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午前９時57分開会 

○環境政策部長 おはようございます。皆様、お待たせいたしました。定刻前でござい

ますけれども、委員の皆様おそろいですので、開会までの司会を担当させていただきます

環境政策部長の〇〇でございます。よろしくお願いいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大が急増しておりまして、少々落ち着かないところでご

ざいますけれども、本日はこのような対面での会議とさせていただきました。感染症対策

には配慮させていただいておりまして、ちょっと窓も開けて、少し風が入ってきたりする

と思います。省エネルギーとの両立は難しいんですけれども、暖房も入れつつ換気もして

という形でさせていただいております。皆様には御出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。 

 傍聴につきまして御報告いたします。本日は１名の方が後ほど御参加いただく予定でご

ざいます。本審議会は原則公開となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 最初に、新しい委員を御紹介いたします。本年４月１日付で、〇〇様に世田谷区環境審

議会委員をお引き受けいただいております。〇〇委員は今回初めての御出席でございます

ので、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 おはようございます。御紹介がありました〇〇と申します。いろいろ行事があ

りまして、今回、初の参加で、御迷惑をかけております。 

 当センターは、政府の省エネルギー政策の立案ですね、省エネ法であったり、あるいは

環境省のいろいろな法律の政策立案の御支援をしたり、それから各事業者への省エネ診断

とか指導を毎年五、六百件行ってございます。あと、省エネ大賞ということで、皆さん御

存じだと思いますけれども、その審査、運営実行ということで、いろいろ省エネルギーに

対する活動をしてございまして、そういう経験がこの審議会で何かお役に立てればと思っ

ております。ぜひよろしくお願いします。 

○環境政策部長 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、第13期の世田谷区環境審議会は本日が最終開催日となります。〇〇委員、〇〇委

員、〇〇委員の皆様には２年間、〇〇委員、〇〇委員におかれましては10年間の長きにわ

たり、御協力いただきました。この場をお借りしまして心より御礼申し上げます。どうも

ありがとうございました。本日も忌憚のない御意見を賜りたいと存じます。どうぞよろし

くお願いいたします。 
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 世田谷区では、10月16日に23区で初めて気候非常事態宣言を行いました。実はこの後、

11時から区長の記者会見が行われて、その場で改めて発表させていただく予定になってお

ります。この非常事態宣言の中では、区民、事業者の皆さんと、気候非常事態だというこ

との危機意識の共有をし、そして適応策という形で、今、玉川地域に行きますと看板が出

ていたり、いろいろなハードの整備が進んでいるところですが、そういったこと、そして

今日もテーマになります緩和策について盛り込ませていただいております。後ほどの報告

の中で資料もつけさせていただいております。御参照いただければと思います。 

 最後に、本日の環境審議会でございますが、審議事項１件、報告事項５件について、そ

れぞれ担当所管より順次御報告させていただきます。限られた時間でございますが、忌憚

のない御意見をよろしくお願いいたします。 

 それでは会長、進行をお願いいたします。 

○会長 それでは、令和２年第３回世田谷区環境審議会を開催させていただきます。 

 本日は14名御出席でございます。特に〇〇委員が今回から御参加いただけるということ

でございます。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、恒例ですけれども、議事録の署名についてお願いをし

たいと思います。私はいつもしますけれども、本日は〇〇委員にお願いしたいと思ってお

りますので、議事を記憶しておいて、また議事録が来ましたらサインをお願いしたいと思

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。先ほど部長からお話がありましたように、審議

事項１件、報告事項５件ということですが、報告も、もちろんせっかく報告をいただくの

で、どんどん意見とかコメントをしていただければと思います。盛りだくさんでございま

すので、手短に行きたいと思います。 

 審議事項でございまして、最初が、環境配慮制度における評価算定書の改定についてで

ございます。 

 建築物について、いろいろ環境対策を求めるに当たってのフォーマットでありますが、

どんどん改定を続けておりまして、新しい改定をしたいということだと思います。この御

説明は〇〇さん、お願いいたします。 

○環境保全課長 私のほうから、環境配慮制度における評価算定書の改定について御審

議いただきたく、御説明を差し上げます。 

 資料１を御覧ください。昨年度、大幅な改定をさせていただきましたが、今回の見直し
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は、令和２年２月４日に開催いたしました審議会でいただいた御意見と、今年度、事業者

からいただいた質問などをヒントにさせていただきながら、それに微調整を加えたような

見直しになっております。資料１に主な改定事項と簡単な説明を記載させていただきまし

た。 

 １枚おめくりいただくと評価算定書の改定版。左が旧、右が案となっております。旧と

書いてあるものが今年度まで使っているものになります。 

 １枚おめくりいただくと、説明資料、資料１－２がございます。 

 最後に「評価算定書」に関わる意見の抜粋。これは令和２年２月４日の第１回環境審議

会で、今年度の改正点のときにいただいた御意見と回答を書かせていただきました。先に

前回の意見の抜粋の中で参考にさせていただいた部分を御紹介させていただきます。 

 表の４番、「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

たいなことも明示する」という点です。この御提案について、災害対策としてのグリーン

インフラについて、今回の改定において例示として記載させていただきました。後ほど御

紹介差し上げます。 

 また、３番の報告書そのものに対する御意見についても、今後、説明資料で可能な限り

対応していこうと思っております。そのほか、いろいろな御意見をいただきました。貴重

な御意見、ありがとうございました。 

 それでは、改定の御説明に移りたいと思います。戻りまして資料１－１を御覧くださ

い。 

 まず区分１、自然エネルギーの有効利用の「ダブルスキン構造等」についてです。中段

右側にございます。ダブルスキン構造を用いたことによる効果は、自然エネルギー利用の

ほか、区分２でも、省エネルギーという観点で評価すべきことが期待できます。そこで、

「自然エネルギーの直接利用」として区分１で評価する際は、備考欄に記載してあるよう

に、「冬期の熱回収等を目的とした空調機に接続する場合」と限定させていただきたいと

思っております。 

 資料１－２が補足資料になります。こちらはダブルスキンで熱利用の仕組みを図解した

ものになります。図の一番右にあるものが、暖房時、熱回収したものを表現しておりま

す。一方、一番左の図は、外壁が二重になることで、夏において日射による冷房の負担を

軽くし、省エネルギーになることを図示したものになります。 

 資料１－１、１枚目の裏面を御覧ください。区分２、省エネルギー対策の中にも同じよ
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うに、夏の空調負荷の低減など省エネルギーに寄与している場合については、この区分の

中で評価できるようにいたしました。中段の「ダブルスキン構造等」で「採用した場合」

でございます。ただし、布の幕で覆ったものやカーテン等を使用した方法でやるものは、

日射負荷の低減としての効果は期待できるものの、簡易な方法で取り組みやすいものなの

で、評価の対象とはしておりません。 

 続きまして、このページの「エコカーの普及」の部分ですが、これまで「電気自動車充

電用コンセント」の項目で、駐車台数５台につき１つとしておりましたが、これは建物の

形状や敷地状況に左右されることが多いため、１個設置で１点、２個以上で２点とさせて

いただきました。また、「電気自動車充電器」についても、さらに促進をするために、１

点から２点に変更いたしました。 

 次のページ、これも区分２ですが、（共同住宅以外）についても同様にさせていただき

ました。 

 次に、１枚めくっていただいて、５ページにございます災害対策について御説明差し上

げます。「災害トイレ」については、分かりやすい表現にし、設置した場合は１点、以

降、50人当たり１基以上設置した場合で１点加点するように整理いたしました。また、備

考にあるように、１万平米を超える建物は、世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備条

例の中で１基以上の設置を求められております。このため、この制度で１基設置をしただ

けでは点数化はせず、面積にかかわらず50人当たり１基以上の設置があった場合も同様に

加点する表現とさせていただいております。 

 最後に、６ページを御覧ください。先ほど冒頭で申し上げました追記の例示を、以前審

議会でいただいた意見を基に、区分４の災害対策の中で「グリーンインフラを活用した雨

水流出抑制に努める」と表記させていただきました。 

 御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。今までいろいろ出ましたこの審議会の意見を踏まえ

て、年１回ですけれども改定をしているということでありますが、こういう御提案につい

て何か御意見、御質問がございましたら、遠慮なくお願いします。 

○委員 この前の議事録の〇〇会長のところで、その後の運営に関する内容については

評価対象にしておりませんというところが、私、今回出席するのに勉強した中で一番重要

なところかなと思っております。運用の電力というのは少し不確定なんですけれども、や

っぱり運用というところが、この全体感として何か欠けているような気がしています。例



 5

えばＢＣＰ（※１）対策で非常電源というのですが、調査では40％ぐらいは全然確保され

ていないという実態調査がありまして、そういったところが、初期値はいいのだけれど

も、今後きっちり担保されるのかというのはどこかで表現が基準点の中にないのかなとい

うのが１つ。 

 それから、それは運用の限定のところですが、ハードにおいても、では２点を４点にす

るとか、将来のプロビジョン（※２）としてこの事業者はどう考えているのかというよう

なところが何か採点のところで、将来、例えば2050年、ここの世田谷区長もゼロエネルギ

ーというのを御発言されている中で、50年後にそういったところへ向かう取組みを今後し

ていくのかというところが、何となくこの算定書は、最初だけ見て点数をつけて終わり的

な感じがします。そう思って議事録を見ますと、〇〇会長もその後の運用というのを御発

言されていまして、何かそういったところをもう少しこの算定書の中に表現できないかな

というのが思ったところでございます。 

 設計なのでいきなり無理ですが、例えばデシカント（※３）というのであれば、将来デ

シカントが入るようなプロビジョンとしてのスペースがあるかとか、将来、本当に区長の

御意向に沿ったようなところにこのビルが向かっているのかというベクトルなり今後の運

用みたいなところが表現できていれば、この評価算定書というのはすごく先駆的になるの

かなという感じがいたしました。 

○会長 ありがとうございます。大変重要な論点ですけれども、つまりハードの採点だ

けでなくて、運用とか、あるいは将来のメンテの容易さみたいなことをチェックするな

り、そういう意見を言うなり、また、そういうことに頭が行くようなフォーマットにする

のはいろいろな方法があると思いますけれども、そういった御意見かと思います。この点

について、ほかの委員の方はどうですか。 

○委員 今の○〇委員の御意見、本当にそのとおりだなと思いまして、以前、世田谷区

の回答も、計画の段階での評価なので、運用面までの評価が難しいということが回答とし

てあったと思います。東京都なども、環境計画の建築物の評価のほうでは運用面はなかな

か入れられなくて、でも同様の意見が出ている形です。直接的な評価としては推定になっ 

※１ ＢＣＰ・・・事業継続計画（Business continuity planning） 

※２ プロビジョン・・・用意、準備 

※３ デシカント・・・湿度と温度を別々に制御する省エネ型の空調システム。例え

ば、除湿についてはシリカゲルのような吸湿剤で行うものなどがある。 
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てしまうんですけれども、やっぱり評価として入るべき方法を何か考えたほうがいいのか

