
1 

 

会  議  録 

会 議 の 名 称 令和４年度第１回東村山市環境審議会 

開 催 日 時 令和４年８月１７日（水）午後２時～午後４時 

開 催 場 所 オンライン・秋水園リサイクルセンター３階研修室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）  森川 靖  会長、清水 淳  委員 

上村 麻弓 委員、矢部 裕之 委員 

友保 邦弘 委員、田口 親子 委員 

高野 哲  委員、三浦 周一郎 委員 

野口 知義 委員、大石 好伸 委員 

（市事務局）  清水 信幸 環境資源循環部部長 

肥沼 卓磨 環境資源循環部次長 

        倉持 敦子 環境保全課長 

渡邉  広 環境保全課主査 

宮田 利澄 環境保全課主任 

（オブザーバー）渡部 尚 市長 

        株式会社建設技術研究所 

●欠席者： 

（委  員）  小田 耕一 委員、増田 勝義 委員 

 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不可

の場合は

その理由 

 

 傍聴者数 １名 

会 議 次 第 

 

１ 開会 

２ 市長挨拶 

３ 報告 

  ・東村山市エネルギービジョン基礎調査報告について 

４ 議事 

  ・東村山市エネルギービジョン骨子案について 

５ 閉会 

 

問 合 せ 先 

環境資源循環部 環境保全課 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線３４８１） 

ファックス番号 ０４２－３９１－５８４７ 
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会  議  経  過  

１ 開会 

 

２ 市長挨拶 

・会議の公開についての確認 

【傍聴者入場】 

 

３ 報告 

・東村山市エネルギービジョン基礎調査報告について 

 

○委員 

それでは、報告事項の説明をお願いします。 

 

〇事務局 

（東村山市エネルギービジョン策定基礎調査報告書について説明を行った。） 

 

○委員 

ありがとうございました。委員の皆様、質問等ございますか。なしということでよろしいで

しょうか。では次に進みます。 

 

４ 議事 

・東村山市エネルギービジョン骨子案について 

○委員 

エネルギービジョン骨子案について、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

（資料１「令和４年度東村山市エネルギービジョン策定等スケジュール」、資料２「東村山

市エネルギービジョン（骨子案）」について説明を行った。） 

 

○委員 

ご説明ありがとうございました。どこの部分でも結構ですので、質問、ご意見があればお願

いします。 

 

〇委員 

２点ほど、質問あるいは感想として述べさせていただきます。 

骨子案の３４頁、アクションプランの中で「環境負荷の少ない自動車利用の促進」がありま

して、書いてあることはごもっともだと思いますが、電気自動車とか燃料電池自動車、プラグ

インハイブリッド車もそうですが、環境には良いのですけど価格が非常に高い。あと、充電ス

テーションや水素ステーションにしてもほとんどないです。値段は高い、補給するところはな

いでは、もちろん車のメーカーとの問題もあると思いますが、どのようにして普及促進してい

けばよいのだろうかと考えます。 

次に、３８頁の取組分野６、６-１の②「環境教育・環境学習の充実」ですが、これももっ

ともで、やはり小さいうちからこういったことを学校等で進めていって、感覚として身に付け

て、そういう子たちで大きくなっていければいいなと思っています。小中学校や、高校におい

てもそういうことを進めてもよいかと思います。実際に総合的学習などでＳＤＧｓを扱ってい

るところは結構多いと思いますが、もっと広く進めて充実したらいいなと思います。 

それから、市民に関しては、インターネット、広報紙もあるのですけれども、見学会など現
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場を見る機会があると、参加した人は感じるものがあるのではないかと思っておりまして、夏

休みに日の出町の最終処分場の見学会の募集があって、私は外れてしまったのですが、そうい

った現場を見ることも一つの機会なのかなと思いました。 

 

○事務局 

３４頁の交通部門に関して、ＥＶ等の普及促進については、現在、国や東京都が補助メニュ

ーを充実させているところですので、市としてはそういった情報の提供を積極的に行っていき

たいと考えております。 

また、充電場所の少なさはおっしゃるとおりであると思いますので、市公共施設において設

置可能な場所を検討しながら提供していくことが必要なのかなと考えております。 

３８頁の環境学習等の関係ですが、現在、なかなか手が付けられていないところでもありま

すので、小学校、中学校、また、大人である市民向けにも行っていく必要があると考えており

ますので、内容につきましては検討させていただきたいと思います。 

また、見学会について、委員のおっしゃった日の出町の最終処分場の見学会は東京たま広域

資源循環組合が実施しているものかと思いますが、実際に見て聞いて感じることは大きいなと

思っておりますので、こういう場も含めて積極的に機会を設けていきたいと考えております。 

 

