと思います。 

 特にコロナということなので、なるべく早く済ませたいと思いますけれども、せっかく

こうやって集まっているので、議論はどしどししていただきたいと思っております。話は

飛びますけれども、Ｚｏｏｍで会議をやっていると何か臨場感がなくて、議論が発展しな

いなと思います。せっかく対面でできる貴重な機会なので、機会を生かしていただきたい

と思います。 

 それから、もともと本審議会の委員でいらっしゃいました〇〇の〇〇委員が、今年３月

に急逝されたとお伺いしております。〇〇委員には、ここにいらっしゃる方々は御記憶と

思いますけれども、生きものつながる世田谷プランとか、みどりの基本計画、それから最

近の環境基本計画といったような、世田谷区の環境政策に関わる重要な政策決定に大変貢
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献されて、特に生きものとか、みず、みどりといったような観点から、とても貴重な御意

見を寄せていただいたと思っております。大変残念なことをいたしました。これまでの御

尽力、御貢献に感謝しまして、ここに謹んで哀悼の意を表しますとともに、御冥福をお祈

りしたいと思っております。 

 それでは、議事事項ですけれども、議事録というのを作ります。これに順番にサインし

ていただくことになっておりまして、私は毎回サインしますけれども、今回の会議につい

てサインする人を決めさせていただきます。突然ではございますが、今回は〇〇委員にお

願いします。ちゃんと議事を覚えていて、後で議事録が回ってきたときに、これは本物だ

とサインをしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは中身に入りたいと思います。お手元に議事次第があると思いますけれども、こ

れに沿いまして審議をしていきたいと思います。先ほど副区長さんからお話がありました

ように、報告事項が６件、それからその他事項であります。報告事項というのは、聞けば

いいということではございませんで、せっかく聞かせていただくので、御意見とか御質問

とかをどしどししていただければと思います。 

 それでは、恐らく恒例ですが、新年度に入ったときに、それぞれの所管事項を今年はこ

んなふうにやるぞというお話を聞かせていただくというのが一番最初かと思います。資料

１、令和２年度世田谷区の環境に関する主な事務事業について、それぞれ御担当の方から

御説明をいただきたいと思います。 

○環境計画課長 それでは、世田谷区環境政策部の主な事務事業につきまして、私から

は１から５まで御説明させていただきます。 

 まず１、世田谷区環境基本計画の推進でございます。昨年度、中間見直しを行いまし

て、平成２年度から平成６年度を計画期間とする環境基本計画（後期）を策定いたしまし

た。お手元のボックスにも新しい環境基本計画を入れさせていただいております。もし必

要でしたら、お持ちいただいても結構でございます。概要版もつけております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。今後、本計画に基づきまして、環境政策全般を計画的に推進し

てまいります。 

 ２の地球温暖化対策地域推進計画は、2018（平成30）年度から2030年度までの13年間の

計画でございます。省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの利用促進など、地球温暖

化抑制への対応を進め、温室効果ガス等の排出の削減に取り組んでいくということでござ

います。本計画につきましては、後ほど報告案件の(2)気候危機への取組みの中でも触れ
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させていただきます。 

 ３、世田谷区たばこルールの推進でございます。本ルールにつきましては、指定喫煙場

所の整備、指定喫煙場所の民間への設置補助制度の運用、環境美化指導員によるルールの

周知啓発活動、また、東京2020大会は延期となりましたが、せたがやクリーンアップ作戦

を実施しております。また、環境美化活動（キャンペーン、清掃、落書き消し等）を行う

団体への支援を行ってございます。 

 ４、環境啓発事業の推進については、家庭や事業所などで取り組む省エネルギー行動や

環境に配慮したライフスタイルについての普及啓発を進めるということで、省エネポイン

トアクション、それから環境エネルギー・ラボという子ども向け環境イベントの実施、環

境ポスターコンクールを実施します。今年度は、米印で書かせていただいておりますとお

り、表彰式と併せて実施予定でありました環境書道体験は、感染症対策の観点から、表彰

式とともに書道体験も中止とさせていただいております。 

 ２ページを御覧いただきたいと思います。気候危機を考える環境シンポジウムは、３月

に開催を予定しておりましたが延期しまして、９月１日実施予定でございます。 

 海洋プラスチックごみ問題への取組みとしまして、７月１日の区報では、レジ袋が有料

化になったことに併せて、プラスチックごみの削減についてのお願いを区報の１面で取り

上げております。また、海洋プラスチックを減らすための取組みの一環として、各地域で

の清掃活動、クリーンアップ作戦も実施しているところでございます。また、清掃・リサ

イクル部が中心となりまして、食品ロスやワンウェイプラスチックの削減に取り組む小売

店や飲食店をエコフレンドリーショップとして支援する事業を新たに実施する予定でござ

います。 

 その下、森林環境譲与税の活用・世田谷区公共建築物等における木材利用推進方針の運

用も進めてまいります。 

 ５、エコ区役所の実現としまして、環境マネジメントシステムＥＣＯステップせたがや

の運用等を進めてまいります。私からは以上でございます。 

○エネルギー施策推進課長 続きまして、６、脱炭素社会に役立つエネルギーの利用拡

大と創出について御説明いたします。区民、事業者、区の３者が連携し、区全体で再生可

能エネルギーを利用拡大していくせたがや版ＲＥ100に取り組むとともに、水素エネルギ

ーの利用拡大と認知度向上に取り組んでまいります。項目につきましては御覧のとおりと

なっておりますが、今年新規のものや変更になっている箇所をピックアップして御説明い
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たします。 

 ２番目のポツにございます区施設への再エネ電力の導入といたしまして、昨年度、本庁

舎に再エネ電力を導入しております。今年度、さらにまちづくりセンターや集会施設など

の低圧施設70施設におきまして、再エネ電力を導入しております。 

 続いて、真ん中のポツにございます自治体間ネットワーク会議の開催についてです。今

年、新型コロナウイルス感染症対策としまして、Ｚｏｏｍを活用したオンライン会議を開

催する予定でございます。日時は９月４日金曜日の午後２時からを予定しております。視

聴募集につきましては、「区のおしらせ」８月１日号で掲載する予定でございますので、

御確認いただければと思います。 

 最後に、下から２番目のポツにございます区民向け蓄電池の導入補助事業についてでご

ざいます。今年４月から蓄電池補助を始めております。詳しくは報告(4)で御説明いたし

ます。私からは以上です。 

○環境保全課長 続きまして、７の大気・水質等の環境監視・調査では、大気環境の測

定や河川の水質調査などを昨年同様行うほか、本年度はアスベスト除去に関わる大気汚染

防止法が一部改正されることから、来年度の施行に向けた準備をやっていくことと、引き

続き事業者の指導を行ってまいります。また、自動車による大気汚染や騒音の監視調査も

実施してまいります。 

 続きまして、８、開発事業等に係る環境配慮の推進では、建築物等の建設などの大規模

な開発行為に対して、環境負荷の低減や公害防止などを要請してまいります。 

 ９の都市生活型公害等の対策では、解体や建設作業、工場等から生じる騒音、振動など

に関する近隣からの苦情、相談に対応してまいります。また、カラスの産卵期における威

嚇等による被害には、巣の撤去やひなの確保などを行います。ハクビシン、アライグマに

よる家屋の侵入被害に対しても、駆除や防除に取り組んでまいります。さらに、カラスや

ハトなど野鳥への餌やりによる迷惑行為につきましても、区民への周知や、問題となって

いる事案に対して改善の働きかけをしてまいります。 

 10、放射性物質への対応では、現在、若林公園での空間放射線量の定点観測を継続し、

その結果をホームページで公開するほか、区民からの相談にも対応に努めてまいります。 

 最後、11、管理不全な状態にある住居等への対応は、各総合支所の地域振興課や関係所

管課と協力して、居住者へ改善の働きかけを行うとともに、学識経験者等による生活環境

保全審査会の意見を聞きながら、地域の生活環境の保全を図ってまいります。御説明は以
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上になります。 

○環境計画課長 最後に１つ、資料を１枚めくっていただきまして、Ａ４横の資料でご

ざいます。今年度の環境政策に関する主な予算資料となっております。御一読いただけれ

ばと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○みどり政策課長 続きまして、みどり33推進担当部の主な事務事業を御説明させてい

ただきます。 

 右上に資料１－２①と書かれた資料を御覧ください。まず１、世田谷らしいみどりの保

全・創出です。 

 1)民有地のみどりの保全として、樹木・樹林地の保全や国分寺崖線の保全啓発、名木百

選のＰＲなどを行ってまいります。 

 2)地下水・湧水の保全として、地下水、湧水の調査などを行ってまいります。 

 3)農地保全の推進として、農業公園の都市計画決定に向けての調整を行ってまいりま

す。 

 4)みどりに関するイベントや講習会の開催として、記載の講習会等を行ってまいります

が、せたがやガーデニングフェアにつきましては、今年度は６月上旬の開催を予定してお

りましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、休止といたしました。 

 5)生物多様性の普及啓発として、まちの生きものしらべや世田谷生きもの会議などを行っ

てまいります。 

 6)ひとつぼみどりの創出として、区民一人一人が身近な場所で１坪程度の小さなみどり

づくりをまちなかに広げるひとつぼみどり運動を展開してまいります。 

 7)緑化助成として、生垣、植栽帯、シンボルツリー植栽などの助成を行ってまいりま

す。 

 8)みどりと花いっぱい協定として、協定による区民参加の花づくり、緑化活動の推進を

図ってまいります。 

 9)建築時における緑化の推進として、緑化地域制度などに基づく緑化の推進、緑化後の

維持管理の巡回指導を行ってまいります。 

 裏面を御覧ください。２の公園・緑地の計画的な整備です。 

 1)公園整備（新設・拡張）として、新設整備を１か所、拡張整備を２か所、記載の公園

で行ってまいります。 

 2)公園・緑地の用地取得としまして、都市計画決定を２か所、公園用地買収を５か所、
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記載の公園で予定しております。 

 3)大規模公園の基本計画の策定です。上用賀公園拡張事業基本計画の検討につきまして

は、新型コロナウイルスの観点による事業見直しを行いまして、来年度に延期としており

ます。玉川野毛町公園拡張事業基本計画の検討につきましては、区民参加の方法を工夫し

ながら行ってまいります。 

 続きまして、３、公園長寿命化改修計画に基づく取組みです。大規模公園の改修を１か

所、緑道の改修を２か所、公園、身近な広場の改修を４か所、記載の公園、緑道等で行っ

てまいります。 

 最後に４、寄附文化の醸成です。世田谷区みどりのトラスト基金や公園緑地用土地の寄

附の受入れ、寄附ベンチ、それぞれのＰＲ、周知を行ってまいります。主な主要事業につ

きましては以上でございます。 

 続きまして、２枚目に添付しておりますＡ４横の資料１－２②を御覧ください。こちら

は、世田谷みどり33に向けました各事業の予算概要を６つの項目別に示しております。以

上でみどり33推進担当部の説明を終わらせていただきます。 

○清掃・リサイクル部事業課長 それでは次に、清掃・リサイクル部の主な事務事業に

ついて、事業課長より御説明させていただきます。 

 資料１－３①を御覧ください。まず１、世田谷区一般廃棄物処理基本計画中間見直しで

ございます。 

 こちらは、本審議会で委員の皆様より多数の御意見をいただきながら策定することがで

きました。大変ありがとうございました。基本方針である２Ｒ、リデュース（発生抑制）

とリユース（再使用）の促進に引き続き力を入れて、令和６年度に１人１日当たりのごみ

排出量482グラムを目指して取り組んでまいります。本日の資料に参考として本編と概要

版を添付しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 

 次に２、普及啓発・環境学習の促進です。広報や、小学生などを対象とした環境学習、

大学や事業者などと連携した普及啓発活動を行ってまいります。 

 ３、区民・事業者・行政のごみ減量・リサイクル活動促進です。 

 まず、区民主体の取組みとしては、資源の集団回収やまちづくりセンターごとのごみ減

量・リサイクル推進委員会の支援などを行ってまいります。ただし、こちらは生ごみ減量

の促進で幾つか講習会を挙げておりますが、こういったものが新型コロナウイルスの３密

防止という観点で中止させていただいているところでございます。 



 10

 おめくりいただいて裏面になります。次の事業者主体の取組みとしましては、事業系リ

サイクルシステムの利用促進などを行ってまいります。 

 次の行政による取組みとしましては、資源回収などを行ってまいります。 

 ４、効率的できめ細やかな収集・運搬体制の整備です。公衆衛生の確保に必要不可欠な

ごみ収集作業などを行ってまいります。 

 ５、適正な収集・運搬体制の整備でございます。ごみの排出指導など、公衆衛生、環境

保全の視点から行ってまいります。 

 その他、次のページで参考に資料１－３②は、清掃・リサイクルに関する今年度の予算

になります。おめくりいただいて資料１－３③は資源回収の流れ、裏面はごみ処理の流れ

になります。資料１－３④で東京23区清掃一部事務組合についての資料を添付しておりま

すので、後ほど御覧いただければと思います。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、ここまでの資料につきまして、例えば質問とか御意見がありましたらどう