なとは思います。メンテナンスとか、機器更新の容易さとかも関わってくると思います

し、高効率な機器が出てくればどんどん更新したほうがいいという場合もありますので、

何かちょっとそういう見通しが立つものが評価に入ればと思います。 

○会長 サポートがありましたけれども、それでは事務局のほうで、反論とかコメント

はありますか。 

 一言私から言わせていただきますと、運用の話は何も書いていないかというとそうでは

なくて、例えば６ページの一番最後、例、区分２、省エネルギー対策とありますが、そこ

の一番最後のポツに「完成後はエネルギー監視を行い省エネに取り組む」と運用の問題を

既に書いている例がありますので、絶対駄目だということではないと思うのですが、事務

局のほうから何かコメントがあれば。 

○環境保全課長 御意見ありがとうございます。区のこの制度では、おっしゃったとお

り、計画の段階でこれを１回評価する形を取っております。その後、基本計画があって、

基本設計があって、実施設計があって、施行に至る中で、当然変更とか考え方をまとめる

部分、特に設備というのは基本設計の中で方針は組めるものの、実際の構造とか建物の意

匠とか、そういった部分に左右されるのが実情でございます。固まってくるのが実施設計

の段階になってくるんですけれども、そういったことを踏まえて、対象物件に関しては、

完成した後にもう一度建物の評価をし直して、後ほど御説明差し上げますが、星を2.5以

上取っているものであれば表彰するという制度になっております。基本設計、基本計画の

中で謳えるものがあれば、先ほど会長がおっしゃっていただきました具体的な配慮の項目

として記載する部分を増やして、これも意図的に例示を増やしてきた過去もございます。

そういったところでも評価ができるように、４項目ございますが、それぞれこの区分の中

で世田谷区が優れていると認めたものということで評価していきたいと思っております。 

○会長 時間に限りがありますけれども、今まではハードの評価の仕組みとして発達し

てきたわけですが、おっしゃるように、ちゃんと運用しないとハードがせっかくあっても

効果を発揮しないとか、あるいは本当にＣＯ２フリーということになると、電力をゼロに

しない限り、ハードが残っているとエネルギー消費を全くゼロにすることはできないわけ

ですので、電力をカーボンフリーで入れるとかいうことが必要になってくると思います。

そういうことも将来対応できるようにしていかなければいけないというのは、もうそのと

おりだと思います。ただ、建築確認の前振りの段階でどこまで注文をつけて、相手の人
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に、そうだ、うんと言わせるかというのは、議論としてはあり得るのかなというのがあり

ます。 

 例えば１案ですけれども、今、課長さんからお話がありましたので、６ページの一番

下、その他、４つの区分以外で、環境に配慮し評価に値すると思われる配慮項目の例示が

今４つありますから、例５ぐらいで、例えば「建物の竣工後の運用に当たっての適切な維

持管理や環境対策の向上に対する建築的な配慮がなされていること」とか、一般論になり

ますけれども、電力の話をスペシフィック（※１）に書くのはまたちょっと難しいかと思

いますが、もう少し広く言えばそのようなことで、もしよろしければ書かせていただい

て、実際に区の方が、将来的に改善していくような仕組み、ハードになっているのかとい

うことを聞いていただいて、なるほどという回答があれば加点をするような仕組みになっ

ていくんでしょうか。とりあえず〇〇委員の意見は、今のところはそういうことで。 

 ただ、ちょっと思ったのですが、後で温暖化対策地域推進計画の見直しの話とか、気候

非常事態宣言の話もあり、そういうことになってくると、やっぱり政策自体をもっとステ

ップアップしなければいけないということだと思うので、場合によっては建築のハードの

設計段階での意見だけでなくて、この制度を拡充するか、あるいは別の制度をつくるか分

かりませんけれども、そういった建物の運用についても少し切り込めるような仕組みを考

えたほうがいいかなと。大変荷の重い話で、この中に押し込めてしまうのはちょっともっ

たいない話じゃないかと、個人的には思いました。そんな感じでいいですか。〇〇委員、

よろしいですか。 

○委員 はい。 

○会長 〇〇委員もいいですか、お得意のところだと思うんですけれども。一言どう

ぞ。 

○委員 話を延ばしてしまってすみません。私、今回最後の出席になりますので、遺言

のような、ちょっと抽象的なことを言わせていただきます。 

 私、〇〇市のまちづくり審議会というのをやっていまして、そこでも大規模開発に対し

ていろいろ、緑化率はこうしてくれとか、非常に細かい注文をつけてやっていただいてい 

るのですが、やはりそこでも、結局、住民に売ってしまった後は、もう事業者の手を離 

れて、こういった管理とかは全部住民の管理組合の責任になってしまうので、例えば幾ら 

緑化をしてもらっても、やっぱりこれは維持管理費がかかるからと言って切ってしまった

※１ スペシフィック・・・具体的に、明確に 
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りとか、そういったことが起こり得るので、運営ってすごく難しいねというのが話題にな

っているんですね。 

 じゃ、せっかくこうやって入れてもらったものを、どうしたら住民の方に維持していた

だくのかというと、やっぱりそれが資産価値につながるというのでないと……。実際、私

もマンションの管理組合とかをやっても、お金がかかるものはどんどん切っていくんです

よね。資産価値につながるというとキープしたりするんです。やっぱりそこら辺がない

と、住民の手に行った後、厳しいのではないかと思うので、すごく抽象的なことで申し訳

ないんですが、やっぱりこの制度自体が、点数をあげるからやってねというのと同時に、

その建物、不動産の資産価値につながるようなことを進めて、かつ環境に優しいものにし

ていただくような制度に向かっていくと、マネジメントについてもうまくいくのではない

かと思います。具体的にというと、私もまだ分からないところもあるんですが、今後の検

討課題ということで、抽象的なことですみませんが、言わせていただきます。 

○委員 今、資産価値という御意見が出たんですけれども、私もビルを幾つか持ってい

るので非常によく分かるんですね。そのときに、うまく合うビルしか建てたくない、損を

するようなビルは絶対建てたくないということで、それに対して、そこに費用をかけるん

だから何らかの見返りが欲しいということは、もう本当に正直なところだと思います。 

 ですから、例えばダブルスキンというのが今回出ていますけれども、これも費用がかな

り発生すると思うんですよね。その後のメンテナンスについても、かなり手厚くメンテナ

ンスをかけなければいけないと思うんです。だとしたら、こういう基準点をもっと上げる

とか、お金のかかる、メンテナンスのかかるものに対しては基準点を思い切って上げてい

かないと、それにお金、どうなのだろうと思ってしまうのが正直なところではないかと思

うのですが、いかがでしょうか。 

○環境保全課長 お金と設備投資の件は、実際の事業者さんとのやり取りの中でもかな

り厳しく言われる部分であります。ただ、例えば先ほどのダブルスキンについても、この

工法が何で存在するのかというのは、必ずしもエネルギーだけの話ではないんです。ふさ

わしい大きさの規模のビルであれば、それでランニングコストを落とすとか、それでイニ

シャルを回収できるようなプランニングができるようなビルというのも、大規模なものに

なれば出てくるものもあります。 

 実際に今皆さんが想像しているのがマンションとか、そういったものになってしまう

と、当然なかなか難しいというのは実際にございます。この評価算定書の中では一定規模
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以上のものという切りをしていますので、大きいビルも拾えるようにという意味合いもあ

って、数は少ないかもしれませんが、積極的に省エネに効果のある手法を選んでいただい

たビルに関しては評価をしていくという姿勢で臨んでいますので、必ずしもお金の話と全

部が全部対立構造であるとは事務局では考えておりません。ただ、費用がかかる部分につ

いては、環境に配慮する部分で兼ね合いが難しいところは、ちょっと我々のほうで背中を

押せるような仕組みにしていきたいと思いますので、そういった御意見をお伝えしなが

ら、今後も事業者の指導を行っていこうと思っております。 

○委員 それに関連してですけれども、ここでは大規模開発ということですが、世田谷

区の場合、ほぼ中小ビルが多いので、そういうところにこういうものをおろしていかない

と、なかなかゼロベースにはなっていかないのかなと。大規模開発もあと幾つも残ってい

ないような気がしますので、その辺はどうなんでしょうか。 

○環境保全課長 おっしゃるとおり、評価算定書の中でできるものできないもの、どう

しても規模に左右される部分があります。ただ、必ずしも全部が平準化して点数がつけら

れるものということはございませんし、この星の評価の中でも、点数を全部取るとすごい

数になるぐらいのメニューを用意しているつもりです。中小規模の建物は中小規模の建物

の中で評価ができるように、今後も検討は続けていきたいと思っています。一応メニュー

の中では、今のところ中小規模のものでも頑張ったところは満点が取れるようなものもラ

インナップしています。それも時代の変化で随分変わってくるものでございますので、そ

の辺も時代に合わせながら検討していきたいと思っております。 

○環境政策部長 すみません、ちょっと補足をさせていただければと思います。いろい

ろ御意見をいただきまして、ありがとうございます。この制度、今回は評価算定書の改定

ということで、昨年大きな改定をして、御意見をいただいたところの部分的な改定という

ことで今回お出ししております。 

 昨今、エネルギーの問題、あるいはＣＯ２フリーということが具体的な目標となって、

それにどう応えていくのかが課題となっておりますので、いろいろな取組みをそれに合わ

せていかなければいけない。国のほうも、総理大臣の所信表明を含めて大幅な政策転換を

していくだろうと予想されている中で、今までの制度でいいのかということについては、

やはり私どもも議論していかなければいけないと思っております。その点につきまして

は、後ほど温暖化対策地域推進計画の見直しということも提案させていただきます。そう

したいろいろな計画の見直しの中で、今回の評価算定書の基となる環境配慮制度そのもの
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の考え方も考え直していかなければいけないと思っております。今回のところは評価算定

書の部分的改定ということで、今日御意見いただいておりますより大きな今後の運用の問

題とか、もっと小さな建物も含めてということにつきましては、そうした新たな計画の見

直しの中で、この審議会でも御議論いただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員 足元のところでいきますと、ダブルスキンで構造を定義してしまうと絶対高く