○委員 

「環境教育・環境学習の充実」について、市の教育委員会では、こういった環境教育の推進

についての考え方はないのでしょうか。縦割り行政の弊害については以前から話をしています

が、そういうところと連携して、もう少し具体的に記載していただきたいと思います。教育委

員会は別組織ではありますが、計画に盛り込んでもよいのではないでしょうか。 

 

〇委員 

一般的に、人が意欲的に自分事として考えられるようになるために必要なことは２つあると

思います。１つは、その問題に対して解決までの方法がわかるか。それから、頑張ればある程

度手が届く目標かどうかということです。２７頁の温室効果ガス排出量削減目標についてです

が、２０３０年までに（２０１３年度比で）５２．９％削減ということですが、私から見ると、

頑張れば手の届く目標ということではないように思えます。もちろん、様々な資料の積み上げ

によって示された数値かとは思うのですが、あまりにも高い目標だと、それを見たときに意欲

が湧かなくなってしまうのではないかと考えます。 

他自治体のようにインセンティブを持たせるなど、市民にいかに関心をもっていただき行動

変容を促すかが重要と感じます。 

 

○委員 

 ２７ページ図１８のグラフの省略波線は必要ないと思われます。また、２５ページ中ほどの

取組方針の③の文の最後が「～環境づくりに貢献します」とありますが、貢献はアウトプット

なので文章として違和感があります。 

 

○事務局 

 ご指摘の部分を修正します。 

 

○委員 

東村山市の行動を我々は検討するわけですね。この中で高い目標を作っていますが、現状す

う勢分と電力排出係数分、そして追加対策分で１０万ｔのＣＯ２を削減するわけです。この中

で東村山が自主的にやらなければいけないことはどのぐらいあるのですか。 

 

○事務局 

現状すう勢は人口減などの社会の動きによって変動します。また、電力排出係数は市内家庭
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などで太陽光発電が増えていけば減少していく側面もありますが、やはり国のエネルギー政策

に影響を受ける部分が大きいと考えます。この中では追加対策分が、市が行う施策との関連が

大きい部分でありますが、国の取組と連動して実施する部分もあるので、はっきりとここから

ここまでと切り分けるのは難しいと考えます。 

 

○委員 

影響していると言っても、さっき言われた啓発事業の教育はしていないわけでしょう？ 

 

○事務局 

現在のところ、なかなか出来ていないのが実情です。 

 

○委員 

なかなか出来ていないというのはしていないということ。一事が万事そういうことだとした

ら、ゼロから皆さんがやるべきことをどうやって展開するのかという、そこを考えて、そうい

うことを前提条件にしないと８年なんかすぐ経ちます。削減はできているでしょう。でも、自

分たちがやったアクションプランに伴って減っているということが如実にわからないですよ。

パブリックコメントをいただきますけど、８年間の間に何をするのかということが書いてあっ

ても、興味のある人は意見を言ってくれると思いますが、前半と後半とか、要するに検証する

ための仕組みを出していかないと、ただこれをやりますよとか、やっていないじゃないですか

と言われたらおしまいでしょう。やれるところというのを市の方で点検しないと駄目だと思い

ます。 

 

○事務局 

ありがとうございます。本日の会議資料の中では記載していませんが、第２回会議資料の中

で、計画の進捗管理についても記載したいと考えます。環境基本計画と同様に、各事業につい

てどの部分が進んでいて、どの部分が遅れているということを明らかにしながら、取り組んで

いくことが必要と考えています。 

 

○委員 

できているかできていないかという、ああいう評価だって一緒でしょう。 

 

○事務局 

補足ですが、第２回の会議の際にアクションプランのロードマップを示させていただきます

ので、何年度にはどういうことに取り組むという形でお示しできたらと考えております。 

 

○委員 

加えて、ＰＤＣＡサイクルをどこかに入れ、実現していくためにはこの計画があって、こう

いうふうにしていくんだということを入れたほうがわかりやすいのではないですか。そうすれ

ば、今ご質問があったようなことが、どこでどう止まっているのかがクリアになるので、ぜひ

そういう仕組みをどこかに入れていただきたい。それでよろしいですか。 

ほかに何かございますか。 

 

○委員 

６頁にある、国の「脱炭素先行地域」に、市が手を挙げる予定はあるのでしょうか。 

また、電力排出係数による削減量については国の政策による部分が大きいということです

が、２０３０年なり２０５０年時点での計画については国の数値を信用するというような方向

でよいのでしょうか。例えば、市民が再生エネ電力を契約している場合と、そうではない場合

で結果が違ってきますが、その契約数の割合を加味して、東村山市の削減量を算出する予定は

あるのでしょうか。 
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それから、３７頁の緑地の保全について、点在しているよりもまとまったみどりの方が気温