ぞ。せっかくの機会ですので、言っていただきたいと思います。 

○委員 リサイクルの集団回収についてちょっとお伺いしたいんです。要は、回収業者

が、あまり利潤がないので集団回収はお断りしますということがありまして、その場合、

区としてもう少し業者を探してくれないかということですね。部のほうから業者が偏って

はいけないような説明がありましたけれども、今まで集団回収を進めてきたのは区であっ

て、それに沿って私たちも協力してきたということがあります。なのに、自分で探してく

ださい、貴自治会で探してくださいというのはちょっとつれないかなという思いがありま

すけれども、どうでしょうか。私個人で10何社に電話をかけましたが、全部断られまし

た。もし見つからなかったら、区のほうはどういう対応をしてくれるのか、ちょっとお聞

きしたいなと思いまして。 

○会長 ありがとうございます。ここでは区民主体の取組みで１行、「資源の集団回収活

動の支援」と書いてありますけれども、どんな御支援をいただけるのかということだと思

います。よろしくお願いします。 

○清掃・リサイクル部事業課長 確かに委員御指摘のとおり、最終的には回収事業者が

リサイクルで回収したものを売り払う形になるのですが、最近、ここでなかなか利益が出

ないということで、この集団回収事業から撤退したいというのが実際に昨年あたりから増

えているところでございます。その中で１つは、今、委員のお話でも新しい業者がなかな
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か見つからないということで、私どもも何社か御紹介は差し上げているのですが、話が折

り合わないところがあるということで、そこは大変申し訳なく思っております。 

 そこで、区ができることということで、今１つ、実際に今年度の事業として行っている

のは、回収した資源を売り払うことがビジネスにならないということにまず着目して、こ

れは古紙についてですが、中国が何年か前から古紙の輸入を行わなくなって、買取り価格

が非常に下落している状況がありますので、この下落した分の補塡をする、収集事業者の

金銭的な支援をするという事業を今年度からスタートしております。実際は半年に１回の

資源回収量に応じた支援になりますので、初回の支援は９月末までの実績に基づいて10月

の支援ということで、まだ支援の金額として実績は上がっていないのですが、実際、今年

度の予算でそのような事業を行っています。 

 また、現在は古紙だけということになっておりますが、資源の買取り市況というのは輸

出をして終了というビジネスモデルが主なところになっていて、輸出ができないというと

ころが非常に大きいので、どんな資源も下落傾向にあります。そこは認識しております。

そこで実際、我々も市況を見ながら、また収集業者の話を聞きながら、古紙からさらにほ

かの資源で支援の拡大が必要であれば、来年度に向けて検討し、必要な拡大等を行ってい

きたいと考えております。ただ、いつまでも支援というわけにもいきません。いつ市況が

回復するかというのは未知数でございますが、市況を見ながら、回復していけば終了する

ような事業と考えております。 

 それと、最終的にどうしても代わりの事業者が見つからないということになってしまい

ますと、ここはいろいろな集団回収の団体さんとお話しさせていただいておりますが、や

むを得ず行政での回収にある意味戻っていただくことで対応するということで、本当に委

員の御指摘もごもっともで、大変心苦しいところではございますが、今のところそういっ

た形で、回収事業者への支援、それから行政回収への復帰で対応させていただいていると

ころでございます。 

○会長 現状の御説明、ありがとうございました。 

 〇〇委員はよろしいでしょうか。よろしいとはなかなか言えないと思うのですけれど

も、承知したということでしょうか。 

○委員 区の回収というと、自治会自体には何も入らない回収になるわけですね。 

○清掃・リサイクル部事業課長 集団回収ということですと、回収量に応じて報償金と

いうことで団体の皆様にお支払いしているところでございますが、行政回収ということに
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なりますと、私ども行政が無料で回収するだけになってしまいます。そういう意味でいう

と、団体としてせっかく活動していただいているところのメリットがなくなってしまうと

いうことで、そちらは御指摘のとおりでございます。 

○会長 これは深くて、なかなか簡単な問題ではないと思うのですけれども、個人的に

言いますと、やはり出口といいますか、今まで中国に輸出していて、中国だけではありま

せんが、それで済ませていたのを国内でということで、プラスチックにしてもそうですけ

れども、どうやって使うのかというのがないとなかなかいけないと思うんですね。古紙に

ついても、実際そういうデータも持っていますが、金額がすごく下がっちゃって、商売と

してはなかなか引き合わなくなる。また、古紙の倉庫の在庫量も増えているということで

す。コロナで紙の使用量も減っているのではないかと思いますが、そういう中で、今以上

に古紙を使っていただくような仕組みがないと、なかなか動けないのかなと思いますの

で、そういうことも含めてやっていかなければいけないと思います。 

 世田谷区はとても大きな自治体なので、こんなことをしたらどうかということを人様に

訴えることも大事ではないかと思います。せっかくの御意見ですので、東京都に言うと

か、一部事務組合で言うとか、あるいはプラスチックについて言えば、出すプラごみを産

業界としてもやるという大変強力な団体ができていまして、たしか〇〇さんが会長をやっ

ていますけれども、ああいうところとタイアップして、回収したものをまた使える仕組み

を、ぜひ世田谷区みたいな大きなところで実験してもらうようなことがあると、消費者パ

ワーを発揮できていいと思います。少し大きな目で、今のような御意見に対応できるよう

にしたらいいかと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員 世田谷区たばこルールの推進についてですけれども、せたがやクリーンアップ

作戦に沿いまして、私ども商店街では、クリーンアップ、まちの清掃をしているのですけ

れども、そこで感じますことは、やっぱりたばこが街じゅうに、指定された場所ではな

く、いろいろな場所に放置されている。ビルとビルの間とか植え込みの中にかなりの量が

あるということで、やはり啓蒙活動をもっともっとやっていかなければならないだろうと

いうことだと思います。 

 それから、三軒茶屋の茶沢通りのことを申し上げますと、茶沢通りの裏は住宅地になっ

ていまして、そこに結構たばこが落ちているんですね。それは私どもが調査したところに

よりますと、飲食店なんかの従業員さんたちが、どうも裏側へ回りながら、歩きながらた

ばこを吸って捨てていくような状況を見受けるよというような話が町会のほうから上がっ
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ておりました。そういったところにも指導員の方とかを回していただく。夕方から夜間に

かけてが多いと思いますので時間帯的に無理かもしれませんが、そこのところをお願いし

ておきたいなということです。 

 それともう一つ、どうもここへ来まして、チューハイとかの缶のアルコール飲料がまち

の中に落ちている率が高まってまいりまして、どうもよろしくないかなと。昔はそんなに

は、缶ジュースとかは落ちていたんですけれども、アルコール入りが増えてきているとい

うのは、防犯上いかがなものかと思います。ぜひとも今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

○会長 そういう現場の実情があるそうですので、よろしくお願いいたします。とにか

くごみは、あるとごみを呼びますので、どんどん片づけるしかないと思うのですけれど

も、よろしくお願いいたします。 

○委員 私もたばこルールのところでちょっと質問なんですけれども、御説明があった

かもしれないんですが、指定喫煙場所の整備ということで、今、コロナの感染拡大防止の

観点から見直しをということも米印で入っているんですが、これについては今後どういっ

た形で進められるのかを教えていただきたいのと、こういう指定場所がないと、ポイ捨て

の問題がまた増えてきてしまうということもあると思います。ただ、コロナのことを考え

ると、どこかに集まって喫煙するというのはかなり危険なのではないかと思うので、この

あたりの計画を教えていただければと思います。 

○環境計画課長 指定喫煙場所は世田谷区全体に２か所、屋外にコンテナ型の喫煙所が

ございます。コロナに関しては３密を避けるということで啓発等を行っておりますが、特

にコンテナ型の喫煙所は、現在、喜多見駅、経堂駅の近くにあります。そちらについて

は、緊急事態宣言が出されていた期間等を含めて閉めていたところでございますが、段階

を経て現在はオープンいたしました。注意看板、それから密にならないように、足元の印

の位置で吸っていただきたいと。それから、定員を設けて、吸われる方は順番に待ってく

ださいということで足元に線を引きまして、順番に吸っていただく。そのような対策を取

りながら、３密を極力避ける取組みをしながら進めているところでございます。 

○委員 すみません、途中から来たので話を聞いていなかったところが多いんですけれ

ども、２つあるのですが、まず新型コロナウイルスによって、かなり自治体の財源が厳し

くなっていると思うんですね。いろいろな対策があるんですけれども、今回の予算という

のは、コロナ前に比べて減らしているのか。私から思うと減らさなくてはおかしいと思う



 14

のですけれども、予算的にどうなるのかというのが１つ。 

 それからもう一つ、今、国としてプラごみの分別を考えていますよね。ただ、世田谷区

の場合は、プラごみも燃えるごみと一緒に燃やして熱源として発電させている、蒸気をつ

くっているんですけれども、今後、国の指針に対して、世田谷区でプラごみを分別してや

っていくという方針は、まだ清掃・リサイクル部の主な事業の中に見えていないんですけ

れども、その辺で具体的な検討をしていれば教えていただきたいです。 

○会長 ２つありますけれども、まずごみのほうを先にお答えいただいていいですか。

あと、コロナの対策のために予算を編成して、逆に普通の予算が減っているのではないか

ということですが、それについて総括的にお答えいただけますでしょうか。 

○清掃・リサイクル部長 まさに委員の言われた家庭ごみのプラスチックの一括した分

別回収の方向性の案が、７月21日の国の有識者会議で案出されたということで、我々は重

大な関心をもって議論の行方を見守っているところでございます。委員の言われたとお

り、昨年改定した区の一般廃棄物処理基本計画の中ではこの問題にも触れておりまして、

２Ｒの徹底を前提としつつ、サーマルリサイクルを当面の間は継続しながら、より環境負

荷の少ない手法について、外部の知見も加えて調査研究していくと書いてございます。ま

さにその調査研究をこれから始めるというような考えを、今、部では持ってございます。 

 ただ一方、１問目の御質問にもあるように、税収がかなり落ち込むということで、部の

ほうの予算もいろいろ査定が入ってきている状況の中で、調査研究の部分費用はそれほど

でもないと思うのですが、実際の回収費用は、週１回収集すると、現行の容器包装リサイ

クル法の規定で実施した場合、私どもは住宅地なので、工業地帯を持ってございませんの

で、輸送距離とかが長くなり、年間10億のランニングコストがかかると試算しておりま

す。全家庭からプラスチックを分別収集した場合について、今のサーマルリサイクルと比

べて、果たしてこれをもってどのぐらいＣＯ２の減少率が上がるかどうかという研究、ま

さにこれは待ったなしだと思っておりますので、研究しながら、近い将来、何らかの結論

を出さなければいけないと考えているところでございます。 

 

○副区長 それでは私のほうから、区の財政について、雑駁ですがお答えさせていただ

きます。世田谷区の一般会計予算は約3000億になります。このコロナの問題が起きまし

て、すぐに緊急見直しということで、各部で不要不急のもの、また、先送りできるものと

いうことで、25億ほどの削減をまず第１次で行いました。例えば花火大会とか、様々なイ
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ベントを中止せざるを得なくなったということもございますし、また、道路の舗装、ある