なるので、「ダブルスキン機能」としては駄目ですか。要は、今年の省エネ大賞の〇〇建

設の一番トップレベルのビルは、ダブルスキン構造と同じパフォーマンスをブラインド等

の気流制御でやるというのが出ています。ほぼそれと同じようなものは、厳密にいくとダ

ブルスキン構造じゃないんだけれども、ダブルスキンの機能を持っていると言うとコスト

も相当安くなるというのが今年出ています。表現としてはダブルスキン構造とやると絶対

高くなるので、その辺の表現は少し緩和できるのかなとは思います。 

○会長 ありがとうございます。恐縮ですけれども、お答えいただいたほうがいいと思

うのですが、どこまで読めるかですね。「ダブルスキン構造等」と書いてあって、だから

ダブルスキンそのものでなくても一応読めるようになっている。読まないのは例示されて

いて、備考に「カーテン等以外の場合」。〇〇さんの本社ビルですか、どこですか……。 

○委員 ブラインドをかなりリジッド（※１）なブラインドにして、その中を気流制御

するというので、カーテンじゃないと言われてしまうと、ちょっとそっちに近い定義にな

るので……。 

○会長 「カーテン等以外の場合」でどうなるかということで、すれすれにはなる…

…。 

 あともう一つ、いただいた資料１－２に冬期：熱回収モードということで、熱回収もそ

こでできるということを資料１－２は求めていると思うんですが、今の〇〇建設さんの場

合はどんなふうになっているんですか。 

○委員 やっぱりこの辺の機能はついていますね。なので、厳しくしてしまうと中小が

……。結局、会長がおっしゃったように普及しないから、もう少し緩和部分の表現があっ 

たほうがいいかなと。 

○会長 恐らく課長さんが嫌だったのは、柔らかいカーテンか何かで本当に効果がある

かどうか分からないようなものについて、ダブルスキンだと言い張る人もいたので、これ 

※１ リジッド・・・硬質 
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まで困ったと。そこをもうちょっときちんとしたいというのが原点なんでしょうね。今の

助け船で、ダブルスキンそのものではないけれども、立派な機能が果たせるものというの

は識別可能なものですか。 

○環境保全課長 ありがとうございます。「等」にしているのもまさにおっしゃる部分で

ございまして、明らかにカーテンで言い張る業者さんも中にはいらっしゃいます。ちょっ

とお恥ずかしい話なんですけれども、その中で我々も多少苦慮している部分がございまし

て、このような表現にさせていただきました。おっしゃるとおり、機能としてちゃんとで

きているかどうかを審査の対象にしております。 

○会長 これは今日変える部分の質問なので大変大事だと思いますが、ほかによろしい

ですか。 

 では、先ほど〇〇部長さんがおっしゃったように、私もそのとおりだと思うんですが、

今回の建築の設計段階でのハードの配慮については、少し限定的ですけれども、とりあえ

ずこれで。ただし、御意見がありました既築の建物のメンテナンスの話とか、あるいは新

規でも小規模なものとか、そういったものも本当は環境対策をきちんとやっていかないと

いけないので、それについては今この制度のスコープの外ですけれども、温暖化対策の強

化という文脈の中で、その施策が可能か考えていくことにいたしたいと思います。よろし

いでしょうか。 

 私も、自分の個人的な話をして恐縮ですけれども、ついこの間、京都に出張に行きまし

て、西京極の〇〇という190戸ぐらいのマンションを見に行ったのですが、そこは管理組

合がすごくしっかりしていて、今までも築が古いので大規模改修を２回はちゃんとやって

いました。今１億5000万ぐらい持っているんですが、複層ガラスもやったし、太陽光を屋

上に張って、環境対策だけを言っていますがほかのもやっていて、あと外断熱もやってし

まったんです。すごく一生懸命やっていて、そういうことができるんだなと。ただし、じ

ゃ、資産価値は上がりましたかと聞いたら、いや、やっぱり場所の相場で、分譲なんかで

売るときの値段は残念ながら固定されていて、これだけ熱心にやったからといって高く売

れるところまではないと。手応え感はそれほどないけれども、ただ、経営としてはちゃん

とできているので、やることはできますということをおっしゃっていました。だから、そ

ういうことが奨励されるような仕組みというのがあるのではないかと、現地に行ってみて

……。やっぱりちゃんとやっているところと全然駄目なところとあるわけで、何か秘訣が

あるんだと思いますので、そういうことも考えてみたいなと思います。 
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 では、審議(1)はありがとうございました。 

 次は報告事項になりますけれども、報告事項だからと聞いて済ませるのではなくて、今

みたいに御意見があればぜひお願いします。 

 報告(1)は、今までの制度を当てはめた開発事業に対する環境配慮制度の適用がどうな

っているかということで、今回３件上がっています。手短に報告をお願いいたします。 

○環境保全課長 それでは資料２を御覧ください。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を差し上げます。本日は全部で３件の案件がございます。 

 まず１件目です。ＩＮＰＥＸ本社地区新寮新築工事でございます。 

 こちらは松原６丁目にございます単身者用の社員寮140戸の新築工事になります。従前

も社員寮でございます。 

 用途地域は第一種低層住宅専用地域、敷地面積、延べ床面積等は記載のとおりでござい

ます。 

 説明会での主な意見です。建物の形状やプライバシーへの配慮、工事騒音、スケジュー

ル、室外機の騒音に関する要望などがございました。 

 従前との比較です。用途は変わりますが、延べ床面積で比較しますと、２棟あった社員

寮が合計で1896平米ございましたが、１棟の単身寮6830平米に大きく増加しております。

一方、緑化率は16.24％から22.4％と増加しております。年間一次エネルギーの比較とい

たしましては、従前の2048ギガジュールから3430ギガジュールと、面積の増加率よりは少

ないものの、全体としては増加している状況でございます。 

 環境配慮の取組みについて御説明いたします。まず、自然エネルギーの有効利用につい

てですが、太陽光パネル10キロワットの設置、蓄電池20キロワットの設置がございます。

そのほか、後ほど図示しますが、自然採光取入れのために、建物の中央に光庭や階段室の

屋上にトップライトを設置しております。 

 次に、省エネ対策についてでございます。断熱性能については、建築物省エネ法におけ

るエネルギー消費性能基準以上で、ＬＥＤ照明やエコジョーズの採用、ＢＥＩは0.85とな

っております。 

 みどりに係る環境の確保については、地上部で基準の緑化率を満たしております。既存

樹木54本は全て伐採し、高木・準高木については新植が48本で、主に関東に分布している

ものを植えております。主な樹木は記載のとおりでございます。 

 災害の防止についてでございます。100平米程度の防災倉庫は、地域住民にも利用でき
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るように計画しているそうです。そのほか非常用発電機の設置、防火水槽60トンの設置が

ございます。また、災害時に利用可能なトイレやシャワーも地域住民の利用を想定してい

るところです。 

 続きまして、４ページを御覧ください。先ほど申し上げました光庭、それから天窓と書

いていますが、トップライトです。ここに階段がございまして、色を塗ってあるところが

その場所になります。左上の記載を御覧ください。建物の地下ピット、規定の30％以上の

容量を持つ雨水貯留槽（中水利用層）と書いてありますが、中水利用というのは便所の洗

浄水ですが、そういったものに利用して節水を図っております。右隣、エネルギーの有効

利用の記載には、昼光センサーやタイムスケジュールによる照明制御を行うとしておりま

す。 

 ５ページの緑化計画図をごらんください。みどりに係る環境の確保として、常緑樹・落

葉樹をバランスよく配置し、野鳥が好む実のなる樹種を植栽し、鳥や虫の立ち寄る工夫を

しております。右下にございます色を塗ってあるところは敷地の南西角になるんですが、

こちらにシンボルツリーとなる桜の高木を植樹する予定でございます。図面でいうところ

の下の部分は敷地の西側になるんですが、桜並木を整備し、従前の桜の多かった建物の記

憶を継承していく計画になっております。 

 表紙にお戻りください。幹事会での主な意見としては、環境配慮項目、緑化計画図で反

映されている計画どおりの緑化をお願いしたいという御意見がありました。 

 星の数ですが、自然エネルギーの有効利用が星３つ、省エネルギー対策が星２つ、みど

りの保全・創出が星２つ、災害対策が星３つとなっております。 

 １件目の案件の説明は以上になります。 

○会長 若干時間が押してはいるんですけれども、１個ずつ御意見を聞きましょうか。

これについて御質問とか御意見とかがございますか。 

 毎度のことですけれども、すごく床面積が増えてしまうのでつらいところがございます

けれども、これについては特によろしいですか。残念ながら木はみんな切って植え替える

ということです。 

 それでは、２件目をお願いいたします。 

○環境保全課長 続きまして２件目、（仮称）二子玉川第２スカイハイツ建替計画でござ

います。 

 こちらは玉川１丁目にございます12階建ての共同住宅132戸の新築工事になります。従
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前もマンションでございます。 

 用途地域は第一種住居地域、延べ床面積、敷地面積等は記載のとおりでございます。 

 説明会での主な意見でございます。建物形状、プライバシーへの配慮、工事騒音、スケ

ジュール、樹種に関する要望などがございました。 

 従前との比較についてでございます。用途は変わりませんが、延べ床面積で比較します

と、6977平米が１万998平米に増加しております。一方、緑化率は15.53％から27.02％と

大きく増加しております。年間一次エネルギーの比較といたしましては、従前が7661ギガ

ジュールから9051ギガジュールと、面積の増加率よりは少ないものの、全体としては増加

している状況でございます。 

 環境配慮の取組みについて御説明差し上げます。まず、自然エネルギーの有効利用につ

いてですが、太陽光パネル20キロワットの設置、蓄電池５キロワットの設置がございま

す。区分１の評価算定書では蓄電池10キロワットで２点ですが、蓄電池５キロワットを設

置したので１点の加点をしております。 

 次に、省エネ対策についてです。断熱性能については、建築物省エネ法におけるエネル

ギー消費性能基準以上で、ＬＥＤ照明やエコジョーズの採用、ＢＥＩは0.90ということに

なっております。 

 みどりに係る環境の確保については、地上部で基準の緑化率を満たしております。既存

樹木51本は全て伐採し、高木・準高木については、新植が82本で、３種類以上の開花時期

が異なるものを植え、さらに生態系にも配慮している状況になっております。主な樹木は

記載のとおりで、エントランスにシンボルツリーを設置する計画となっております。 

 災害の防止についてです。防災倉庫、マンホールトイレなどの設置、多摩川の氾濫に対

応できるように、１階部分の外水対策をしております。そのほか非常用発電機、防火水槽

60トンの設置がございます。 

 ４ページの環境計画図を御覧ください。ごみ置場の地下ピットに防火水槽100トン、そ

れからごみ置場の屋上に非常用発電機を設置してございます。この非常用発電機は、各種

ポンプやエレベーターに利用される予定になっております。 

 また表紙にお戻りください。幹事会での主な意見です。緑化について引き続き協議をお

願いしますと。高さ、ボリューム感がある印象を和らげる色調を御検討ください。また、

屋上緑化については、人の出入りを配慮した計画も御検討ください。生き物の緑化につい

ても具体的な配慮をお願いしますという意見がございました。 
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 こちらは自然エネルギーの有効利用で星１つ、省エネルギー対策で２つ、みどり保全・