を下げる効果が大きいかと思いますが、温暖化対策という戦略の観点からみどりを保全してい

くという捉え方をしているのか、他分野と横断的に考えていくような取組を考えているのでし

ょうか。 

最後に、３２頁の省エネ対策について、ＺＥＨ住宅などの取組については、国全体としてみ

れば２０５０年までには建て替えが進んでいくので、環境に配慮した住宅や車両は必然的に増

えていくことが予想されますが、東村山市が先行してアピールできるような、市内の事業者と

連携するといったような象徴になるような取組を入れられないのでしょうか。 

 

○事務局 

４点いただきまして、１点目からご説明します。まず、脱炭素先行地域については、現時点

では応募を考えておりません。先行地域の応募要件として、民生家庭部門・民生業務部門の電

力使用による温室効果ガス排出量をゼロにするというものがありますが、これが非常に高いハ

ードルと認識しています。既に国による第１次選考が終了しており、様々な地域のアイデアが

示されていますが、市としてはまずエネルギービジョンの策定により脱炭素ロードマップを描

く中で、具体的な取組を検討していく上で必要と判断した場合には手を挙げることもあろうか

とは思いますが、現段階では予定はないとお答えさせていただきます。 

２点目です。電力排出係数による削減量推計は、国のエネルギー基本計画や温暖化対策計画

で示されたものを資料としております。国際的なエネルギー情勢が不安定になっているような

状況ではありますが、客観的に根拠として採用できる資料はこれ以外になく、国による見直し

に応じて対応していきたいと考えます。また、市内の再エネ電力契約の状況についてですが、

現時点では実数を捉える手段はありません。例えば、市がアンケートにより大まかな数を推計

するというような方法も考えられますが、国でも、このような温室効果ガス排出量の統計のも

とになる情報は整備を検討していく方向で考えていただいているようですので。将来的にはも

しかしたら実数を把握できるようになるかもしれません。 

３点目の緑地の保全について、吸収量算出の考え方についてですが、光合成により木の内部

に蓄積される炭素量を木の成長具合や係数などから推計するので、統計上で見れば、まとまっ

ていてもそうでなくても吸収量という視点では変わりないということになります。 

４点目のＺＥＨなどについては、委員のおっしゃるとおり、住宅の建て替えによる入れ替わ

りによって必然的に普及していく面があると思います。市が先行してアピールするような取組

は、例えば市内の事業者さんと取組を進めていく中で生まれてくるものがあればぜひ検討した

いと考えております。 

 

○事務局 

補足ですが、先ほどの緑化の話については、みどりと公園課が担当して進めておりますが、

計画目標としては現状維持というのが環境基本計画の目標になっております。市としては、ど

ちらかというとみどりが減っていくのを抑えるのが限界といった状況で、そのために予算を投

じてみどりの保全に取り組んでいます。まずは市内のみどりを減らさない方向で取り組むこと

で、結果としてそれが吸収源になるというように考えております。 

 

○委員 

ありがとうございました。 

 

○委員 

まず、温室効果ガスの削減目標については、かなりハードルが高いと私は認識しています。

先ほど他の委員からは、ある程度現実的な目標をというご意見もあったのですが、私はむしろ

これを達成しないと次世代に良い東村山を引き継ぐことができないと考えますので、何として

もやっていくべきではないかと考えています。ただ、やはり先ほどの数字の説明があくまでポ

テンシャルということになりますので、目標達成に向けては大きな努力を要する。おそらく市
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だけでは一筋縄でできるような話ではないと考えます。 