いは道路用地の買収の先送りということで、かなり各部とも知恵を絞って削ったところで

す。 

 環境に関して言いますと、小さなイベントの削減ということで、大きなところには手を

触れずに済んだのですが、実はリーマンショックのとき、１年度で200億ぐらいの影響が

ありまして、23区の場合、法人からの事業税は東京都のお財布に１回入って、それから各

区に振り分けられる仕組みになっておりまして、この影響が恐らく来年、大変なことにな

るのではないかということで、令和３年度予算に向けては相当大きななたを振るっていか

なければいけないのではないかということで、今その議論をしている最中でございます。

恐らくリーマンのときを超える影響があるであろうということで、想定した準備を今して

いるところでございます。 

○会長 ありがとうございます。ほかにございますか。 

 恐らく疑問も尽きないし、ここは全体的な資料なので何でも言えるということもありま

すね。議論は尽きないんですが、ほかにも議題がありますので、先に進めさせていただき

ます。 

 次ですけれども、これはなかなか大事な話で、先ほど副区長さんからも話がありました

が、資料２、世田谷区気候非常事態宣言（案）及び気候危機への取組みの推進についてで

ございます。御説明をお願いします。 

○環境計画課長 それでは、世田谷区気候非常事態宣言（案）及び気候危機への取組み

の推進について御説明させていただきます。 

 資料２を御覧ください。１、主旨でございます。気候変動に起因する強力な台風や集中

豪雨による被害は年々甚大化しており、区民生活に大きな影響をもたらしております。世

田谷区気候非常事態宣言を行うことで、区民、事業者の皆さんと区が気候危機の問題を共

有し、気象災害から区民の生命と財産を守る取組みと、二酸化炭素排出の削減を進め気候

変動を食い止める取組みを一層推進していくものでございます。 

 ２、背景でございます。国連の気候変動に関する政府間パネルの報告では、今世紀末に

は世界の平均気温が現在と比較して最大4.8度上昇すると予測されております。また、平

均気温の上昇を産業革命以前から1.5度以下に抑えるためには、二酸化炭素の排出を2030

年までに半減、2050年までに実質ゼロにする必要があるとしております。こうした待った

なしの状況を踏まえまして、現在の気候危機への対策を図るとともに、未来を見据えた中
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長期的な取組みが急務となっております。 

 ３の宣言文につきましては、１枚めくっていただきまして、別紙１の（案）のとおりで

ございます。宣言文が段落４つございます。４段落目にございますが、「ここに広く気候

非常事態を宣言するとともに、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを表

明し、エネルギー政策の展開、環境負荷の少ないライフスタイルへの転換、防災・減災に

よる災害に強いまちづくりなど、区民、事業者、区の協働により、世田谷区の持続可能な

発展と脱炭素社会の実現に取り組んでいきます」という宣言でございます。 

 かがみ文にお戻りいただきまして、４の気候危機への主な取組みとしまして、おめくり

いただきまして別紙２でございます。こちらの１、世田谷区における目標及び主な取組み

としまして、(1)現在の気候危機から区民のいのちを守る取組みとして、気候変動への適

応策としております。①台風や集中豪雨に備えるということで４つ掲げております。そし

て、②猛暑に備えるということで取組みを記載しております。 

 １枚めくっていただきまして、(2)これからの気候変動を食い止めるための取組み、地

球温暖化緩和策としております。①みどりを守り、増やす取組み。そして②再生可能エネ

ルギーを「創る」「使う」を進める～「せたがや版ＲＥ100」をめざして～ということで取

組みを記載しております。③環境にやさしく暮らす取組みを掲げております。 

 そして、(3)気候危機問題の共有と取組みとしまして、気候危機の問題について、区

民、事業者の皆さんと共に学び、理解を深め、一人一人が環境に配慮した取組みを実践し

ていくことが求められるということで４項目、災害に備える、みどりを守り、増やす、再

生可能エネルギーに関して、そして最後のページになります環境にやさしく暮らすという

取組みを進めていただくということで記載しております。 

 そして２、2050年までのロードマップとしまして、温室効果ガス削減をこの年度の計画

に沿って進めていくということ、それから再生可能エネルギーを利用している区民の割合

を増やしていく、また区施設の再生可能エネルギーの導入率を増やしていく、みどり率を

増やしていくという取組みをロードマップで示させていただいております。 

 かがみ文にお戻りください。５の地球温暖化対策地域推進計画の見直しについてでござ

います。本体計画は2018年度から2030年度までの計画期間となっておりますが、気候危機

への取組みと併せまして、温室効果ガス排出削減などの計画目標や施策等について、今後

見直しを行ってまいります。 

 ６、今後のスケジュールでございます。９月１日には気候危機を考える環境シンポジウ
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ムの開催、同じく９月、議会の区民生活常任委員会への御報告、また自然エネルギー活用

による自治体間ネットワークの開催、10月中旬には区長記者会見の中で気候非常事態宣言

を出していきたいと考えております。また、11月の区報でもその宣言についての周知をし

ていきたいということでございます。説明は以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

 これは報告事項でありますが、もう固まってしまったことを聞きおくのではなくて、案

文なども動くものでございますから、審議会で答申とかそういうことはないけれども、意

見を言えば参考にしてもらえるということですので、何か注文をつけたい方はどしどしと

言っていただければと思います。 

○委員 ちょっと理解がついていっていないところがあって、ポイントを外す質問にな

ったら申し訳ありません。今回の非常事態宣言の最後の段落に「二酸化炭素排出量を実質

ゼロにすることを表明し」とありまして、これは区の行政的な活動の中での排出をゼロに

するということですか、それとも区のエリアでの区民の生活も含めてゼロになるのか。別

紙の最後のロードマップを拝見したときに、区施設への導入率は100％になる、温室効果

ガス排出が実質ゼロになるというのが同じように矢印されているんですけれども、どうや

ったらゼロになるのかがいまひとつ見えなかったので、もう少し御説明いただけたらあり

がたいです。 

○環境計画課長 温室効果ガスの排出ゼロは、区施設だけではなく、区民、事業者、皆

さんの取組みも含めて2050年排出ゼロを目指し取り組んでいく必要があると。背景のとこ

ろで触れさせていただきましたが、そういう取組みが国際的にも求められている状況を踏

まえてのものでございます。 

 それを実現するために、具体的にどういう形で進めていくのか。現在の地球温暖化対策

地域推進計画の中では、2050年、80％の削減目標としております。また、2030年では

26.3％の削減目標となっておりますので、現行計画の中で、これらの取組みだけでは達成

は難しいということで、地球温暖化対策地域推進計画の見直しが必要と認識しておりま

す。では、具体的にどうやって実現していくかにつきましては、今後の議論の中で、ぜひ

環境審議会の中でも御相談させていただきながら、御意見を頂戴していきながら、考えて

いきたいと思います。 

○会長 よろしいですか。 

○委員 はい。計画の見直しとお話しいただけたので、納得いたしました。ありがとう
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ございました。 

○会長 今の御意見で関連して言いますと、2050年までのロードマップのところに

26.3％削減と書いてありまして、その下に推進計画と書いてありますけれども、これも見

直しされるんだとここに書いておいたほうが分かりやすいかもしれないですね。 

 ほかに御意見ありますか。 

○委員 私も日々いろいろな取組みに関わっているんですが、有事のときにいろいろな

人たちが手を組んで対策をせざるを得ない状況になってきていることにおいて、やはり有

事のときのパートナーシップというのは、平時のときのパートナーシップなしにあり得な

いということが最近よく言われるようになってきました。特に東日本大震災のときも、や

はり地域の連携がうまく取れているところはリカバリーが早いと言われているんですね。

それを考えると、やはりこの中には十分入っているのかなと思いつつも静かにしていた人

間ではあるんですけれども、しかしながら、平時の中でのパートナーシップを意識しない

と対応できないという、ここをどう捉えていくのか。どう協働を日常化させていくかとい

うことも御検討いただくといいかと思います。 

○会長 ありがとうございます。恐らく別紙２も、今までで既にできていることをピッ

クアップしているんですけれども、今までのものであれば拾えばいいでしょうし、そうで

なければテークノートして、今度の地域計画の見直しの中とか、あるいは防災計画につな

がるのであれば、そういうところで今の御意見も引き取っていただくということかと思い

ますが、何かほかに御意見ありますか。とてもいい意見だと思いました。 

 では、皆さんが考えていらっしゃる間に、会長からで申し訳ないですけれども、要は宣

言をしたらどういう効果があるというか、何が変わるのか、今までと違うのかというのが

一番のポイントだと思うんです。そういう目で見ますと、１つは、冒頭に〇〇委員から御

指摘があったように、2050年に排出ゼロということをするんだと。だけれども、まだどう

やってやるか分からないから計画は見直すとおっしゃっていると思うのです。それでもい

いのかもしれませんが、何かもう一つ、宣言した以上、こういうことがすぐ変わるという

のが分かってくると、本当は迫力が出るのではないかなという感じがいたします。物々し

い、おどろおどろしいだけで、例えばコロナのときも、非常事態宣言と言ったけれども何

なの？とか、休業は要請するけれども補償はしてくれないのかとか、そんな議論がいっぱ

い出ているわけですけれども、非常事態宣言をすると、あるいは危機宣言をすると何が変

わるのかということは、もう少しはっきりしないと自分事にならないかなという感じがす
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るんですね。その辺をもう少し工夫されたらいいなと思います。 

 それがまずコメントで、例えば意見からしますと、別紙２の柱書きに「環境、福祉、教

育、防災、まちづくりなどの分野横断的な取組みみを促進し」と書いてあります。この辺

だろうと思うのですが、具体的にどうやって分野横断的な取組みを促進するのか。作文は

とてもお役所的だと思うんですけれども、どういう仕掛けでするのかとか、その辺があれ

ばとても面白いと思います。簡単に言えば、例えば福祉の政策でも教育の政策の中でも、

気候災害が増えるよと、それについて備える教育をするとか、そういうことだと思うので

すけれども、それをどうやって仕組みとして担保するかというのはとても新しいことだと

思うのです。例えばですよ。だから、そういう宣言をしたら、こういうふうに変わるんで

すということが言えたほうがいいのではないかと。目標はクリアだと思うのですけれども

ね。もしコメントがあれば。 

○環境政策部長 どうもありがとうございます。お答えになるかどうか、ちょっと自信

がないんですけれども、今回は、世田谷区が去年、台風19号で実際に被災しました。かな

り緊迫した状況になったということで、そういう水害といったものが、遠い地方のもので

はなくて、実際、世田谷区内でも起きているということについて、区民の皆さんとも改め

て確認をしていきたいということで、冒頭、副区長からも、この間の説明会とかには地元

の皆さんがたくさん御参加いただいておりますけれども、今回の多摩川流域だけではなく

て、いろいろな場所で、ゲリラ豪雨なんかでは違った形の災害も発生しておりますので、

そういったことも含めて、異常気象ということで具体的に世田谷でも被害が出ていること

について区民の皆さんに知っていただく。 

 今回はっきりと変えているところでは、適応策の部分は新しいところを大分入れており

ます。これは実際の昨年の水害を受けて、避難所の在り方とかハザードマップといった被

害に備えることについて、これは環境セクションではなくて危機管理、災害対策部門のほ

うでかなりいろいろな取組みをしております。そういった内容につきまして、この書きぶ

りがちょっと遠い感じで、薄まっちゃっているかもしれないんですけれども、ハザードマ

ップの更新とか、今まで水害での避難所開設はやっていなかったんですけれども、タイム

ラインをつくりまして、どういう段階でどういうふうに避難所運営をするというのをかな

り詳細に決めてきておりますので、そういったことも区民の皆さんに知っていただき、備

えていただくということは、具体的にやっていきたいと思っております。ですので、この

適応策の部分は、今回、宣言をすることと併せてかなり具体的に詰めて、台風シーズンに
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備えていくということも含めてこの９月にと考えているところでございます。 

 環境の部分では、どうしても緩和策のほうが大きくなるわけですけれども、これは地道

な取組みを皆さんに知っていただいて、続けていくしかないのかなと考えておりまして、

目新しさというところでは不十分かもしれないんですけれども、この間、御議論いただい

て新しく環境基本計画に定めている内容等を確実に実行していくということを呼びかけて

いきたいと考えております。 

○委員 私からも、今の〇〇会長と同じなんですけれども、2050年に排出ゼロと、やっ

ぱりすごいことが書いてあるんですね。世田谷区は92万人ぐらいいて、事業所としてもＣ

Ｏ２を排出するような、煙突があるような固定発生源はないと思うんです。川崎とか大田

区の多摩川寄りはあるんですけれども、そういうところはゼロにするというのは非常に難

しい、ものすごくハードルが高い目標に見えるんですが、世田谷区はどっちかというと、

住宅と、あとは組立て、アッセンブリー関係で、直接煙突から出すようなものがない事業

所が多いと思うので、やろうと思えばできそうな気もするわけです。そのときに、誰と、

どういう目標にしているかといったときに、我々世田谷工業振興協会とか、こういう団体

と連携して事業所の中でのＣＯ２削減の一つのモデルをつくっていくとか、こういうとこ

ろの見直しがあるのであればちょっと書いていただいて。 

 住民にやろうと思ってもなかなか難しいと思うんですね。それに対して我々事業者とい

うのは、区のほうの支援があって、そういうやり方でＣＯ２を削減しましょうという一つ

の計画に従ってやっていく。もちろんそれに必要な機材には助成金が出るような仕組みも

必要かもしれませんけれども、そういうのを我々世工振を使ってやっていただく。あと30

年もあるので私もいないと思うんですけれども、そういうような道筋を作っていただく

と、実行しやすいのではないかという気がしますね。 

○会長 世田谷モデルといいますか、92万の大都市ですから、ぜひ頑張っていただきた

いと思います。最後に残るのは恐らく自動車の燃料みたいな燃やすものが、再生可能エネ

ルギーに置き換えるのがなかなか難しいので大変だと思いますけれども、それ以外はおっ

しゃるように省エネして、残った電気に再生可能エネルギーを入れればもちろんできると

思うんですね。技術的には問題ないと思います。 

 それともう一つ、先ほど〇〇委員からあった話ですけれども、あるいは部長さんからも

御答弁があったんですけれども、温暖化対策地域推進計画を見直すのであれば、その中に

適応策、要するに災害防止も中に入れるとか、いろいろな分野の中で分野横断的にやって
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いくという中身も今の温暖化対策地域推進計画に書いていないので、今おっしゃったよう