創出で２つ、災害対策で星２つになっております。 

 ２件目の案件の説明は以上になります。 

○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か。 

○委員 先ほどの１件目と比較して、ちょっと言葉の使い方なんですけれども、災害の

防止で、こちらは防災倉庫、前のは防災備蓄倉庫となっているんですが、これは地域住民

に開放するためにやっているか、やっていないかの違いなのか。 

 それから、こちらの玉川のほうはマンホールトイレということで、これは外、先ほどの

は内トイレという理解でよろしいでしょうか。特にこちらの玉川のスカイハイツは12階建

てということで、先ほどの多摩川対策ということを考えると、マンホールトイレというの

はちょっと不安があるというか、上階のほうに地域住民とか居住者向けのトイレはあるの

かを確認させていただきたいです。 

○環境保全課長 倉庫の名称については、事業者さんの表現してきたものをそのまま表

現させていただいております。地域に開放するという意味合いではございません。 

 それから、マンホールトイレのお話ですが、マンホールトイレは多摩川の対策のためだ

けに設置しているものではないと伺っております。マンションになりますので、地域住民

向けにトイレを設置するというお話も伺ってはおりません。 

○会長 事実関係はそういうことですが、用語の統一は、これは今までもそうなんです

けれども、中身と余り違う名前がついていたら、それはおかしいでしょうと言うんでしょ

うけれども、そうでなければ、今までも先方の言いなりの言葉で書いていたんですか。そ

の辺はどうですか。 

○環境保全課長 失礼しました。混乱してしまうようであれば、今後統一していきたい

と思います。 

○会長 それでよろしいですか。混乱しそうなケースがあったら、用語についてはこち

らの編集権ということで、先方の言い方とは別に整理をしていただくということですね。 

 ほかにございませんか。個人的には、もっと太陽光も置けるんじゃないですかとか、い

ろいろ思うところでありますが、よろしいですか。 

 ちなみに、屋根貸し太陽光でもいいよと例示していただいているんですが、そういうこ

とは言ってみているんですか。別に自分で投資しなくても、貸して置いてもらってもいい

ですよということはお話ししているんですか。 
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○環境保全課長 窓口で事業者さんに対応するときには、屋根貸しも含めて、様々な手

法を使って置いていただけるよう、いつもお願いしております。 

○委員 個別案件で言う話じゃないかも分からないですけれども、やっぱりゼロエミッ

ションをやるときに、エコジョーズはもうないよなと私は個人的に思っているんですけれ

ども、先ほど〇〇部長がおっしゃったような全般見直しの中で、そういう議論はいずれ出

てくることになるんでしょうか。ＢＣＰ対策からでも、エコキュートで360リットルある

と、この前の水害のときでも水の確保はできるので、もう絶対エコキュートだと個人的に

は思っているんですけれども、マンションはほとんどエコジョーズなので、そういう議論

はどこかでされるんでしょうか。 

○会長 ありがとうございます。私の個人的な意見ですけれども、エコジョーズと書い

ておかないと、普通の単なる湯沸かし器を入れちゃう人もいるので、それよりはいいでし

ょうということだと思います。ただ、おっしゃるように、天然ガスはそれはそれで結構だ

と思いますけれども、もっと削らないとゼロエミッションにはならないわけですね。そこ

をどうするかということです。 

○環境保全課長 会長におっしゃっていただいたとおりなんですけれども、エコジョー

ズと書かないと分からないというか、理解していただけないというのがまず最初にござい

ます。エコキュートについても、エコキュートを設置した場合は設置した場合で、効果が

あると認められるときは点数化できるようにしております。それをその他のところで書い

ていただいても結構ですし、その都度ヒアリングをしながら、高効率で、水の確保が目的

ではないところも正直ございますが、エネルギー使用量が少なくなって効率的なものであ

れば、評価をしていくつもりでございます。 

○会長 ありがとうございます。ちょっと審議(1)に戻っちゃいますが、例えばどこで読

むんですか。「高効率設備」で読むんですか。「高効率給湯設備（エコジョーズ等）」とあ

るところをエコキュート、エコジョーズとか、そういうふうに読むということでしょう

か。例えば２ページの区分２の「高効率給湯設備（エコジョーズ等）」の「等」にエコキ

ュートも入っているということですか。 

○環境保全課長 はい、現時点ではこの「等」で読もうと思っております。 

○会長 (1)に戻って申し訳ないけれども、そうだったらエコキュートと書いちゃっても

いいかもしれないですね。すごく寒いところだと寒冷地用にしないとＣＯＰ（※１）が悪 

※１ ＣＯＰ・・・エネルギー消費効率（Coefficient of performance） 
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くなっちゃうと思いますけれども、世田谷区みたいな温暖地だったら特に必要ないかもし

れませんね。 

○委員 ２件目の案件というわけではないんですけれども、１ページ目にそれぞれ災害

の防止ということで出ているんですが、最近、災害に対しての意識がすごく高くなってい

るということもあって、集合住宅は大体こういう形で何かしら、マンホールトイレの設置

等が進んでいると感じています。災害の防止というよりは、どちらかというとＢＣＰ対応

になるかと思うので、この１ページ目の表記が少し変わってきているのかなと考えていま

す。 

 あと、多分集合住宅の場合は、そこの住民の方が基本的に使うということで、防災拠点

とか避難所には集合住宅の方が余り集中して来ないようにということで、集合住宅の中で

完結させてくださいという意図もあってこういうものが設置されているのではないかと思

うので、住民対応とか、そういうことも併せて分かったほうがいいのかなと思いました。 

○会長 意見ですけれども、運用の中で当然対処できると思うんですが、明文で書かな

いといけないところはありますか。例えば、審議(1)に戻ってしまいますけれども、区分

４の５ページ、「災害時への対策」の「災害トイレ」の書き方も考えないといけないとい

うことがございますが、この表現そのものじゃなくて、開発をする方と区とのやり取りで

今みたいな御説明をすればいいということでしょうか。 

○委員 そうですね、基本的には、資料１の５ページだと災害対策になっているので、

ここに記載されている内容で十分だとは思うのですけれども、ここに合わせたような形で

書かれていたほうがいいのかなとか、資料１のほうだと近隣の人が一時避難できるとか、

地域に対してというような表記も含まれていますので、そこも含んでここと連動させたほ

うがいいかもしれないですね。すみません、余り適切ではないかもしれないですけれど

も。 

○会長 では、様式のほうはいいけれども、個々の事例のところで分かるように書いた

ほうがいいということですかね。 

○委員 そうですね、個々の事例のほうをこちらの評価の表現と合わせたほうがいいの

かなと思いました。 

○会長 分かりました。これは今後そういうふうに、なるべく工夫をしていただければ

と思います。 

○環境保全課長 ありがとうございます。例示のほうで少し記載を膨らませて、そうい 
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ったことも考えられるようにしていきたいと思っております。今後検討させていただきた

いと思っております。 

○会長 では、事例２件目はよろしいですか。 

 では、３件目。 

○環境保全課長 続きまして３件目、最後になります。こちらは都営世田谷新町一丁目

団地（仮称）改築工事でございます。 

 こちらは新町１丁目にございます４階建ての共同住宅108戸の改築工事です。 

 用途は第一種低層住居専用地域になっております。敷地面積、延べ床面積等は記載のと

おりでございます。 

 説明会では特に意見はございませんでした。 

 従前と計画の比較でございます。用途は変わりませんが、延べ床面積で比較しますと、

４棟あった共同住宅6930平米が、同じく共同住宅として5006平米に減少をしております。

一方、緑化率は約21％から39.82％と大きく増加しております。年間一次エネルギーの比

較としましては、従前の8520ギガジュールから4655ギガジュールと、こちらも減少してご

ざいます。 

 環境配慮の取組みについて御説明差し上げます。まず、自然エネルギーの有効利用につ

いてですが、太陽光パネル10キロワットの設置がございます。 

 省エネ対策についてです。断熱性能については、建築物省エネ法におけるエネルギー消

費性能の基準以上で設計しており、ＬＥＤ照明や高効率給湯器の採用、ＢＥＩは0.9とな

っております。 

 みどりに係る環境の確保です。地上部で基準の２％以上の緑化率を満たしてございま

す。既存樹木52本のうち30本を保存。高木・準高木については、落葉樹の比率20％以上、

新植が10本で、主に関東に分布しているものを植える予定となっております。新植する主

な樹木は記載のとおりでございます。 

 災害の防止についてです。防災倉庫、防火水槽100トンの設置がございます。また、後

ほど図示しますが、近隣の人が一時避難できる空地を100平米以上確保してございます。 

 ５ページを御覧ください。建物の中央に集会所と広場というものがございます。こちら

が100平米以上、避難ができる空地として図示されてございます。貫通通路はございます

が、隣に区立深沢広場と一体化した空地となっております。 
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 表紙に戻ります。幹事会での主な意見です。景観向上のための色彩は単調にならないよ

うに配慮してほしい。広場は隣接する深沢広場との一体性を重視するとともに、空間に変

化をつけ、魅力的な空間になるように配慮してほしい。敷地南側では、窓先空地の機能、

プライバシーの確保に留意した上で、十分に景観配慮を行ってほしい。生き物の生息環境

にも配慮した緑化をしていただきたいという意見がありました。 

 星については、自然エネルギーの有効利用で星１つ、省エネルギー対策で星２つ、みど

りの保全・創出で星３つ、災害対策で星２つとなっております。 

 御説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。３件目でございます。これは延べ床が減っているとい

うおもしろい計画ですが、御質問、御意見等ございますか。 

○副会長 既存樹木の扱いですけれども、前の２件は皆伐だったんですけれども、これ

に対して６割ぐらいは保全していただけるということで、しかも計画図の中に継承してい

く既存樹木と伐採する既存樹木の位置をきちんと記載しているところは非常に好感が持て

るんですけれども、逆に言うと、前のと同じような建物の引きなんですね、例えば５メー

トルとか。前の案件では位置がどこだったか分からないんですけれども、それに対してこ

れが残せているのはいいんですけれども、例えば仮に足場を組んでいったりするような関

係で、やっぱり無理だというような形で伐採されることがないのかどうか、その辺の確認

は取られているんでしょうか。 

○環境保全課長 最終的に、竣工した際にもう一度評価算定書を出していただくんです

が、その際に樹木の本数とかも含めて御報告いただきますので、点数の変わる要素の部分

については最終的に確認できます。が、計画の段階でどこに足場がかかってとか、搬入経

路をどこにするというところまでは定まっておりませんので、現時点ではそこまでは見え

ない状況になっております。 

○副会長 一応その辺は再度確認を取って、そこがちゃんと反映されるような計画図に

されるとよろしいのではないかと思いました。 

○会長 ありがとうございます。計画倒れに終わらないように、突っ込むところは突っ

込んで、正しいかどうかをチェックしていただけたらと思います。 

○委員 すみません、今さらなんですが教えていただきたいんですけれども、今の資料

の１ページ目の災害の防止の欄に、「災害時に近隣の人が一時避難できる空地」とあるん

ですけれども、どういうところが具体的にこの空地に当たるのかを教えていただきたいで
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す。 