なことを書くということでも相当今までと違った、気候危機宣言をしたことに対応するよ

うな新しいタイプの地域の温暖化対策計画ができると思いますので、今おっしゃったよう

なことをちゃんと検討して字にしていくということはとてもユニークな、ほかの自治体で

はまだ見たことがないので、やってみたらいいのではないかと思います。 

○委員 １つよろしいでしょうか。お配りいただいた世田谷区における気候危機への取

組みの(3)気候危機問題の共有と取組みの①災害に備えるで、「ハザードマップを確認する

など、避難行動の備えをする」ということなんですが、まずハザードマップを全戸配布で

きるのかどうかと、それからハザードマップを確認するだけじゃなくて、やはり日頃から

の町内会単位などの避難訓練というか。 

 私、実は陸前高田で友人が津波にやられまして、そのときに、本当に地味な小さい50人

弱の零細企業だったんですけれども、日頃からそういう訓練をしていて、裏の神社のある

山に逃げて、それで助かったと。だから、日頃から社員を実際に動かすことがいかに大事

かという話をお聞きして、私たちも子供の頃はよく避難訓練をしたんですけれども、世田

谷区ぐらいのクラスになると、人口規模も大きいので難しいところはあるかと思うのです

けれども、確認したというのがどの程度というか、「見たよ」では駄目でして、実際問

題、小学校単位とか自治会単位などでもう少し積極的に取り組むことが大事だと私自身思

っているので、備えをするというより、もう１段階ぐらい上げてほしいなというのが希望

的なところです。 

○副区長 ハザードマップですけれども、風水害に対応するハザードマップということ

で、今までもハザードマップはあったんですけれども、実態からするとかなり離れていた

ということで、昨年の災害を受けまして、この６月に風水害のハザードマップの暫定版を

ホームページに載せました。実は先週、冒頭申し上げた説明会でも皆さんにお配りして、

内容を御説明しました。そうすると、本当にここの避難所でいいのみたいな御意見もあっ

たりしまして、９月に全戸配布する予定です。先生お話のとおり、全戸配布したとして

も、それが浸透していなければ意味がなくて、アンケート調査だとあまり浸透していない

というのは分かっておりまして、これは周知をちゃんとしなければいけないなと思ってい

ます。 

 風水害のときは、先ほど部長も言いましたけれども、これまで避難所開設は想定してい

なかったんです。過去に避難勧告をしたら集まったのは24人なんていう時代がありました
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けれども、昨年は5000人を超える方が避難されました。皆さんの意識は変わっていると思

いますけれども、その際の区の体制は全然なってなくて、各学校に２人ぐらいで鍵を開け

に行って、それで終わりというようなことしかできなかったというのがあります。今回

は、あらかじめ指定避難所に行く職員は誰と誰というのを決めまして、基本的には、風水

害の場合は、区の職員が避難所運営の中心を担うということにしています。 

 ただ、地震のときはそれは不可能なので。地震のときはそれぞれの避難所で、まちの方

たちが避難所運営をしていただく。そうしないととてもできませんので、これは避難所運

営訓練ということで各町会・自治会、あるいは商店街等で取組みを進めていただいていま

して、先ほど〇〇委員からもお話がありましたけれども、平時からパートナーシップをち

ゃんと結んでおくということをぜひ進めていきたいと思っているところです。 

○会長 ありがとうございました。これは中身の話なので、気候危機宣言の別紙のとこ

ろに書けるような根拠のあるものは書いてもいいと思うのですけれども、これからの話は

あまり、やってもいないのを書くのもちょっと気が引けるので、それはまたやるぞという

ちゃんとした文書を作った上で書くべきかと思います。やらなければいけないことがどう

もたくさんありそうなので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、防災については審議会があるんですか。 

○環境政策部長 防災会議といって……。 

○会長 もし温暖化対策地域推進計画で【地球温暖化への適応策?】適応もやるんでした

ら、そのときだけ臨時委員とか、あるいは〇〇先生、〇〇先生でいいのかもしれませんけ

れども、防災関係の先生方も少しいらっしゃったほうが、いい計画ができるのではないか

と思います。 

 個人的には、おっしゃったお話は私も関心があったので、今、副区長が御紹介になりま

した主に地震のときのボランティアの対応、例えば受入れ準備とかいろいろなことをする

講習会があるので、１回講習を受けてきましたけれども、なかなか大変だなと。いざとな

ったらあなたはどこに行きますかとか登録させられて、たしか私は代田小学校か何かを登

録したと思います。そういうような分担制で準備はしているようですけれども、１回こっ

きり講習会に行ったからいいというものでもないので、おっしゃるように、相当訓練をし

ないといけないなというのが感想です。いずれにしても、やることはたくさんあると思い

ますので、もしやるのであれば、しっかりできる体制を取っていただければと思います。 

 よろしいですか。審議会ですので、来た人はぜひ皆さん１回は意見を言っていただきた
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いと思うので、心当たりのある人は、そのうち当たるのではないかということで覚悟して

いただければと思います。 

 それでは、資料３の御説明をお願いします。 

○環境計画課長 資料３、世田谷区公共建築物等における木材利用推進方針の策定につ

いて御説明いたします。 

 １、主旨として、国では、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律及び基

本方針を定めまして、公共建築物等への木材利用を推進しています。この法律では、地方

公共団体の責務として、木材の利用促進に関する施策の策定、公共建築物における木材利

用の促進に努めることを定めております。一方、平成31年度税制改正によりまして、森林

環境税、森林環境譲与税が創設され、木材利用の促進や普及啓発等に充てる財源として、

令和元年度から森林環境譲与税が自治体に交付されております。こうしたことから、森林

環境譲与税を有効活用しつつ、公共建築物等の木材利用を推進することで、地球温暖化の

防止、循環型社会の形成等に貢献していくため、公共建築物等における木材利用推進方針

を策定いたしました。 

 資料の２枚目が方針でございます。１、目的、２、木材利用の意義、３、用語の定義、

４、基本的事項となっており、この裏面を御覧ください。木材をどのようなところに利用

していくかを記載しております。(1)公共建築物、例えば学校のフローリングや教室の壁

などが想定されます。(2)公共工作物、例えば公園のベンチなどが想定されます。(3)備品

及び消耗品は、備品、文具類、玩具などが想定されます。(4)公共建築物等において使用

する木材として、積極的に国産木材を使用すること。(5)考慮すべき事項として、建設コ

ストに加え、維持管理及び解体、廃棄等のコストも含むライフサイクルコストについて十

分配慮する。また、自治体間連携・交流や地産地消等の観点による調達産地の選定等も考

慮し、これらを総合的に判断し、木材の利用に努めるものとするとしております。 

 資料の１枚目の裏面を御覧ください。４、森林環境譲与税について、(1)税の使途は、

森林環境譲与税は、昨年度は約3400万円が交付され、川場移動教室事業、健康村里山自然

学校事業、公共施設における木材活用で使用いたしました。今年度は7300万円の交付見込

みでございます。説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。 

 何か御意見等ありますか。 

○委員 この公共建築物に木材を利用するという促進法がたしか2010年にできて、木造
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建築物は全体の40％ぐらいが木造でできていると思うのですけれども、そのうち公共建築

に使われているのは今現在13％ぐらいだと思うのです。2010年に法律が変わってから徐々

に増えてはいるんですけれども、やっぱり公共建築でどんどん使ってもらうことがかなり

有効なのではないかと思っています。例えば学校で、先ほどフローリングとか壁というこ

とも出ていましたし、改修とか、新築はなかなかないのかもしれないですけれども、その

あたりで積極的に使われるような仕組みを公立の学校等で進めていくと、かなり有効なの

かなと感じています。ＣＯ２の固定化というようなことにもつながっていくと思いますの

で、１つ前の資料２で出てきた話のＣＯ２排出量を抑えるという中に、こういうことも取

組みとして１つ入れていくということもあるのかなと思いました。意見です。 

○会長 そうですね、方針と書いてあっても、実際に方針を受けて何をするのか分から

なくて受け身で待っていると、結局何も触れないということがあるかもしれないので、お

っしゃるように何か計画をつくるとか、少し攻めに転じないと、今みたいなことは十分で

きないかもしれないと。 

○委員 私も本当に同意見です。今後、新築の建物をつくるに当たって評価の制度があ

ったと思うのですけれども、ああいうような中に、ぜひ木材利用推進を評価づけるような

枠組み、ぜひ御配慮いただければと思います。 

○会長 後で建築物が出てきますので、あれは評価の基準は直せますので、対応すべき

ところがあればやっていきたいと思います。ただ、これは公共建築なので、民間について

は、これに準じてやるようにとかは特にないですか、普及啓発だけですかね。民間建築に

ついてもこうしようというのは、一応スコープに入っていないという感じですか。 

○環境計画課長 残念ながらここの中では、あくまで公共建築物、公共工作物における

木材利用の推進についての御紹介で、民間の施設についてまでは踏み込んでおりません。 

○会長 別にしちゃいけないとは書いていないので、頑張ればいいような気がします。 

○委員 私も木材とかは全く分野が違って分からないのですけれども、ちょっと教えて

いただきたいのですが、ここに書いてある木材というのは、商品になる木材を使うという

ことですか。間伐材の活用とか、その辺はどうなんでしょうか。間伐してこそ初めて山が

維持できるので、その間伐材も公共のところに使っていくと、ますます世田谷区はよく配

慮しているなとなるのかなと思っただけなんですけれども、ちょっと教えていただければ

と思います。 

○副区長 すみません、分かっている範囲で。間伐材を公共建築に生かすというのはあ
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まり聞いておりませんで、実はちょうどこの場所で、群馬県川場村の村長さんに来ていた

だいて、川場で取れる木材をこういうふうに活用できますよという様々なプレゼンをして

いただきました。それはそれぞれ製材をして、それなりに育った木ということです。た

だ、今度、移動教室で使っているふじやまビレジのほうを、バイオマスボイラーというこ

とで、木材のチップを使ってボイラーをというようなことで、割と大きなプラントです

が、そういったものを導入しました。それはもうまさに間伐材を使ってやっていらっしゃ

るので、そういう形になるのかなと。もっとすごい様々な技術があるのかもしれません

が、今知り得ているところだとそんなところでございます。 

○環境計画課長 加えまして、そのほかに川場の移動教室では、間伐材を使った子ども

たちの箸づくり体験なども行っているところでございます。 

○みどり33推進担当部長 恐らく御質問の趣旨は、間伐材を実際どう使われているかの

実例というよりは、この方針で間伐材を対象としているかということだと思うのですが、

そういう意味ですと、この方針の中で、例えば先ほどいろいろ出ました川場村の間伐材を

使うのも、これは当然国産木材を使用している扱いになると解釈していいのかと思ってお

ります。そういう意味では、大分昔、川場村と世田谷区がパートナーシップ協定を結んだ

直後ぐらいに、例えば公園のデッキに川場村の間伐材を使わせていただいた、そういった

ケースも多々ございます。ただ、実際使うに当たっては、御案内のとおり、間伐材等の材

質の関係から、防腐、ここにも出てきますライフサイクルコストをどう見ていくかという

ところにいろいろと課題がございますけれども、もちろん活用の手法は様々あると思いま

す。こちらの位置づけとしては、これは間違いないということでよろしいんですよね。 

○環境計画課長 そのとおりでございます。川場村等も含めた木材の活用を進めていく

という方針でございます。 

○会長 間伐材でも製品は幾らでもあるので、そういうふうに仕様書を書ければ、別に

それでいいと思うのですが、ただ、そういう目で見ていますと、この推進方針だけで木材

調達というか、建築に当たっての仕様書を書こうと思うと、一般論しか書いていないの

で、頑張って使いなさいだけれども、構造が十分でない、基準法を通らないようなやつと

か消防法が通らないのは駄目ですよという程度の話で、具体的に設計の発注のときにそう

いうことをしっかり書くというところまで落とし込めていないような気がするので、今、

御意見がありましたけれども、実際にこれで本当に木材利用を進めていこうと思うと、ち

ょっと具体性がないかなという感じもします。〇〇委員が冒頭に言ったことと同じですけ
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れども、もう少し突っ込んだほうが、方針だけでは効果が薄いというか、実用性がちょっ

と乏しいような気が確かにしました。 

○委員 ちょっと今の御説明の中で、フローリングとか壁って多分内装材をおっしゃっ

ているのではないかと思うんですけれども、そういうのだと部分的利用という感じで、公

共建築でもし使うんだったら構造体を木造にするという発想で、よく聞かれるのは、小学

校の建築なんかで木造化という話のときに、やはり行政のほうが、防災とかそういった面

で、基準をクリアしていても少し引いてしまう部分があったりするので、本当に積極的に

これをやろうと考えるのであれば、今、木造の高層化であるとか、そういう検討がどんど

ん進んでいるので、構造に木造を使うというのを基本としてやっていくというようなこと

を大きく出していってもいいのかなとはちょっと感じています。 

○会長 いろいろ御注文はあると思いますけれども、方針をつくっただけで終わりにし

ないで、ぜひ生かされるようにしていただければと思います。 

 それでは時間も押していますので、よろしいでしょうか。次に資料４ですが、資料５も

同じエネルギー施策推進課のお仕事なので、一括で説明してもらえますか。 

○エネルギー施策推進課長 それでは、資料４、区民向け蓄電池の補助導入について、

まず御報告いたします。 

 お手元のちょっとざらざらしている色紙を御覧いただければと思います。補助案内のチ

ラシでございます。区では、再生可能エネルギーの区内での有効利用及び災害時における

有効な小規模分散型電源の普及拡大につなげるために、蓄電池の補助導入を始めました。 

 対象機器は定置型蓄電池と小型ポータブル蓄電池の２種類となっております。定置型蓄

電池の補助額は１キロワットアワー当たり１万円で、上限が５万円となっております。小

型ポータブル蓄電池の補助額は機器費の５分の１以内で、上限１万円となっております。

２種類とも太陽光パネルを同時導入、もしくは既に導入していることが条件となっており

ます。また、ポータブル蓄電池につきましては、蓄電池の容量は400ワットアワー以上の

ものが条件となっております。定置型蓄電池のほうは、国や東京都の補助を受けていても

区の申請は可能となっております。 

 受付は４月20日から開始しておりまして、現在の受付状況ですが、定置型につきまして

は、今現在25件来ております。小型ポータブル蓄電池は12件申請がございます。受付は、

新型コロナウイルス感染症対策としまして、なるべく郵送をお願いしているところでござ

いまして、現在ほとんどの方が郵送で申請をされている状況でございます。定置型蓄電池
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は、主に業者の方から申請を受け付けている状況でございます。ポータブル蓄電池につい

てはネットで買われる方が多くて、区民の方が直接お申込みされている状況となっていま

す。予算残額は現在220万ほどになっておりまして、執行率は37％となっております。

今、随時申請が来ておりますので、このペースでいきますと、年度内には予算執行できる

かと思っております。資料４の報告は以上でございます。 

 続きまして、資料５の「せたがや版ＲＥ100」ロゴマークの決定について御報告いたし

ます。 

 区では、区民、事業者、区の３者が連携しまして、区内全体で再生可能エネルギーを利

用拡大していくことをせたがや版ＲＥ100と銘打ちまして取り組んでいるところでござい

ます。このせたがや版ＲＥ100を多くの方に知っていただくために、ロゴマークのデザイ

ンを募集しておりました。このたびロゴマークが決定しましたので御報告いたします。 

 応募総数は171点ございました。 

 選定方法につきましては記載のとおりでございます。 

 大賞・入賞作品は裏面に記載しておりますので、恐れ入りますが、おめくりいただけれ

ばと思います。中央に大きいデザインが大賞作品となっております。世田谷の世の部分が

風車をイメージしているそうで、田の部分は太陽になっておりまして、谷の部分はソーラ

ーパネルをつけた家のイメージでデザインされていると聞いております。入賞３作品は、

その下にあるとおりでございます。 

 恐れ入りますが表面にお戻りいただきまして、ロゴマークの公表なんですが、既に５月

１日号の区報でお知らせしているところでございます。今ホームページでも掲載しており

ます。 

 ロゴマークの活用方法ですが、今後、啓発物としてロゴマークを活用していきます。あ

と、せたがや版ＲＥ100の賛同者向けの記念品として、ステッカーなどを今後製作してい

く予定でございます。資料５の報告は以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。 

 これはもう既に始まっていることではございますけれども、何かコメントとか、あるい

は自分もまだ残高があるから利用したいとか、いろいろあるかと思いますけれども、お願

いします。 

○委員 資料４の件ですが、近年どんどんＥＶ車が増えていく中で、昨年のちょうど千

葉県の台風のとき、私、千葉県庁の方々とお話をして、多くの日産車が入っていた中で、
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車そのものが移動型蓄電池としての機能を持っているわけですね。蓄電池の補助導入とい

うのを考えたときに、このポータブルと定置型も含めて、何かそういうＥＶ車の普及みた

いなものと連動させていくと、防災対応型の地域づくりになってくるかと思うのですけれ

ども、どうお考えでしょうか。あと私自身、具体的な技術面に弱いものですから、何か御

意見いただければ幸いです。 

○エネルギー施策推進課長 〇〇先生のおっしゃるように、蓄電池の機能としまして

は、電気自動車のほうがはるかにたくさん導入されている、販売も進んでいるということ

で、性能等はいいと伺っております。今回検討する中で、ＥＶというのも考えてはいたの

ですが、もう既に普及が大分進んでいるところもありまして、今回は定置型蓄電池と災害

向けでポータブルという２つを導入した次第でございます。 

○会長 すみません、余分な話かもしれませんけれども、これから先、電気自動車とか

ハイブリッド車のリチウムイオン電池とかでたくさん中古電池が出てきます。リチウムは

リサイクルするのは、ほとんどあまり有価性がないのでつくれないんですけれども、電池

の性能としては十分ありますので、そういうのを集めてきて防災で使うような事業は、結

構新しいタイプの事業としてできるかもしれません。ですから、現役の電気自動車だけで

なくて、そこから外された電池の有効利用というのもちょっと面白いテーマだと思いま

す。それが膨大に出てきてしまうので。 

 では、時間が押しているので、このまま続けさせていただきます。資料６です。今回、

期間が空いたのでものすごくたくさんあってすみませんが、頑張って早目に説明してくだ

さい。 

○環境保全課長 続きまして資料６、開発事業等に係る環境配慮制度対象事業の協議状

況について御説明差し上げたいと思います。 

 本日６件ございますが、本来４月に審議会を開催する予定が開催がかなわなかったんで

すが、委員の方には事前に書面にて、前半の１、２、３の物件については配付させていた

だいて、御意見を頂戴しております。今回の御説明に際して、前半の３件については、簡

単に説明を差し上げた後に、いただいた御意見とその回答を御紹介させていただきたいと

思っております。 

 まず１、（仮称）世田谷区喜多見９丁目計画について御説明差し上げたいと思います。 

 Ａ３の資料を御覧ください。こちらは共同住宅の新築工事です。現況は社宅でございま

す。 
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 主な環境配慮の取組みですが、太陽光パネル20キロワットの設置やエネファームの採

用、274平米の提供公園の設置となっております。 

 従前の建物との比較におきましては、緑化率は増加しておりますが、建物自体の延べ床

面積が２倍以上になることから、一次エネルギーは計画のほうが従前に比べて約1.3倍、

それでも頑張っていただいていると思いますが、そうなっております。 

 星の数ですが、自然エネルギーの有効利用が１、省エネルギー対策が２、みどりの保

全・創出が２、災害対策が１となってございます。 

 こちらの件につきましては〇〇委員より御意見をいただきまして、ありがとうございま

した。いただいたご意見について御紹介を差し上げたいと思います。「資料の中に災害ト

イレを設置しますとありますが、評価算定書にはカウントされていないので、結局のとこ

ろは設置がないということでしょうか、134戸の規模の集合住宅であるにも関わらず、防

災トイレが設置されていないのは残念かと思います」という御意見をいただきました。こ

の御意見と御質問について事務局より回答を差し上げました。 

 ８ページを見ていただいてよろしいでしょうか。区分４の災害対策の中段でございま

す。延べ床面積１万平米以上の集合住宅の建築物では、災害用トイレの設置が、世田谷区

建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例で義務づけされている状態になっておりま

す。本制度の評価算定書に点を入れる場合は、その基準を上回っていることが条件となっ

てございます。また、採点表にありますように、加点の方法は、延べ床面積１万平米以上

の集合住宅の建築物の場合は、居住者50人当たり１基以上で２点をつけるとさせていただ

いてございます。本件は防災トイレを設置しておりますが、134戸に対して１基の設置と

なるために、採点にカウントしておりませんと回答させていただいております。 

 続けて２の世田谷区駒沢３丁目計画新築工事について御説明差し上げます。 

 Ａ３の資料を御覧ください。こちらも共同住宅の新築になります。現況は体育館みたい

な運動施設でした。それと大部分が駐車場です。 

 主な環境配慮の取組みですが、太陽光パネル10キロワットの設置、高効率給湯器の採用

などがございます。 

 星の数ですが、自然エネルギーの有効利用については星が１つ、省エネルギー対策は２

つ、みどりの保全・創出は１つ、災害対策は２つとなってございました。 

 こちらの物件に寄せられた御意見と御回答も御紹介させていただきます。「資料には敷

地内にマンホールトイレ２基設置予定とありますが、評価算定書では採点が１点になって
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おります、どのような理由なのでしょうか」ということで、こちらも〇〇委員からいただ

きました。ありがとうございました。 

 事務局からは次のように回答差し上げました。「本件は69戸の計画ですが、ファミリー

向け住戸、少なくとも138人以上の居住者になる想定であると事業者からヒアリングして

おります。この場合、本件が延べ床面積１万平米未満でマンホールトイレ２基の設置予定

でありましても、居住者50人当たり１基以上という基準に達しないと判断いたしまして、

採点を１点とさせていただきました」と回答してございます。 

 続きまして、３に入らせていただきたいと思います。ここまでが以前お目通しいただい

たものになります。日本大学文理学部新体育館（仮称）新築工事です。 

 こちらは学校施設として、主に体育館の増築工事になります。 

 主な環境配慮の取組みですが、雨水貯留槽の設置や雨水浸透ますの設置、高効率空調機

の採用、延べ床面積2928平米に対して太陽光パネル５キロワットの設置などがあります。 

 星の数ですが、自然エネルギーの有効利用で１、省エネルギー対策で３、みどりの保

全・創出で２、災害対策が２、これがこの物件の点数になります。以上がおさらいになっ

ております。 

 続きまして４、これからが皆さんへ初出しになります。駒澤大学図書館新築工事です。 

 こちらの案件は昨年度３月末に提出されたことから、評価算定書も昨年度のものを使っ

ております。場所は駒沢一丁目23番でございます。同大学の敷地内での図書館の新築工事

になります。 

 従前との比較ですが、計画建物の延べ床面積が小さくなるという条件でございます。緑

化率については0.08％の増加。年間一次エネルギーについては、２万6000ギガジュールか

ら１万1500ギガジュールに、半分以下に削減するようになってございます。 

 ちょっと飛びますが４ページを御覧ください。現況図です。斜線の入っている部分が現

在の図書館と大学会館です。合わせて延べ床１万7195平米を解体します。 

 次のページが計画図になりますが、同じ場所に１万559平米の図書館を新築する計画と

なってございます。 

 続きまして６ページ、これが環境緑化計画図、両方入っている図面になります。図面の

右側中段にございますように、エネルギーの有効利用として、屋上に20キロワットの太陽

光発電設備を設置しています。そのほか、空調負荷を低減させる性能を持つ外壁のガラス

の採用、それから全熱交換機による外気負荷の軽減など、省エネルギー機器を採用してご
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ざいます。 