○環境保全課長 場所については、先ほど御説明差し上げた６ページを見ていただくと

分かりやすいかと思います。建物がＡ棟、Ｂ棟、Ｃ棟、Ｄ棟とありまして、コの字型に囲

んでおります広場と書いてある部分、こちらが一時避難所として活用させていただく部分

になります。 

○委員 例えばその棟の周りに細かい点々のハッチがかかっていますけれども、そうい

うところも算定の対象になっているんでしょうか。 

○環境保全課長 そちらは算定の対象になっておりません。車路と歩道に囲まれた、そ

れから貫通通路に囲まれた部分を100平米以上とみなしております。 

○委員 そこの確認がしたかったんです。ありがとうございました。 

○委員 今の〇〇さんの質問と全く同じなんですけれども、これは都営ですけれども、

「一時避難できる空地」と書いてあります。これは世田谷区が認定した一時避難所とは違

うんですか。この都営の住宅の一時避難できる空地というのは、世田谷区が認定している

一時避難所に登録されたものですか、それとも違うんですか。 

○環境保全課長 結論から言いますと、今、計画段階なので認定されておりません。そ

れが後々なるかもしれない確保できる空地という意味合いで評価をする仕組みになってお

ります。 

○委員 それが認定されたかどうかは区の広報に最終的に出てくるのかな。なるなら

ば、毎回私がやっている世田谷工業振興協会の避難誘導に合った設置場所になるのかなと

いうのが１つ心配で確認しているんですけれども。 

○環境保全課長 そこの一時避難所が指定されれば、公表されると思います。 

○委員 ついでにもう１点だけ教えてほしいんですけれども、一番最初の算定評価書の

改定がありまして、その中でＥＶの充電器の設置とかコンセントの設置で点数を増やして

いきますというのは、私がイメージしたのは国が推進している脱炭素の中でＥＶ普及を進

めるために点数を増やしていると思っているんですね。その中にコメントとして、平成28

年度以降、採用事例が６件あるのは共同住宅以外と書いてあります。今回２件とも共同住

宅で使っていないし、その前の社員住宅も使っていないわけですが、共同住宅というの

は、そんなにコンセントとか充電器をつけないのが普通なんですか。そこはちょっと教え

ていただきたいだけなんですけれども。 

○環境保全課長 今、現状で窓口でお話ししている限りは、基本的につける予定がない
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計画のほうが多いです。我々のほうからは推進していますが、それが現実にそういう計画

に反映しないのが実情でございます。 

○委員 分かりました。だけれども、普及させるためには、やっぱりこの評価算定書の

結果で星が多いところにはインセンティブがつくようなことが将来できると、ＥＶの普及

につながるのかなと思った次第です。ありがとうございました。 

○会長 今、幾らぐらいですか。安いのは100万切るのがあるようには聞いていますが、

150万ぐらいかかるんですかね。 

○環境保全課長 コンセント自体は、本当に物の単価なので数万円とか、あと工賃がセ

ットになるところですが、急速充電器はそれなりにお金がかかるものだと聞いておりま

す。 

○委員 すみません、ちょっと聞き漏らしたかもしれないんですが、１ページ目の幹事

会からの意見に「景観向上のため色彩は、単調にならないように配慮」とあるんですけれ

ども、具体的にどういう御意見でしょうか。 

○環境保全課長 単調にならないというのは、要は、のっぺりと壁みたいな……。周り

の色やみどりの色も考えなければいけないんですが、新しい建物を建てると壁がドンと、

近隣の方々へ圧迫感を与えないように、風景の担当所管から指導しているところです。幹

事会でも同じように意見が出たということで記載しております。 

○委員 そのあたりは、今のこの算定書に特に関わってくることではなくてということ

ですね。そういうことが問題になるのであれば、やっぱりこの算定書の中でも、何かしら

好ましいやり方が見えるような形にしていったほうがいいのかなと思って伺った次第で

す。 

○環境保全課長 風景については、風景づくり条例ということで、都市デザイン課のほ

うで網羅しております。幹事会の中に都市デザイン課もいるので、念押しに近い状態で

す。こちらの幹事会でも同じように御意見をいただいたということでございます。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 この３件目について、あるいは３件目を見ながら評価算定制度についての御意

見でも結構ですが、よろしいですか。 

 では、この議題はこれまでといたします。ありがとうございます。 

 続いてで申し訳ございませんけれども、資料３の次の議題に進んでいただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 



 22

○環境計画課長 それでは私から、「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」の見直しに

ついて御説明させていただきます。 

 資料３です。１、主旨でございます。現在、地球温暖化対策地域推進計画（計画期間：

2018年度～2030年度）において、温室効果ガス排出量を2030年度に2013年度比で26.3％削

減、2050年度に80％削減等の計画目標を定め、取組みを進めております。深刻化する気候

危機の状況を踏まえ、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、本計画の見直し

を進めたいということでございます。 

 ２、背景でございます。この間、気候変動に起因する強力な台風や集中豪雨が年々甚大

化しております。区民、事業者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、二酸化炭素排出を削減し気候変動を食い止める取組みを進めるた

め、本年10月16日に世田谷区気候非常事態宣言を行いました。宣言文につきましては、資

料の裏面にコピーをつけさせていただいております。これを行うとともに、宣言文の中で

も書かせていただいておりますが、2050年までに区内の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指

すことを表明しております。これに伴い、地球温暖化対策地域推進計画の見直しを進めて

いきたいということでございます。 

 ３の計画の位置づけでございます。現在の地球温暖化対策地域推進計画については、地

方公共団体実行計画、地域気候変動適応計画となっております。根拠としましては、地球

温暖化対策法。また、見直しに当たりまして、気候変動適応法に定める地域気候変動適応

計画として位置づけをしていきたいと考えております。 

 ４の検討期間でございます。下の段、検討としまして、令和３年度、４年度を含め検討

を進めていきたいと考えております。 

 ５の検討スケジュールでございますが、来年１月には当審議会の中で御議論いただきた

く、諮問をさせていただきたいと思います。来年７月には現行計画の進捗状況について御

説明させていただき、その翌年１月には骨子案の検討、４月には素案（たたき台）の検

討、７月には素案の検討、また、９月には区民意見をお聞きしたい。また、11月には区民

意見を反映した案の検討、令和５年３月には新しい計画の決定、４月から新しい計画の施

行と進めていきたいと思います。また、加えて背景でございますが、国においてもエネル

ギー基本計画の改定、また、地球温暖化対策計画の改定を進めると新聞報道があることを

承知しております。これらの改定に合わせ、世田谷区としても計画を御議論いただきなが

ら、改定を進めていきたいと考えております。 
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 説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。現行計画は５年で一応終わって、その後は新計画に移

るということですね。２年間の検討期間があるということです。まだ中身は全然明らかで

はない、目標だけ書いてあるということですが、何か注文とか御意見があれば。 

○副会長 二酸化炭素排出量実質ゼロの実質ゼロというのは、具体的にどういうことを

イメージされているんでしょうか。 

○環境計画課長 実質ゼロを進めるために、まず徹底した省エネ、それから再生可能エ

ネルギーの導入拡大、また、それだけでは達成は難しいので、みどりの保全で実質ゼロを

カバーしていくというのが、2050年実質ゼロを目指すというところかと思います。 

○副会長 二酸化炭素の排出削減というキーワードはよく出てくるんですけれども、逆

に植物があることによって二酸化炭素の吸収というのもあると思うので、そのプラス・マ

イナス・ゼロという意味での実質だと思うので、その点を強調していくことによって、み

どりの保全・創出が図られるのではないかと思いました。私も定量的なエビデンスをお示

しできるようなデータは今持っていないんですけれども、その辺はぜひ検討していただけ

ればと思いました。 

○委員 今、〇〇先生がおっしゃった意見はごもっともだなと思って聞いていたんです

けれども、私も環境省の仕事で環境課題と社会課題の同時解決支援事業というものの委員

長を昨年までやっていたんですけれども、やはり気候変動を食い止めることに関して、二

酸化炭素の排出を削減しつつ植林をするということと、そこに私が深く関わった、例えば

協働の仕組みとか教育の文脈とか、１つの取組みそのものが同時解決につながるような政

策をやっていかないと、１つの単発的な排出を削減することそのものが持続可能な社会に

貢献するものではないので、やはり全体的な中、同時解決性の議論も一緒にできればと思

います。 

○委員 関連したことになるんですけれども、実質ゼロということで緑化とかの吸収の

ほうとプラ・マイしていくというお話ですが、そのときに、今の計画ですと、こういうや

り方で削減しますというのはいっぱい書かれていて、もちろんそれは進めていただくんで

すが、プラス・マイナス・ゼロにするための係数ではないですけれども、どうやって考え

てプラス・マイナス・ゼロ、実質ゼロになっていくのかという思考が今余り明記されてい

なくて、そういうところも今後の計画を進めていく中では書き込まれていくという理解で

よろしいでしょうか。 
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○会長 進め方、計画の立て方の御注文ですけれども、何かあれば。 