 既存樹木については極力残置する計画となっておりまして、計画建物の屋上の北側、丸

が４つあるようなところですが、屋上緑化を設置し、みどりを感じながら学習を行えるよ

うに配慮されております。 

 また、左下の災害対策の欄には、地下ピットに雨水貯留槽を設けて雨水流出抑制の制御

を行うことと、災害用の備蓄倉庫や防火水槽の設置をすることが記載されております。 

 続きまして、７ページの評価算定書を御覧ください。区分１、自然エネルギーの有効利

用についてです。こちらは延べ床面積１万平米以上なので、20キロワットで基準点２点が

入ります。外壁ガラスとブラインド代わりの布地の間にエアフローをするという工夫をさ

れていまして、これをその他で入れておりますが、ちょっと分かりづらいんですが、大き

くはガラスとブラインドみたいなものの二重の間をエアフローさせることで負荷を低減し

ているということで、１点入れることにいたしました。合計３点で星が１つ。 

 区分２の省エネルギー対策ですが、環境計画図には記載がございませんでしたが、事業

者から現時点で採用している対策として、人感センサー利用照明、それからＣＯ２制御換

気システムを行うと聞いております。これも点数に入れております。先ほど申し上げた環

境計画図で説明したものを採点して、合計６点で星３つとなっております。 

 次のページを御覧ください。区分３、みどりの保全・創出についてですが、敷地面積に

対して建築面積が20％に満たないということで、採点対象になるものが少なくて、既存樹

木の保存のみに採点がついている状態になっております。これは申し訳ないですけれども

星１つになりました。 

 区分４、災害対策についてです。建物の構造については基準の1.25倍の計画、それから

雨水流出抑制が基準を30％以上上回っている、それから防火水槽の設置で合計４点つきま

して、星２つとなっております。 

 表紙にお戻りください。説明会での主な意見ですが、工事騒音とかアスベスト処理に関

する要望が地域の方からございました。 

 幹事会からの意見としては、既存の建物解体後は、今後の建物計画も考慮し、残せる場

所に植栽を行うなど育てる工夫をしていただきたいという御意見をいただきましたので、

事業者には伝えております。この件については以上になります。 

 続きまして５、宗教法人慶元寺幼稚園新築工事になります。 

 従来の建物も同じく幼稚園でした。新しい園舎の新築工事となります。建物規模が1202
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平米と小さいんですが、敷地面積が5724平米と、基準の3000平米を超えているために制度

の対象となりました。 

 ちなみに、ここの説明会での意見はございませんでした。 

 従前との比較でございますが、既存樹木を全て保存する計画という稀有なことをやって

いまして、緑化率は変わりません。 

 また、延べ床面積が1176平米から1438平米に増加するんですが、年間一次エネルギーは

900ギガジュールから820ギガジュールに減少してございます。 

 ３ページの案内図を御覧ください。これはちょっと場所の説明をさせていただきたいん

ですが、喜多見四丁目17番にございまして、南に喜多見中学校、北に慶元寺がございま

す。近くの建物も住居は２階建て、３階建てが並ぶ環境でございます。 

 ５ページの環境計画図を御覧ください。３棟建物がございまして、真ん中に２階建ての

建物がありまして、それを挟むように平家建てが２棟ある状態になっております。それぞ

れを渡り廊下で挟む計画になっております。ちょっと分かりづらいんですが、南側の渡り

廊下の屋根に太陽光設備を設置してございます。平家建ての２棟両方にトップライトを採

用している。小さい四角い穴がありますが、これがトップライトでございます。また、グ

ラウンドには、点線描きですけれども、雨水浸透貯留施設を設置することになってござい

ます。 

 ６ページを御覧ください。特徴的なものとして、先ほど申し上げましたけれども、既存

樹木を全て保存する計画になっておりまして、南側に園児用の畑を設けて、みどりを活用

した学習の場を創出する計画となってございます。 

 続きまして、８ページを御覧ください。まず区分１、自然エネルギーの有効利用です

が、延べ床面積1438平米に対して太陽光設備２キロワットの設置で２点、トップライトの

採用で１点、合計３点で星１つでございます。 

 区分２、省エネルギー対策として、断熱性能、ＬＥＤの採用の項目で点数が入り、点数

２点、星１つでございます。 

 次のページを御覧ください。区分３、みどりの保全・創出でございます。こちらは既存

樹木を全て保存することや、みどりを活用した学習の場を設ける、先ほど申し上げたとお

りの計画でほとんどの点が入りまして、合計６点の星３つでございます。 

 区分４、災害対策については、構造軀体について建築基準法の1.25倍の計算をしている

ということで１点入り、星１つでございます。 
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 特徴的なものなので裏面を御覧ください。先ほど会長も言っていました木材の話をちょ

っとさせていただきたいんですけれども、４つの評価区分に入らないものなのですが、国

産木材を積極的に利用するということで、この設計者は、事業者も含めてですけれども、

森林サイクルの推進や二酸化炭素削減に寄与したいという思想を持って設計していると伺

っております。 

 表紙に戻ってください。幹事会からの主な意見でございます。災害時への対策について

も工夫を少し、点数が少なかったのでしていただきたいということと、ユニバーサルデザ

インについては今後所管と協議を継続し、エレベーターの設置や勾配についても協議をし

てくださいということ。また、伐採ゼロとしての計画は評価するが、園庭の芝生化につい

ても検討をお願いしたいということを事業者にお伝えしてございます。幼稚園については

以上でございます。 

 続きまして、最後の案件でございます。６、（仮称）東京都市大学新Ａ・Ｂ棟増築工事

でございます。 

 こちらの案件も昨年度提出されまして、評価算定書も昨年度のものを使用しておりま

す。場所は玉堤一丁目28番にございます既存の都市大の敷地内の増築工事になります。 

 道路をまたいでの計画になりますので、まず位置関係の御説明を差し上げたいと思いま

す。３ページを御覧ください。真ん中下のほうに黒い線で囲った場所が２つありますが、

両方が計画地になります。 

 ４ページを御覧ください。本計画では、道路を挟んで２つに分かれた大学敷地におい

て、Ａ棟、道路を挟んでＢ－１棟、Ｂ－２棟の校舎を建て替える計画となっております。

それぞれの棟ごとに説明資料を作成いただいておりますので、それに沿って御説明を差し

上げます。 

 もう１回表紙にお戻りください。従前との比較でございますが、全体的に緑化率は変わ

りませんけれども、延べ床面積が、Ａ棟は微増しておりますが、年間一次エネルギーは１

万3000ギガジュールから7474ギガジュールに大きく減少しております。Ｂ棟両方について

は、延べ床面積が6000平米増加することもありますが、年間一次エネルギーの増加量は微

増ということになってございます。 

 それでは、それぞれの棟の御説明を差し上げたいと思います。 

 まずＡ棟について、表紙のところで延べ床面積だけ説明させていただきます。延べ床面

積が１万96平米、地上４階建て、最高高さ14.97メートルの大学校舎でございます。 
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 ５ページを御覧ください。斜線部分に描いてあります15号館、16号館合わせて9656平米

を解体して、次のページにございますように、１棟の建物にする計画になってございま

す。 

 ７ページの環境計画図を御覧ください。敷地内に防火水槽100トンを設置しておりまし

て、屋上に太陽光発電を10キロワット設置する計画になっております。 

 建物内においては、Ｌｏｗ－Eガラスの採用、ＬＥＤの採用、人感センサーの採用。 

 自然通風を活用しつつＣＯ２制御換気システム導入など、自動制御による消費エネルギ

ーの削減を図っております。ちょっと聞き慣れない言葉ですけれども、左側の省エネルギ

ーシステムの導入にありますが、各室にＡＨＵ。これはエアハンドリングユニットといっ

て空調機のことですけれども、こちらに全熱交換機を組み込んでしまうものにして、外の

空気の負荷を低減するということをやっております。 

 ８ページを御覧ください。Ａ棟は、既存樹木を極力残し、図面の中で色の濃い部分には

新たな緑地を新設しております。 

 また、高木については常緑樹、落葉樹を交えたバランスの取れた配置を行い、中木、低

木についても季節を楽しめる植栽計画にすると聞いております。Ａ棟については以上で

す。 

 続きまして、Ｂ棟の御説明を差し上げたいと思います。 

 ９ページを御覧ください。これが既存の配置図になります。既存図なのでちょうどいい

大きさがなくて横にしちゃいましたが、テニスコートを中央に置いてあります。あと一部

の校舎を解体してＢ棟を建てる計画となっております。 

 次のページに配置図、環境計画図がございます。先ほどのテニスコートと一部の校舎を

壊して、Ｂ－１棟、Ｂ－２棟を建てる計画となっております。こちらもＡ棟同様に、屋上

に10キロワットの太陽光発電設備を設置しております。 

 屋内も同様に自動制御による消費エネルギーの低減を図っております。また、Ｂ－２棟

では個室ごとに個別の全熱交換機による外気負荷低減をする計画になっております。 

 続きまして、11ページを御覧ください。こちらもＡ棟同様に、濃い部分に緑地を新設

し、極力既存の樹木を残す計画になっております。 

 それでは評価算定書、12ページを御覧ください。図面の説明上、別々に御説明差し上げ

ましたが、Ａ棟、Ｂ棟含めて一括で評価をするものとなっております。 

 まず区分１でございます。合計の延べ床面積１万平米以上に対して、太陽光設備が合計
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20キロワット設置で２点つけております。自然採光の利用で１点、合計３点で星１つでご

ざいます。自然通風については、配慮した計画にすると伺っているんですが、まだシステ

ム化まで設計が進んでいないということで、点数には入れておりません。 

 区分２については、外皮性能、人感センサー、全熱交換機、ＣＯ２制御、ＬＥＤ、高効

率空調機、一次エネルギー消費量の欄に点が入りまして合計７点で星３つでございます。 

 13ページに移ります。みどりの保全・創出については、緑化率が基準どおりで１点、高

木の配置で基準の20％以上の設置で２点、みどりの質の向上の項目は全てに点が入ってお

ります。既存樹木を極力保存することや、野鳥が立ち寄る工夫、それから、みどりを活用

した学習の場を設けるなどの計画で８点で、星３つとなっております。 

 区分４の災害対策については、構造軀体について、建築基準法の1.25倍の計算をしてい

ることで１点、防火水槽の設置で１点、一時避難のできる空地の創出で１点で合計３点、

星２つとしております。 

 次のページを御覧ください。一番上の欄にございますように、補助金との兼ね合いがあ

るということで、今、実施がちょっとと言っているんですが、それによってはＺＥＢ Ｒ

ｅａｄｙの実現を目指すような計画にしたいという事業者からの声を聞いております。 

 ２番目の欄には、地域に配慮した施設の設置などの検討を行っているということや、下

の欄には災害時に地域への貢献をする計画も必要ということにしているので、点数化はし

ませんでしたが、かなりいろいろなことを計画的にやろうとしている事業者でございまし

た。 

 表紙にお戻りください。説明会では記載のとおり質問がありましたが、環境面での質問

がかなりあったそうで、この中でもＺＥＢに対する期待などの御意見があったと聞いてお

ります。 

 幹事会での主な意見は記載のとおりですが、Ｂ棟については高さの緩和などの手続をや

ることというのと、建物予定地が浸水エリアになっているので雨水対策について頑張ろう

ということ。学生数が6000名となっていることから、空地だけではなく、その他の災害対

策も追加できる工夫をしていただきたいということ。既存樹木の保全にかなり力を入れる

と聞いているんですが、保存にさらに努めていただきたい。風致地区なんですけれども、

その趣旨を踏まえて、良好な風景の形成や、国分寺崖線と多摩川を結ぶ地域の生態系への

配慮として建物高さに応じた高木の植栽をお願いしたいとお伝えしました。駆け足ですみ

ません、説明は以上になります。 
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○会長 ありがとうございます。 

 新委員の方もいらっしゃいますから少し前置きをさせていただきますと、審議会では報

告事項になっていますけれども、これはひどいじゃないかとか、こういうことを直したほ

うがいいのではないかということがあれば事業者にお伝えいただけると。もし区長さんが

事を構えて、何とかこういう計画は見直してもらいたいということになると、場合によっ

ては当審議会に諮問をされて、ここで、区長さんがおっしゃるのはもっともだから頑張れ

と言って答申をするということもあり得ることであります。ただ、建築基準法をクリアし

ているのは当然のことなので、それ以上の注文をつけているわけですので、はい、そうで

すかと言うことを聞いてくれるわけではないということであります。 

 そういうことなので、ここでは、こういうことをやったらとても褒めるよ、いいことな

んだよということもあらかじめ様式にして示して、それを相手に見せながら相談していた

だく構成を取っているということでございます。その基準自体も世につれて変わるでしょ

うから、実はだんだん強化をしているんですね。その基準を決めるのはここなので、そう

いう形で建築物の質に影響を与えることができるということであります。 

 ただ、見ていただくと分かるんですけれども、ＣＯ２が減ったりエネルギーが減ったり

する計画ばかりじゃなくて、2050年実質ゼロと言っておりますけれども、増えたりするわ

けですね。2050年まで生きている建物が建っちゃったりするわけですので、そういう意味

でなかなか任務は厳しいなと思いますけれども、ここで気がつくことがあれば意見を言っ

ていただくということになっております。前からいらっしゃる方は皆さん御存じと思いま

す。 

 また、〇〇委員、いろいろ質問をしていただき、ありがとうございました。 

 それではオープンにしたいと思いますが、この案件について質問などをお願いします。 

○委員 先ほども話題になっていましたけれども、幼稚園で木を使っているという、非

常に積極的な方法を取っている。今までの星の数では計り知れないようないろいろな技術

も出てきているようなので、何かもう一つ備考のところに、よくできましたじゃないけれ

ども、ニコちゃんマークぐらいつけたらいかがなものかと思うのですが……。 

○環境保全課長 ありがとうございます。昨年度も今年度もそうなんですけれども、毎

年、環境配慮の点数の表については改訂を重ねております。昨年度、蓄電池を補助金制度

とするということで、今年度、そういったものも積極的に利用できる方に関しては点数を

つける方針にしております。今回の木材利用も、先ほど議論がありましたとおり、民間に
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対してアプローチできる方法として、ここが評価をするという機能を果たせるのであれ

ば、ぜひこれも点数化に向けて検討していきたいなと思っております。 

○会長 今の御意見は、むしろ今の基準でも特記事項みたいなことでは書いています

が、それが本当に褒めるに値するものであれば、点数を入れてもいいじゃないかという意

見なんでしょうか。 

○委員 もしくは、それに当てはまらないものがあれば何かもう一つ、星ではないけれ

ども、よくできましたみたいな……。 

○会長 分かりました。そういうことだそうです。 

 あと、ちょっと気になるんですけれども、幼稚園の様式は一番新しいやつですね。一番

最後の10ページのその他の例４で「認証木材、エコマテリアル、リサイクル材を積極的に

活用する」と書いてありますけれども、もうちょっと何か、さっきもありましたけれど

も、例えば間伐材とかを入れたり、あるいは数量的な基準がもしあれば、普通の戸建て住

宅だと木材の平米当たりの平均使用量みたいなデータはありますよね。大きい建物だとど

ういうのがあるかよく分からないですが、何かありますか。木材利用量ですね。例えば平

均の倍ぐらい使っていれば星がついてもいいとか、どういう分布をして使われていてとい

うようなデータがありますか。 

○委員 何平米で幾つというような形はあまり……。国交省が出しているような延べ床

面積の用途と構造が何かというようなものは出てくるんですけれども、それを点数化する

というような話ではあまり見たことがないので……。 

○会長 私も戸建て住宅の立米当たりの平均的な木材使用量データというのは見たこと

があるんですけれども、その程度で、どのぐらい多かったら褒めていいのかよく分からな

いですけれども、もうちょっと数量的にならないと、点数をあげるとなるとちょっと厳し

いかなと思いますね。それでも、点数じゃなくても褒めてあげたらという優しいお言葉な

ので、考えていただければと思います。 

 ほかに何か。ほかにもいろいろ突っ込みどころはあるかと思います。 

○委員 先に木材についてですが、例えば構造体のほうで使っているといったら評価と

して少しポイントをあげるとか、内装材全面に使っているとか、促進という意味ではそう

いう判断でもいいのかなと思います。 

 ４の評価算定書の７ページ、区分１ですけれども、エアフローウインドウでダブルスキ

ンに値するような内容のことが書かれています。今までにダブルスキン構造でポイントが
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入ったことが多分なくて、この間ちょっと修正したときに、等ということを入れて、少し

幅広くペリメーターに関しての部分を見たらどうかということになったのではないかとい

う記憶があるんです。だとすると、エアフロー的な自然エネルギーの有効利用ということ

なので、こちらにポイントをつけてあげると２点になって、その他をもし外したとしても

トータル４点なので、星が２つになるなと思いました。どちらかというとプラス思考でつ

けてあげるのであれば、そちらでポイントしてあげたらどうかと思いました。 

 あと、区分２ですけれども、一次エネルギー消費量が0.78ということでＢＥＩ値が出て

いるので、ポイント１が入るのではないかと思ったんです。６点以上で星は変わらないと

思いますが……。 

 あと５で、これは点数をつける際にそういう配点の基準になっているので、２キロワッ

トの太陽光パネルで２点入っちゃうんだなという印象が……。やはり評価として実際に落

とし込むと、少し何かなという感じがしました。 

 あと６ですけれども、これはＺＥＢ Ｒｅａｄｙを目指しているということと、あと年

間一次エネルギー消費量が今計算中ということで出ています。たしか前回の審議会でも申

し上げたかもしれないんですが、検討中の案件で出たものが最終的に計画でどういう数値

が出てきたか、報告だけしていただきたいなと思っております。計画で終わって、実際ど

うなったかが分からないので、それをお願いしたいということ。これはＺＥＢ Ｒｅａｄ

ｙを目指していて、大学施設なので達成が可能なのではないかと思うのですが、今、創エ

ネの部分が太陽光パネル10キロワットだけのようですけれども、これのみでしょうか。 

○環境保全課長 まず、最後の質問からですけれども、今は太陽光で考えているという

ことです。ただ、その面積については、最低10キロワット、両方足して20キロワットなん

ですけれども、今、最低面積ということで出していただいていて、今後計画を進めていく

上で、これから増えてくるものも当然あるだろうと事業者さんから聞いております。 

 それで何点かお話がございました。計画後のお話も、昨年度から言われているとおり、

表彰の選定をしなければいけないので、事業が終わったところでもう一度点数をつけても

らうことになっています。それが来た際には、折を見て審議会で御説明を差し上げたいな

と思っております。 

 それとすみません、ご指摘のとおり、４のところで0.758ということで、１点つけてお

りませんでした。申し訳ございませんでした。 

 あと幼稚園の件は、1200平米ぐらいで環境配慮制度に出てくることは、実はそんなにな



 39

いんですね。ましてや木造というのもものすごくめずらしくて、実際、点数の設定のとき

に、想定していたとおりなんですけれども、２キロワットでも２点ついてしまうというの

が実情です。現実的に事業者さんが、これ以上つけてくださいと我々もお願いはするんで

すけれども、ジャストサイズ的な御意見を伺ったりすることもありまして、この辺は我々

の制度の課題になるのかもしれませんが、つけていただいている部分に関しては２点にな

ってしまいます。レアケースの点数を細分化するのもちょっとあれかと思っていますの

で、ここは御容赦いただきたいと思っております。 

 あとダブルスキンですね。すみません、きちんとしたダブルスキンにしなかったことで

点数を入れませんでした。おっしゃるとおり、昨年度の基準で点数をつけているので、評

価がぶれてしまうといけないかと思って……。御意見をいただいたので、今年度の分につ

いてはそういう目線で行こうかな、拡大してみようかなとは思っているんですが、たまた

ま３月末に出てきてしまったもので。説明もちょっと、カーテン的なものでダブルスキン

にするというのもあったので、うーんという気持ちが正直ございまして、それだったらブ

ラインドでもいいのではないかみたいな話になってしまうのかと思いまして、今回は点を

つけませんでした。いろいろ工夫していただいていて、最初はブラインドと言っていたん

ですけれども、布でやるとか、いろいろ知恵を出していただいている業者さんなので、そ

の辺も含めて幅広く対応したいと思っております。 

○委員 さっき〇〇さんがお話しになったことに関連するんですけれども、例えば以前

でしたら、ハートビル法のときにハートのマークとかをつけたじゃないですか。世田谷区

が独自でやっているものとして、今御報告していただいたものについては業者さんとか当

事者はいいんですけれども、住民目線でいったらば、この建物ができたけれども、これが

一体どうなんだといったときに、世田谷区独自の認証制度をつくったらマークをつけたり

すると、地域住民にとっても、これは最近の建物で、こういう視点で、こういうというこ

とが見える化できる。そうすると、どんどんそういったものを造っていかなければいけな

いんだなというのが周知されるのではないかということで、今後そういうことを御検討さ

れる機会があれば、世田谷独自の―やっぱり世田谷というのは進んでいますので、ほか

の自治体から見れば、世田谷区がああいうことをやっているならというお手本にもなって

ほしい気がいたしますので、ぜひ住民目線で建物がクリアしているというか、評価できる

ものということで認証制度のマークができたらいいなというのが１つの希望です。 

 それからもう１点、素人的なことで申し訳ないんですが、今の星が幾つというところで



 40

自然エネルギーの有効利用というのは、星１つ、どこもそうなんですが、これはもうしよ

うがないということなんですか。現状としてなかなかつくようなものになりにくいんです

か。ほかのところは、省エネは今の時代でしたら２つも３つもつくかと思うのですが、自

然エネルギーの有効利用というのは、どうしても農村目線になってしまったりするんです

が、そっちに行ったら当然のことなんですけれども、世田谷区って23区の中では一応自然

が多い区であると認識していますけれども、このあたりはやはり難しいんでしょうか。 

○環境保全課長 ２点お話いただきました。世田谷区独自のマークということで、実は

マークとまではいかないんですけれども、優秀なものについては表彰する制度はこの中で

設けてございまして、星がいっぱいつくようなところ、平均2.5以上のものに関しては表

彰するということは掲げております。ただ、一般的にここを通ったからというのを表記す

るものにはなっていないのと、面積要件とか敷地要件がかなり絞られてしまうものなの

で、実はこれを通らない建物はないんですね、面積とか敷地とか状態をクリアしてしまえ

ば。そうすると、そこに全部つくような形になってしまうので、ちょっと考えさせていた

だきたいなと思っております。 

 あと、区分１に関しては、もうこれは私たちも本当に、よくぞ聞いていただいたという

話でございまして、実はかなり事業者さんとのせめぎ合いみたいなものが正直ございま

す。事業者さんが必ず言うのは、設計事務所さんが来るんですけれども、施主に見せるん

ですね。施主に見せるときに、実際に出来上がったものの星が落ちちゃうことを見せたく

ないということで、かなり控え目につけてくる傾向は正直あります。こういうことをやる

つもりです、こういうふうにやるつもりですということは備考に書いてくれたりするんで

すが、はっきり、これですと言っていただかないことには星をつけ難いところも正直ござ

いまして、そこら辺は約束をするのがなかなか、予算の関係とか事業者の意向とかもきっ

とあると思うのですけれども、そこら辺は今後、先ほど〇〇先生からもありましたよう

に、最終的に出てきたときに上がっている形で出てくることを期待しながら、今、事業者

さんとの対応をしているような感じでございます。 

○会長 先ほどの〇〇委員の御意見も、それから〇〇委員の御意見もそうだと思うので

すけれども、これだけたくさん評価算定の仕組みをつくって運用してきていますので、こ

れまでの分析みたいなものをやられたら……。コロナで予算がなくなっているので区がや

る必要があるか、あるいは委託しなくても、分かりませんが、例えば〇〇先生の大学とか

〇〇先生の大学の院生なんかが分析をしたら、結構いい論文が書けそうですよね。これは
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守秘義務とかがあるんですかね、分からないけれども、固有名詞が出ないんだったら研究

利用していいとか、何かあってもいいような気がするんですね。 

 さっきの〇〇委員の意見はすごく面白くて、やはり太陽光発電は見かけが高いんですか

ね、あるいは削りやすいんですかね、そこら辺がすごく不思議なんですね。前にも少し工

夫をするように直していただきましたけれども、自分で投資しなくても屋根が空いていた

ら人が投資してくれますよね。この間、自然エネルギー財団の報告書を見たら、これは日

本の話ですよ、太陽光発電からできた電気のほうが、そうじゃない電気よりも原価的には

安くなっているので、ちゃんとした日の当たる屋根があれば、太陽光発電をしても引き合

うんですよね。であれば、施主さんからしたら自分で初期投資をするのは嫌かもしれませ

んが、人に貸して投資していただいてもいいわけです。そういうふうに考えると、ハード

ルはそんなに高くない、あるいは思い込みじゃないかと思います。どうしてつかないのか

というようなことを研究するにはとても面白いデータがいっぱいあるので、その辺、せっ

かくだったら使ったらいいような気もします。意見だけです。 

○委員 今、〇〇会長がおっしゃったデータの件ですけれども、東京都とかの場合は、

環境計画制度で出されたものは全てオープンになっていて、ホームページからデータでダ

ウンロードできる形になっていて、学会とかで外皮性能の検討とかをやるときは、そうい

ったデータもかなり活用してやっています。全てオープンにホームページに載せるまでし

なくても、分析して傾向を見ることができますので、今後その制度を変えていくときに役

に立つのかなと考えます。 

○会長 次に基準を変えるのはいつぐらいでしょうか。 

○環境保全課長 今予定していますのが、今年11月にもう一度、環境審議会がございま

すね、そこで案をお持ちしたいと思っております。実は物件は、昨年度と比べてやはりペ

ースが遅くて、そんなに数が来ていないんですね。今年度のを活用する機会がちょっと少

ないかなという印象は受けていますが、いろいろと世の中の動きも変わってきている部分

がございますので、案をお作りして、次回、皆さんにお見せして、御意見を承りたいと思

っております。来年の冬ぐらいにもう一度やると思いますが、そのときに次の年はこれで

いきますというものを作成させていただいて、周知させていただきたいと思っておりま

す。 

○会長 では、またそのときに、こういうふうにしたらいいのではないかという御意見

を持ち寄っていただきたいと思います。本件はよろしゅうございますか。 
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 それでは、その他の議題ということで、幾つかありますけれども、最初が廃棄物関係、