○環境計画課長 今後、環境審議会で御議論いただきながら、そこの部分を詰めていき

たいと考えております。１つの方策でございますが、例えば世田谷区は、縁組協定という

ことで、川場村との里山づくり、森林保全の取組みをやっております。世田谷区民が川場

村の中で森林を保全することによってＣＯ２を削減するということで、１つの取組みとし

ては、カーボンオフセットの取組みにつながるものと考えております。そういった自治体

間連携による森林保全も１つの方策ではないかと思います。 

○委員 ありがとうございます。活動しましたとかというのではなくて、数字の遊びに

なるのは承知しているんですけれども、では、どのぐらいやったらどのぐらい実質ゼロ、

マイナスのほうに行ったかという計算の仕方みたいなところを議論していって、世田谷区

なりのやり方みたいなものをここの中に示していけるのが理想的かなと思っております。 

○会長 大変楽しい議題で、ぜひそれは考えていただければいいと思います。世田谷区

自身の吸収量は大したことはないと思います。それから、人為的に増やした吸収量しかカ

ウントできないと思うんですね。そういうのも恐らく国のほうで考え方を決めていくと思

いますので、ぜひそういうことを調べていきたいと思います。 

○委員 この二酸化炭素の排出量の抑制というのもすごく大事だと思うんですが、やは

り世田谷区は、昨年大きな浸水被害があったということで、適応策の重要性がこれをつく

ったときより随分上がっていると思うんですね。それで現在の計画を見ますと、適応策は

２ページぐらいで余りないんです。ただ、適応策は、どうしても防災という面になると、

都市整備とか危機管理とか、ほかの部局とかなり関連して、なかなかここだけでというの

は難しいかと思うのですが、適応策についてはどれくらいこの中で扱われる予定なんでし

ょうか。 

○環境計画課長 資料の３の計画の位置づけとも関係してくるかと思います。気候変動

適応法に定める地域気候変動適応計画としてしっかり位置づけることを考えております。

その中で、適応策としての災害対策であったり、ヒートアイランド対策というようなこと

を、関係所管様々、都市整備領域も含め関係してくるわけですけれども、調整を取りなが

ら適応策を明記していきたいと考えております。 

○委員 そうしますと、この中での適応策のボリュームがかなり増えていくという理解

でよろしいですか。 

○環境計画課長 そのとおりでございます。 
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○委員 分かりました。ありがとうございます。 

○会長 気候危機宣言を出したわけですので、あらゆる政策の中に温暖化対策を溶け込

ませていただいて、先ほど〇〇さんからもありましたけれども、複数目標同時達成とか協

働の仕組みをつくっていっていただければと思います。できればすごくユニークな計画に

なると思います。 

 ほかに御意見はございますか。 

○副会長 先ほどのＣＯ２の吸収の補足ですけれども、一応ここには試算が出ているんで

すけれども、これが個人のお宅だとかになったときに、もうちょっと具体的に分かるよう

に。１本の木があることによってとか、１団地というか１個のプロジェクトによってと

か、そういったところまで書き込めるようになるといいなという意図ですので。 

○委員 世田谷区の土地利用として、やっぱり住宅利用が多いということで、今回コロ

ナのようなことが起こって、価値観がものすごく変わっていくことでエネルギーの利用と

いうのも大きく変わって、建物でいうと、省エネ、省エネと言いながら、安全とかを考え

て換気して、外気負荷がすごく増えて、でも、それを許容しているというのが現状だった

りします。テレワークが増えることで、個々の家でかかるエネルギー消費が増えた。震災

の後なんかは、１か所に集まって、電気も間引きしてやりましょう、夏の電力供給が間に

合うようにということでやっていたと思うんですが、それがもうがらっと変わって、今、

省エネの話は若干どこかに行っちゃったなというところもあると思うんです。やっぱりそ

ういうところに対応できるような、少し先を見据えるというか、そういうことも必要なの

だろうなと感じています。 

 あともう１点、世田谷区は幹線道路が多くて、自動車の二酸化炭素の関係とかは都の管

轄とか国の管轄という話になったときに、世田谷区の範囲としてどこまでそれを実質ゼロ

と言うのかという線引きが必要なのではないかと感じました。すみません、感想というか

意見です。 

○会長 これもなかなか難しい問題です。おっしゃるとおり、コロナでどういうふうに

エネルギー利用が変わったのか。あるいは大量公共交通機関の利用も大分変わっているみ

たいで、例えば〇〇電鉄とか〇〇電鉄とか、落ち込みが激しい会社とそうでもない会社が

あって、在宅勤務が進んだ沿線とそうじゃない沿線がどうもあるみたいですね。そこの分

析をしていくと、いろんな対策になるのではないかと思います。 

○委員 いつも三軒茶屋を掃除とかしているんですけれども、ここへきて大分、先ほど
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〇〇先生がおっしゃったように、自転車の使用量が上がっていて、駐輪場が結構満杯にな

ってきているなということを感じています。それとともに、コロナになってから自転車を

活用する意識になっている感じの人たちが増えて、246にたくさん自転車が流れている。

もうこれは致し方ないことなので、世田谷区としては、例えば246の車線を少し削っても

自転車を通れるようにするとか、世田谷通り、もしくは区道を一方通行に変えて自転車が

通れるようにするとか、渋谷まで自転車道をくっつけるとか、そういうことを考えていか

ないといけないかなと思っています。意見です。 

○会長 ぜひ計画の中で議論したいと思いますが、〇〇さんはその点、何か御発言ない

ですか。 

○委員 そうですね、確かに自転車は増えていますよね。やっぱりコロナで一時、テレ

ワークが始まったときは駐輪場が一瞬だけすいたんですけれども、今は本当に混んでいる

と思います。自転車を使って配達する業務をされている方もいらっしゃいますし、本当に

それはそうだなと思いますので、ぜひ僕も整備していただきたいと思います。 

○会長 自転車利用をもう少し正式に位置づけるということですね。 

○委員 自転車利用が増えたという現象もある一方で、私が感じるのは、やはりコロナ

の影響で車の利用が増えている印象を受けます。朝と夕方に個別の移動手段としての車の

利用が増えてきているので、これもどうするかというのは、また新しい課題が出てきたな

と思います。 

○会長 ありがとうございます。いろいろ皆さん観察していて偉いですね。ほかに何か

御意見ございますか。 

○委員 ごみの削減のときなどもそうでしたけれども、世田谷区は区民が割と努力し

て、先進的に取り組んできた印象があるわけですけれども、その区民の努力はきちんと評

価していただいて、その上に次の推進計画があるということをきちんと……。そうしない

と、やれやれと後ろから押すばかりだとなかなか、実質やるのは区民なので、そこのとこ

ろは意欲につながるような持っていき方をお願いしたい。それから、最近ちょっとデータ

を見ていたときに、グローバル経済といったとき、世界の経済は経済成長とともにＣＯ２

の増大は当たり前というのがこれまでの定説だったと思うのですが、ここ数年でそれがち

ょっと変わってきている。それは再エネが増えてきた中で、ちょっと違ってきているとい

うデータを見たんですね。世田谷区の中でそのあたりがどうなのかというデータが、もし

あれば……。それだけではなくて、先ほどの区民の評価につながるようなデータをぜひ見
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せていただければと思います。 

○会長 ありがとうございます。区民が参加しやすくなるというか、したくなる計画で

すね。 

○委員 この基本計画をつくるときのマインドセットみたいなところで、省エネセンタ

ーをいかにやっていただくか、これを毎日のように議論しているところです。先ほど〇〇

委員がおっしゃったように、付加価値なり何かないと、地球環境のためにやりますという

のは多分やらないんですね。これは国と同じように、計画を立ててもまた焼き直しかとな

る。やはり私の考える付加価値は、住民レベルでいくと、快適であるということに尽きる

かなと思っています。私、仕事柄、ＺＥＨで建てたんですけれども、ゼロエミッション

で、極めて快適なんですね。要はダブルスキン、トリプルガラスを入れて、床暖房、エコ

キュートを入れて、ゼロエミッションなんですけれども、極めて快適である。 

 今、ビルダーも、省エネと言うのではなくて、快適ですよという売り方をかなりしてい

ます。やっぱり世田谷区は住居がベースになってくるので、単純にこうやったらいいです

よと義務的にやっても多分やらないので、まとめ方の基本トーンとしては、住民にメリッ

トがありますよというようなトーンで、その結果、ゼロエミッションになりますというよ

うなまとめ方をされたらどうかと思います。この計画もずっと見たんですけれども、こう

やらないと駄目よねみたいな感じになっているので、少しその辺はうまく市民目線でまと

められたらいいのかなという気がしました。 

 それから、ほかの委員がおっしゃったように、どれだけやればいいのというのが単独で

ぱらぱら書いてあるので、本当にゼロエミッションにするためにはこれだけやればいいで

すよねという全体感が見えない。単独でこれをしたらいいですよねと書かれてもなかなか

やる気がしないので、まとめ方の基本的なスタイルがよく御議論されればいいかなという

感じがいたしました。 

○会長 ありがとうございます。ほかに御注文ありますか。大体言いたいと思うことは

おっしゃっていただけましたか。 

 まだ入り口で、見直すぞと言っただけでこんなにいっぱい意見が出ましたけれども、こ

れは審議会本体だけでいくんですか。前の環境基本計画のときは部会をつくられたりし

て、たしか随分丁寧に議論をしていたと思うのですが、今回は大変難しい計画だと思うん

ですけれども、実際に立案する体制はどう考えているのか、そこを教えていただけます

か。皆さん大変御関心が高いので。 
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○環境計画課長 今回の地球温暖化対策地域推進計画の改定に当たりましては、事務局

としては、コンサルタントを入れて検討していきたいと考えております。ただ、財政状況

が大変厳しい折でございますので、そういったことが可能になるかどうかは、まだ財政当

局との折衝段階でございます。それから、計画改定に当たりましては、専門的な知見につ

いて御意見をいただく、あるいは数値化を図っていく必要がございます。そういったとこ

ろでは、環境審議会の中で部会を設置していただくことは、現段階では考えておりませ

ん。専門的な立場の方に御意見を別途事務局として頂戴してくる方法を取りたいと考えて

おるところでございます。 

○会長 いずれにしろ、しっかりとした計画づくりをしていただきたいと思います。 

 ほかによろしいですか。 

 それでは、報告(2)を終わりまして、次に行きたいと思います。(3)「ＥＣＯステップせ

たがや」令和元年度の取組み結果についてでございます。 

○環境計画課長 それでは資料４、「ＥＣＯステップせたがや」令和元年度の取組み結果

について御説明いたします。 

 資料の１ページはＥＣＯステップせたがやの概要でございます。内容については割愛さ

せていただきたいと思います。 

 １枚おめくりいただきまして２ページ、２、令和元年度の取組み方針と結果でございま

す。 

 (1)はエネルギー削減の取組みです。区施設全体でのエネルギー使用量を平成21年度比

で14.2％以上削減という方針に対し、取組み結果は8.5％削減にとどまり、目標には届き

ませんでした。そのうち区長部局等は17.8％削減、小・中学校等の教育委員会分は8.3％

の増となっております。小・中学校児童生徒数・教室数の増加及び４月の低温、８月、９

月の高温の影響によるものと考えられます。 

 (2)はコピー用紙の削減でございます。事務用コピー用紙の購入枚数を令和10年度まで

に平成29年度比で５％以上削減という方針に対し、1.3％減、前年度比でも1.7％減少して

おります。エネルギー及びコピー用紙削減につきましては、少なからず新型コロナウイル

スの感染拡大に伴う各種イベントの中止や小・中学校の休校なども実績に影響しているも

のと推測いたしております。４ページに区施設全体のエネルギー使用量、コピー用紙購入

枚数の推移を記載しておりますので、後ほど御参照いただければと思います。 

 ２ページの(3)内部環境監査における事例の水平展開及び環境関連法令の遵守徹底でご



 29

ざいます。書類監査及び現場監査の結果、おおむね適切な法令遵守が確認できましたが、

産業廃棄物の保管場所の掲示がない、産業廃棄物マニフェストの不備が確認されました

が、いずれもその後、改善されております。 

 ３ページを御覧ください。今年度の取組み方針としまして、(1)区施設全体のエネルギ

ー消費量削減につきましては、21年度比15.3％以上のエネルギー削減を目指すとし、各職

場職員の省エネ行動の一層の定着、ＥＳＣＯ事業の推進。ＥＳＣＯ事業は烏山中学校で今

年度より事業開始となっております。このほか高効率照明改修などに取り組んでまいりま

す。 

 (2)コピー用紙購入枚数の削減につきましては、令和10年度までに平成29年度比で５％

以上削減するとし、本庁舎整備を見据えたモバイルワークの推進、ペーパーレス会議の実

施などに取り組んでまいります。 

 (3)第三者評価の実施及び公表につきましては、環境マネジメントシステムの透明性及

び有効性を高め、今後の改善、発展につなげるため、事務局及び各職場・施設の運用、取

組み状況について、第三者による客観的な評価を受け、これを公表することとしておりま

す。 

 説明は以上です。 

○会長 このＥＣＯステップは、主にコントロールしているのは２つの項目ですが、そ

れ以外の環境負荷についても４ページの一番最後に、水道とか廃棄物とかガソリンとか書

いてありますので、御参照いただければと思います。これについて何かコメント、あるい

は御意見、御注文とかはございますか。 

 このエネルギーはなかなか難しそうですね。あと、廃棄物がちょっと増えたりしている

のも、うーんと思うのですが、これは特別理由があるんですか。 

○環境計画課長 廃棄物の処理量の増加についてでございますが、増えている施設を見

た中では、その年度に実施する事業やイベントに左右されるため、評価が難しい部分がご

ざいます。令和元年度は、主に学校における牛乳パックの廃棄による排出量が増加してい

るところでございます。 

○会長 廃棄物廃棄量がどちらかというと趨勢的に増えているのでちょっと質問したん

ですけれども、分かりました。よく分析しないと対策が取れないので、原因はちゃんと調

べていただければと思います。 

 これについてはよろしいですか。 
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 では、この議題についてはこれまでということで、(4)の資料５－１、５－２につい

て、みどり３３推進担当部、お願いいたします。 

○みどり政策課長 それでは、みどり政策課長より「世田谷区みどりの行動計画（第１

期）」及び「生きものつながる世田谷プラン行動計画」の令和元年度実績報告について御

報告いたします。 

 資料５－１を御覧ください。１の主旨でございます。平成30年３月に策定しました世田

谷区みどりの基本計画及び世田谷区みどりの行動計画（第１期）に基づき、区が主体とな

って具体的な取組みを進めております。また、関連性の高い平成29年３月に策定しました

生きものつながる世田谷プランに基づく生きものつながる世田谷プラン行動計画と一体的

に進行を管理しておりますので、併せて実績を報告いたします。 

 恐れ入りますが、資料５－２を御覧いただけますでしょうか。こちらはみどりの行動計

画を抜粋したものでございまして、３ページをお開きください。行動計画は、５つの基本

方針に基づく真ん中の17個の取組方針、そしてその取組方針ごとに具体的な取組み内容を

定めております。これがみどりの行動計画の抜粋で、こういった取組みを進めているとこ

ろでございます。 

 再度で恐縮ですが、資料５－１にお戻りください。２の主な取組みの実績について御説

明いたします。先ほどの17個の取組み方針に基づきまして、個々の具体的な取組みを進め

ております。取りまとめ表の記載方法ですが、１つ目の※「生」と記載の欄があります

が、こちらは生きものつながる世田谷プラン行動計画における取組み番号を記載しており

ます。 

 ２つ目の※です。進捗評価を４段階で記号をつけております。それぞれ令和３年度末目

標に向けた進捗状況を評価したものですが、×につきましては、進捗に課題があるもの

や、進捗が遅れており目標への進捗が60％未満と、ちょっと厳しめな評価になっておりま

す。 

 それでは、取組み方針ごとに表を説明させていただきます。取組み方針１－１「国分寺

崖線の保全」でございます。１ページから２ページにかけて記載しておりますので御覧く

ださい。こちらにつきましては、保存樹木や特別緑地保全地区について進捗の遅れがござ

いますが、おおむね計画どおり進んでおります。 

 続きまして２ページ、取組み方針１－２「水循環の維持・増進」でございます。２ペー

ジから３ページにかけて記載しております。３項目めの湧水等を活かした緑地の整備は、
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道路事業とのスケジュールの関係で整備予定が立っておりませんが、それ以外はおおむね

順調に進んでおります。 

 続きまして３ページ、取組み方針１－３「農のみどりの継承」でございます。３ページ

から４ページを御覧ください。世田谷の農地は、食の供給をはじめとしまして、環境保

全、雨水浸透と水循環、災害時の防災空間など多様な機能を持つ区民共通の財産として保

全していくこととしております。個別の取組みはおおむね計画どおり進んでおります。 

 ４ページの１項目めに記載しております農業公園の整備・活用ですが、農業公園を整備

して様々な主体と連携して、区内の農産物を使い、親しみのあるカレーなどを作るイベン

トを実施し、農地が持つ多面的な機能の理解を進めるきっかけづくりとしまして、せたが

やカレープロジェクトの試行を行っております。４ページの下の囲みを御覧ください。昨

年度は第２回イベントを開催いたしました。サツマイモの収穫体験の後に、世田谷保健所

と連携して食育講座を実施し、収穫したサツマイモカレーの試食を行い、約30名の方に御

参加いただきました。 

 ５ページをお開きください。取組み方針１－４「社寺林・屋敷林などのみどりの保全」

です。一部進捗に遅れがございますが、ほとんど計画どおり進んでおります。 

 続きまして、６ページから８ページにかけて御覧ください。取組み方針２－１「公園緑

地の整備」でございます。公園緑地の整備につきましては、おおむね順調に進んでおりま

す。 

 恐れ入ります、８ページの白黒写真のついたところを御覧ください。新たな公園緑地の

整備ですが、グリーンインフラを取り入れた整備としまして、船橋４－３広場には、降っ

てきた雨を一時的にためて、ゆっくり雨水を浸透させるためのレインガーデンを整備し、

岡本の丘緑地では、雨水を移動させながら一時滞留や浸透させる植栽帯の緑溝を整備いた

しました。なお、岡本の丘緑地では、生物多様性に配慮し、国分寺崖線でよく見られる樹

木を植栽し、近隣施設の方々に植樹をしていただきました。 

 ８ページ、取組み方針２－２「公園緑地の管理運営」でございます。８ページから９ペ

ージにかけてでございますが、公園等改修について進捗の遅れがございますが、おおむね

順調に進んでおります。 

 ９ページの真ん中の囲みを御覧ください。公園等長寿命化改修計画に基づく改修の実施

ですが、下馬２丁目にあるこどものひろば公園は、東京１００年記念祭事業の一環で、区

内の小学生から募集した遊び場プランを基に造られた公園です。開園から５０年近く経過



 32

し、近隣小学校など区民参加による人気投票を基に、遊具のリニューアルを実施しまし

た。鶴ヶ久保公園は、昭和１３年に開園した歴史ある公園です。施設の老朽化に伴い、景

観を継承しつつ、ユニバーサルデザインに配慮したスロープの設置などを行い、改修を行

いました。 

 続きまして９ページ下段、取組み方針２－３「区民がふれあえる水辺の再生」でござい

ます。10ページにかけてでございますが、水辺を取り入れた整備についてはそれぞれ事業

推進への課題があり、計画どおり進めていないものが多くなっております。 

 続きまして、10ページを御覧ください。取組み方針３－１「民有地のみどりづくり」で

ございます。12ページにかけてでございますが、ほとんど計画どおり進んでおります。 

 13ページから14ページにつきましては、取組み方針３－２「みどりの公共・公益施設づ

くり」でございます。改築に合わせ検討していくというものもあり、評価が低いものもご

ざいますが、可能なものについては順調に進めております。 

 14ページから15ページにかけてですが、取組み方針３－３、主に道路や鉄道事業により

つくられた上部空間に緑化推進する取組みですけれども、事業進捗に合わせて進めている

ものになります。 

 15ページ、取組み方針３－４「外来種や野生生物への対応」です。生きものつながる世

田谷プランに基づく取組みになりますが、それぞれの生物などに対し、適切に対応を続け

ております。 

 15ページ、取組み方針３－５「みどりによる安全なまちづくり」でございます。17ペー

ジにかけてですが、災害時に多面的な機能を発揮するみどりについての取組みです。おお

むね順調に進んでおります。 

 17ページ、取組み方針４－１「みどりを守り育てる活動の活性化」でございます。19ペ

ージにかけてですが、ほとんどの事業が着実に推進しております。 

 19ページ、取組み方針４－２「みどりに関する情報の管理・発信」でございます。20ペ

ージにかけてでございます。調整を要するものや、やや遅れがありますが、ほとんどの事

業が着実に推進しております。 

 20ページ、取組み方針５－１「みどりに関する普及啓発」でございます。21ページにか

けてですが、フィールドミュージアムの整備は整備スケジュール見直しをしております

が、ほとんどが着実に推進しております。 

 21ページ、取組み方針５－２「みどりのために行動する人材の育成」でございます。23
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ページにかけてですが、新型コロナウイルス感染症対策のために事業中止などがございま