ゼロエミッション東京戦略の策定について、御説明をお願いします。 

○清掃・リサイクル部事業課長 右上にその他１となっている資料を御覧ください。ゼ

ロエミッション東京戦略の策定についてということで、こちらは東京都の計画ですが、情

報提供でございます。 

 ゼロエミッション東京戦略は、気候変動や地球温暖化に対して、東京都として具体的に

行動していくために、昨年12月に策定されたものでございます。この資料を御覧いただき

ますと、右肩に「令和２年３月16日東京都環境局」とございますが、これはこの日に区長

会総会が行われまして、その場で東京都環境局から説明されたときの資料でございます。 

 ３の具体的取組みの資源・産業の分野のところで、３Ｒ（リデュース・リユース・リサ

イクル）の促進とかプラスチック対策、食品ロスの対策というようなことが重点的に取り

組んでいくこととされているものでございます。 

 裏面を御覧ください。この３月16日の区長会総会では、特にプラスチック対策というこ

とで、新規事業のプラ製容器包装・再資源化支援事業について説明がされております。 

 事業の概要としましては、３にございますとおり、プラ製容器包装の分別収集のための

調査費等の補助と、実際の分別収集を行った場合にかかる収集・運搬、中間処理等の経費

を３年間補助という内容になってございます。 

 これはこのときの東京都の計画と、それに基づく補助事業ということですが、先ほど冒

頭で清掃・リサイクル部の事業の御説明でも御質問をいただきましたが、最近の国の動き

として、新聞報道等もなされておりますけれども、分別収集の際に容器包装プラスチック

と製品プラスチックの区別をなくして、分別の手間と自治体の中間処理の負担を軽減する

ということで、プラスチック資源というものを設けることの検討が、経済産業省と環境省

合同の有識者会議で進められているということでございます。 

 この有識者会議ですが、これまで４回開催されています。５月12日に第１回が行われ

て、その後、７月21日火曜日が第４回だったんですが、第１回から第３回までは、現状の

確認とかプラスチック資源循環に関する関係者のヒアリングが行われています。その後、

第４回、７月21日火曜日に行われた会議の中で、今後のプラスチック資源循環施策の基本

的方向性ということで、先ほど御質問いただいたようなプラスチック資源という区分を設

けていく、分別や中間処理の負担を軽減していくことについての提案がなされたというこ

とでございます。これについては今後議論が進められて、次回の会議は９月１日と聞いて
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おりますが、年度内に検討結果が示されると聞いておりますので、こちらの情報収集もし

ながら、区としてプラスチック対策の検討を進めていきたいと考えているところでござい

ます。説明は以上でございます。 

○会長 とても大事なお話だと思いますけれども、先ほど部長さんからもお話がありま

したけれども、研究をちゃんとするんだということでございます。それに加えて何か御指

摘がございましたら、委員の方、お願いします。 

 では、皆さんが考えている間ですけれども、この間、後でもちょっと御説明があるかも

しれませんけれども、せたがやクリーンアップ作戦というのを区が提唱されていらっしゃ

いますが、散乱ごみを集める取組みを地元でやってみたんです。〇〇委員にいろいろお世

話していただきましたけれども、やっぱりレジ袋とか、それからコンビニのコーヒーカッ

プとかが結構落っこちているんですね。１つは、やはり捨てる場所が昔に比べてなくなっ

て、街頭のごみ箱とかがないので、ポイ捨てしちゃう人がいるのかなという気がするんで

すね。前にもここで申し上げましたけれども、ゲリラ対策とかで公園とかでもごみ箱がな

くなって、ごみを持って行く場所がないというのもちょっとあるのかなという感じもしま

した。 

 それからもう一つは、散乱ごみを集める音頭取りが環境計画課というか環境部局で、廃

棄物部局は拾ってきたら普通に集めてくれるということなんですけれども、若干その辺

が、区民目線では、だってごみでしょうと。所管ごとにいろいろあって、ばらばらとやっ

ているような印象を受けて、ごみについて包括的なポリシーがないような印象もちょっと

あるんですね。そういうことで、プラスチックの話というのは、縦割りだとなかなか難し

いのかなと。究極的には散乱ごみにならないのがまず必要だと思うのですけれども、散乱

ごみの抑止力という点では、まだまだうまく対策が効いていないのではないかという印象

を、ごみを集めてみて思いました。 

 それから、有料化したんだけれども、やっぱりレジ袋は落っこちているんですよね。ど

うなんですかね、有料化した結果、レジ袋がうんと減ったという報道もちょっと見たこと

があるんですけれども、世田谷区ではどんな感じか調べてみましたか。プラスチックのよ

くあるごみの一つで、トレーもそうですし、ペットボトルもありますけれども、カップと

かレジ袋も結構散乱しているので、何かデータを取っていたら教えていただけますでしょ

うか。 

○清掃・リサイクル部事業課長 事業課のほうでスーパーさんとかに少しヒアリングし
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てみたんですけれども、７月１日にレジ袋が有料化されて、無料頒布が禁止ということ

で、聞いた範囲ですと、例えば既に有料化を実施していたようなスーパーさんで、さすが

に７月１日から制度が変わったので、まだデータとして蓄積されているものはないんです

けれども、やはりそれまでの積み重ねもあって、レジ袋の購入というのは実際問題として

ほとんどないよというお話で、今後も多分さらにマイバッグの持参が増えていくのではな

いかという話はもらっています。 

 あと、ちょっと具体的な話になっちゃいますと、コンビニエンスストアさんからちょっ

と聞いた話ですけれども、まだデータとして公表できるような形では取っていないようで

すが、お客さんの辞退は確実に増えているという話は感覚としてされていました。あと、

袋を、バイオ素材30％とお話ししていたんですけれども、それに切り替えているそうで

す。たしか国の除外の基準では25％というお話だったと思うのですけれども、30％にして

いるそうです。ただ、それで無料で頒布するのではなく、必要な方には有料でという話は

されていました。大して聞き取っていないですが、一応聞き取った範囲では以上でござい

ます。 

○会長 ありがとうございます。大変有用な情報です。 

 〇〇委員、拾ってみて何か感想があれば、ぜひお願いいたします。 

○委員 このたび会長と一緒に活動させていただきました。部長もいらしていただきま

して、ありがとうございます。 

 近くの道は、まさに住宅地の真ん中ということで、ごみの質がほかとちょっと違う特徴

もあったかと思います。特にたばこにつきましては、私１人で200メートルの道に対して

47本拾いました。こういった数は一体どこから来ているのかということですね。今までた

ばこ対策というと、場所についての議論は多かったと思うのですけれども、人に対するア

プローチも、今後有効になるのではないかと思います。今回思いましたのは、工事員の方

の休憩のたばこが非常に多いのかなというところがございます。水道管の工事とか道路工

事ですね。ぜひ発注の際にたばこルールの徹底をしていけたらというところですね。これ

は実際、区じゃなくて東京都になるんでしょうか。 

○会長 いろんな公共工事がありますよね。だけれども、区内で行われるやつについて

は、世田谷区のルールはこうですと。全域でポイ捨てがだめだし、勝手に吸っちゃいけな

いことに本当はなっているんですけれども、それを徹底していただければと思います。 

○委員 そうですね、例えば発注の説明の際にポータブル灰皿を配ってしまうといった
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ような形でも、そういった形の税金の使われ方は、区民も文句は出ないと思われます。そ

ういったことも含めていかがでしょうか。 

○会長 ありがとうございます。本件についてはこれから研究されるということなの

で、またここでも議論されることになると思いますけれども、皆さんとしたら、もうちょ

っとプラスチックをやったらという感じですかね。例えば隣接する杉並区とかに比べる

と、ちょっとプラスチックの分別が悪いというのは言われていますよね。ただ、全部やる

のか、種類が多いものもありますし、三茶あたりでの印象とかを見て、どういうのをター

ゲットにやるのがいいとかはあるかもしれないですね。それから、おっしゃっていました

ように集団回収みたいなことにしても、補助金はなかなか出ないかもしれないので、それ

をどうやって回していくのかとか、さっき言った費用負担をどうするかというのもあるで

しょうし、いろいろ課題は多いと思いますが、議論の余地はたくさんあると思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ほかに御意見はないですか。よろしいですか。 

 では次、いろいろ配っていただいているものがありますので、〇〇環境計画課長から、

御説明なり御報告なりをお願いします。 

○環境計画課長 それでは、チラシで黄色の紙でございます。気候危機を考える環境シ

ンポジウムの開催についてでございます。９月１日火曜日、午後６時から成城ホールで開

催いたします。プログラムの第２部のパネルディスカッションは、「私たちは気候危機に

どう立ち向かい、適応していくのか」というテーマで、当審議会会長の〇〇先生にコーデ

ィネーターをお引き受けいただきまして行ってまいります。 

 もう一つ配付させていただいております。せたがやクリーンアップ作戦の参加者募集の

チラシでございます。実施期間は７月11日から19日という形で御案内させていただきまし

た。最終的に17団体、約350名の参加申込みがございました。実績報告は確認中で、ほぼ

出そろっておりまして、まだ１団体、活動の状況が分からないところはありますが、最終

的には12団体、約160名の御参加をいただいております。天候の影響もあり、幾つかの団

体で中止になったところもあると伺ってございます。大変多くの御参加をいただきまし

て、このような清掃活動ができました。ぜひ今後も世田谷のレガシーとして、次年度以降

にもつなげていきたいと考えております。 

○会長 ありがとうございました。使ってみて大変立派な袋というか、つまり特別に社

会奉仕した結果をごみ袋として出すようなというか、きれいな袋でとてもよかったので、
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これでおしまいにしないで、ぜひ引き続きやっていただけたらと思います。よろしくお願

いします。 

 御意見とかは特にありますか。 

 まだ配りものがありますが、よろしいですか。 

○清掃・リサイクル部事業課長 残りを事業課長から御説明いたします。まず、世田谷

区一般廃棄物処理基本計画中間見直しの概要版と本編でございます。これは冒頭の清掃・

リサイクル部の事業でも御説明いたしましたが、委員の皆様から御意見を頂戴いたしまし

て、このようなものをつくることができました。本当にありがとうございました。また中

を御覧いただきまして、御意見等ございましたら清掃・リサイクル部までお寄せいただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それからもう１点、令和２年（2020年）版資源・ごみの収集カレンダーもおつけしてお

ります。暦年で１月から12月までのもので、毎年作成しており、毎年11月に全戸配布して

いるものでございます。一応お手元には皆さんがお住まいのところのものが行っていると

思うのですけれども、また11月になりますと令和３年版を全戸配布させていただくことに

なりますので、引き続き御活用いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。 

 ほかによろしいですか。 

 それでは、これで審議事項は全部終わりましたが、そのほかに特に発言したいことはご

ざいますか。 

 それではお戻しいたします。 

○環境政策部長 次回の日程でございますが、冒頭にもちょっと申し上げていますけれ

ども、令和２年11月16日月曜日の午前中で決めさせていただければと思います。会場及び

開催の仕方ですが、現下の状況がございますので、どういう形で開催するかも含めて今調

整しております。冒頭、会長からもございましたが、こうやって顔を合わせて議論してい

ただくことも大事かと思いますが、広い場所で一堂に会することができるかどうかという

こともございますので、状況を見ながら近くなったところでまた御連絡させていただきま

すけれども、ぜひこの日程でよろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。それでは、特にないようでしたら本日はこれにて終

了ということで、令和２年第２回審議会を閉会いたします。御協力ありがとうございまし

た。 



 47

午後４時50分閉会 