したが、おおむね順調に進めることができました。 

 23ページ、取組み方針５－３「みどりとともにある歴史・文化の継承」でございます。

24ページにかけてですが、ほとんどの事業が着実に推進しております。 

 長くなりましたが、以上で「世田谷区みどりの行動計画（第１期）」及び「生きものつ

ながる世田谷プラン行動計画」の令和元年度の実績の御報告を終わります。 

○会長 実績の評価はすごく大事でありますが、これについて何か質問とかコメントが

ございますか。 

 すみません、皆さんが考えている間に私からで恐縮ですが、せっかくなので、自己評価

でバツになっているところについて、なぜなのかを教えていただければと思います。１つ

は公共施設などにおけるビオトープづくりがバツになっていて、高枝切りばさみがバツで

したね。外環道上部の緑化推進もバツですが、これはうまくいかない理由がそれぞれある

んでしょうか。 

○みどり政策課長 進捗がバツというと、ゼロのような印象に見えますが、先ほど御説

明しましたとおり、進捗に課題があったり、60％未満のものをバツと評価させていただい

ております。 

○みどり３３推進担当部長 ビオトープについてお答えいたします。ある意味、定義の

ビオトープというような考え方で、学校にトンボ池を造ってというような、そういった整

備は令和元年度において行われなかったという見方でよろしいかと思っております。基本

的には、例えば公園とか、また公共施設の整備においても、植栽帯でこちらの固有の種を

用いたりとか、ちゃんと階層構造をつくって、いわゆる生物生息の場というのは毎年必ず

行ってきております。それをより限定的にビオトープと名づけて打って出るような整備

は、令和元年度については該当がなかったと御理解いただければと思います。 

○みどり政策課長 続きまして、高枝切りばさみの貸出しですが、こちらにつきまして

は、高枝切りばさみ以外の民有地の樹木の維持管理のための区民要望として、ブロアーと

かチップ機の導入を検討したんですが、やはり安全面から導入を見送ったということで、

高枝切りばさみ以上の貸出しが拡充できていないということでバツになっております。 

 ３点目の外環道上部の緑化促進でございますが、こちらは東名ジャンクション（仮称）

の緑化推進ということですけれども、まちづくりのほうが少し時間がかかっているという

ことで、そのまちづくりの動きに合わせまして上部利用の緑化を推進していきたいと考え
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ております。 

○会長 そうしますと、高枝切りばさみについては安全面の配慮でまだ拡充していない

ということと、あとの２つは、たまたままだ対象がないだけということですね。特にトラ

ブっているということではない、あるいは予算がないということでもないと。分かりまし

た。 

 ほかに何かございますか。 

○委員 15ページで、「外来種や野生生物への対応」に「ハチとの共生の普及啓発」と書

いてあるんですが、このハチは恐らくミツバチを指していると思うんですが、保健所では

どういう対応をしていらっしゃるんでしょうか。 

 実は昨年、２度ほどハチに巣を作られまして、１回目は分蜂で、数日で飛び去りまし

た。２回目は、ハチが飛んでいるとは思っていたんですが、花が咲いていたので、蜜を集

めているのだろうという感覚で見ておりましたものですから、巣が大変大きくなってしま

いまして、御近所からハチが飛んでいますと言われ、保健所に連絡をしたんですが、ミツ

バチは対象外というような御返事で、仕方なく業者に依頼して駆除する形になったんで

す。そのとき私は、養蜂家のような方を存じ上げていれば、そのままごっそり、生きたま

ま巣ごと取り除いていただけたのではないかと思ったんですけれども、ただ、そういうと

ころにどう連絡をしていいのか分からなくて、駆除することになったんですが、この共生

というのはどういうふうに考えていらっしゃるのか。 

○みどり政策課長 今、委員がおっしゃられたとおり、こちらの事業につきましては、

保健所で実施して進行管理をしております。ハチとの共生の普及啓発ということですが、

共生していくために、ハチの生態や習性に関する正しい知識を皆さんに習得していただき

たいということから、区民向けの普及啓発の講習会を保健所で開催しております。令和元

年度につきましては、講習会を２回開催しております。そういったことで区民の皆さんに

ハチの知識を知っていただくということを実施しております。 

○会長 すみません、御質問は、講習会で例えばどういうことを教えていて、ミツバチ

の場合はどうしろと言っているのかということだと思います。 

○環境保全課長 環境保全課に問合せがたまにあるので、専門の部署ではないんです

が、お答えさせていただきたいと思います。いわゆる害虫として、駆除対象としてのハチ

と、いわゆる蜜を集めるためのハチとは、明確に区分をして対応しているところでござい

ます。害虫駆除に関しては、それが発見されて御相談いただいたら、委託業者なのか、す
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みません、はっきりしたことは分からないですが、保健所のほうで状況を確認して除去す

るようにしております。 

 今御質問があったのは、養蜂されているようなセイヨウミツバチとか、そういったもの

のお話だと思うのですけれども、基本的に刺すとかそういったことではなく、このプラン

の中では、共に生きていく、人と共に虫が生きていく環境づくりなどについての講習会だ

と思います。お答えになっているかどうか分かりませんが、以上でございます。 

○会長 今、担当の保健所とかはいらっしゃらないようなので、しようがないとは思う

んですが、資料６でこの行動計画の改定があると思うので、そういう中では、今みたいな

ことがどう対処できるのかを少し掘り込んだほうがいいかもしれませんね。現行の計画を

見ると事実上何も書いていないけれども、進行管理では出てくる状況になっていますの

で、少し分かりにくいのかなという気はいたします。 

○みどり３３推進担当部長 ありがとうございます。15ページの取組み方針からいいま

すと、３－１－２の「ハチとの共生の普及啓発」は、例えばスズメバチとかアシナガバチ

のような生活被害を伴う害虫ということで、キイロスズメバチやコガタスズメバチ、アシ

ナガバチといった本当に刺されると被害が大きいハチについては、たしか保健所のほうで

撤去もしていると思います。我々公共施設を管理する立場としても、そういった危ないハ

チが巣を作っているときは、公園の中であっても、自分たちで頑張ってやることもありま

すし、業者に委託してやっていただくこともありますけれども、それは積極的に取ってい

ます。 

 どちらかというと、このハチとの共生というのは、先ほど担当課長からも説明させてい

ただいた、いわゆるミツバチ、ニホンミツバチとか、セイヨウミツバチといった、接し方

によっては人間と環境の中で共生も可能であろうと思われるものについての言及だと思い

ます。先ほどパンフレット等で御案内していると説明させていただきましたけれども、会

長からもお話があったように、次期計画の中でもう少し分かりやすく書いていければと思

っております。 

○会長 ミツバチもかわいいですけれども、巨大なハチの巣になってしまうと、かわい

いと言っていられない場合もあるのかもしれませんね。また考えていきたいと思います。 

 ほかに御意見とか御質問はございますか。 

 では、これはやったことの点検ですが、そういうことも踏まえて次期行動計画がつくら

れるようですので、資料６の説明をお願いいたします。 
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○みどり政策課長 続きまして、世田谷区みどりの行動計画・生きものつながる世田谷

プラン行動計画令和４年度以降の策定について御報告いたします。 

 両計画は令和３年度で計画期間が完了しますことから、次期行動計画の策定作業を、今

後、下記のとおり進めてまいりますという御報告でございます。 

 記書きの１でございますが、次期行動計画の考え方です。(1)背景としましては、記載

のとおりでございますが、①みどりの資源調査というものを、来年度、令和３年度に実施

する予定でございます。この調査結果を踏まえた検討をするためには、その調査結果を分

析する期間を考慮しますと令和５年度以降の策定となること。また、②としまして、世田

谷区全体の実施計画がありまして、こちらと整合させる必要がある。また③として、新型

コロナウイルス感染症拡大に伴う情勢を踏まえた事業見直し、こういったものに対応させ

る必要があると考えております。 

 以上のことから、(2)内容につきましては記載のとおりで、令和３年度で終了します

が、①計画期間は令和４年度から５年度までとしたいと考えております。２年度の調整計

画というような位置づけになることから、②原則として現行計画の取組みを継続してまい

ります。ただ、評価におきましては、目標達成の状況とか見直しがされたものは修正を行

ってまいります。また、③目標は、現計画の目標達成状況を考察し設定してまいります。

④と⑤につきましては記載のとおりでございます。先ほど御意見をいただきましたとお

り、具体的でないもので書き込めるものにつきましては、目標等を修正していきたいと考

えております。 

 ２、検討体制ですが、庁内の検討組織で検討作業を行ってまいりますが、検討に当たり

ましては、本審議会の御意見をいただきながら進めていきたいと考えております。 

 ３、区民参加ですが、素案策定後に意見募集を行ってまいります。 

 最後に４のスケジュールですが、この審議会に御報告の後、素案の作成に着手しまし

て、令和３年８月、素案の策定、区民意見募集、12月に案の策定、令和４年３月に計画策

定で進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○会長 行動計画というのは恐らく区の政策に関わる計画だと思うのですけれども、一

応２年のつなぎの計画みたいなものの後、令和６年からまた次の本格的な計画をつくると

いうことのようでございます。これはまた審議会で見ていただくことになると思いますの

で、そういう仕事が来るということで御承知おきいただければいいかと思います。よろし
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ゅうございますか。 

 それでは、少し遅れましたけれども、一応全部の議題が終わりましたので、事務局に戻

したいと思います。そのほかの事務連絡等ございましたら、よろしくお願いします。 

○環境計画課長 それでは、事務連絡ということで、御説明をさせていただきたいと思

います。 

 お手元に配付させていただいた資料が２つございます。１つは「環境エネルギー・ラボ

2020ｉｎせたがや」のチラシでございます。１０月３１日、１１月１日の２日間、環境と

エネルギーについて、子どもたちに学びの場を提供するということで、今年度で４回目と

なる環境ワークショップでございます。今年度は、新型コロナの感染状況に鑑み、オンラ

インのワークショップという形で実施をいたしました。実施に当たりましては、本環境審

議会の委員でもございます〇〇大学の〇〇先生、また、〇〇委員の株式会社〇〇様に大変

お世話になりました。この場を借りてお礼申し上げます。どうもありがとうございまし

た。 

 また、環境エネルギー・ラボの一環といたしまして、緑色のチラシ「子ども環境教育フ

ォーラム」を１０月３１日に開催いたしました。これは主には世田谷区、川崎市の教職員

を対象としたものでございます。教育関係者対象の内容としておりまして、基調講演には

「ＳＤＧｓと学校教育」ということで、〇〇大学の〇〇先生に御講義いただいておりま

す。そのほか、ＳＤＧｓ教育教材の事例発表、パネルディスカッションとして「ＳＤＧｓ

／ＥＳＤ教育推進のため、学校として今、できること」というテーマでディスカッション

をいただいております。 

 加えてあともう１点、当審議会の次回の日程でございます。来年１月２６日火曜日、午

後３時から５時まで、場所は区役所第１庁舎５階の庁議室で開催させていただきたいと思

います。御予定のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○会長 次回の日程まで来ました。ありがとうございます。 

 それではこれで令和２年第３回環境審議会を閉会としたいと思います。 

○環境政策部長 御審議、どうもありがとうございました。滞りなく審議会の議事を終

えることができました。改めて感謝申し上げます。 

午後０時14分閉会 