その点で考えたのが２つありまして、１つ目は、公的な組織あるいはＮＰＯであってもいい

のですが、市内で再生可能エネルギーによる発電施設を導入することができないかという点で

す。そのぐらいの意気込みを見せないと、やはり全市的に広がっていかないのではないかと考

えました。官民の共同出資という形ももちろんあると思いますが、できるだけ市民団体を巻き

込んでいくことも考えていいのではないかと考えます。小平市では、こだいらソーラーという

ＮＰＯがありまして、それが東村山になじむかという問題もありますが、そのような事例も参

考に独自の発電所を考え始めていいのではないかと思いました。 

２つ目は、この議論をできるだけ若い世代の意見を聞いていくような形でできないかなと思

います。今の２０代３０代は世代間の不公平感、我々は先の世代の割を食っているという感覚

がすごく強いところがあります。環境やエネルギー問題には、すべての若い人が関心を持って

いるわけではないかもしれませんが、真剣に考えて、実際に行動を起こしている人もいること

を考えると、そういった人たちを取り込んで意見を聞きながら、自分たちでもこんなことがで

きるということを考えてもらって、一緒に取り組んでいくスキームができないかなと思いまし

た。 

３つ目で、住宅関係でＺＥＨなどの話題が出ているのですが、新築住宅だけでなく、既存住

宅にも着目し、断熱化や開口部の改修にも省エネ効果がありますので、そういったところから

省エネの輪が広がっていくとよいのではないでしょうか。ちょっと調べたのですが、市の住宅

修改築補助制度がありまして、一定の補助額を支給するようになっているのですけど、省エネ

特別枠のような形で補助額を増加することもよいのではないかと思いました。 

４つ目に、緑地の関係で、ＣО２吸収分の寄与率があまり高くないことが先ほどのデータで

よくわかったのですが、やはりみどりを守っていくというムーブメントをつくっていくことが

すごく大事だと考えます。ご存知の方も多いと思いますが、東村山市では令和４年度７月から

公園の指定管理制度が始まりまして、公園の維持管理だけではなく、小さい公園を造り替えて

いこうとか、住民の声を聞きながらコミュニティ再生につなげていこうという動きがありま

す。その中で、住民の意見を聴きながら、省エネや環境保全に役立つような公園づくりができ

ないでしょうか。そういった議論を始めてもいいのではないかと思いました。 

最後に、東村山市だけではどうしても再生可能エネルギーが充足しないという話ですが、こ

れまでに同様の話をしたのですが、姉妹都市だけでなく、再生可能エネルギーを大量に供給で

きる都市と提携していくことが非常に重要と考えます。ただエネルギーを調達するだけではな

くて、災害発生時に協力体制をとったり、人的な交流を進めたり等、やり方はいろいろあると

思いますが、そういうことも考えつつ計画を実施することが大事だと思いました。それに関連

して、風力発電だけではないと思うのですが、例えば市が風力発電に出資して、出資した分に

ついて再生可能エネルギーの発電量としてカウントできるみたいな、そんな制度もあるといい

と考えました。それは実現が難しいかもしれません。以上です。 

 

○事務局 

一点目の温室効果ガス削減目標については、いわゆるバックキャストの考え方によって策定

したもので、２０５０年カーボンニュートラルを実現するために必要とされる取組の削減効果

を積み上げて２０３０年目標を設定しています。実際のところ、目標達成は非常に困難なもの

だとは思いますが、２０５０年カーボンニュートラルはパリ協定の１．５℃目標を達成するた

めに必要とされるもので、出来るのか出来ないのかというより、達成に少しでも近づけるため

にあらゆる努力をする性質のものだと認識しています。ぜひやれることから手を着けながら進

めていきたいと考えます。 

次に、市内に発電設備をというご意見ですが、新たな用地を確保するというところから始ま

ってしまいますが、例えば公共施設の屋根貸しや遠隔地の活用といった考え方もありますの

で、先行している自治体の例も参考にして、実現可能な方法により進めていきたいと考えてお

ります。 

次に、若い世代も巻き込みながら進めていくというところでは、ご指摘のとおり幅広いステ
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ークホルダーとともに進めていくということがまさに重要と思っています。手法は様々にある

と思いますが、まず関心のある方から広げていきながら、あまり興味を持ってもらえていない

ような層にも広げていければと思います。 

次に、既存住宅の改修の関係ですが、ご指摘の住宅修改築補助制度（産業振興課が実施）の

ほか、環境保全課では、太陽光発電システムや省エネルギー機器設置費の補助事業も実施して

います。補助事業の在り方も現状のままでなく、ご指摘の既存住宅の改修といった視点も課題

として捉えながら見直しを検討していきたいと考えます。 

みどりによる二酸化炭素吸収の関係では、担当のみどりと公園課とも情報共有しながら、ど

ういったことをやっていけるか考えていく必要があると考えます。 

また、地域連携による再エネ調達については、計画書の中に記載をしていますが、お互いに

メリットがある関係を構築できるかという点が重要と考えます。再エネ電力の供給を受けるの

と合わせて、例えば、その発電設備を見学するといった方法で地域交流されている事例もあり

ますので、参考にしながら進めていきたいと考えております。 

 

○委員 

よろしいでしょうか。ほかにご質問はございますか。 

 

○委員 

２７頁の図５ですが、２０１３年度実績と２０１９年度までの削減量が記載されています

が、削減理由の分析はできているのでしょうか。もしそういったことが分かっていれば、今後

もその方向の取組を進めるといった方策がとれるのではないかと思っております。この６年間

で１６．４％削減ということなので、難しい部分はあろうかと思いますが、この辺はどういっ

た理由で削減できたのかということがわかればと思い、お話をさせていただきました。 

 

○事務局 

削減されてきた理由としては、先ほどもお話がありました住宅の建て替えやまた省エネ家電

への買い替えなどにより、省エネが進んでいることが考えられます。使用エネルギー量の削減

により温室効果ガスが削減されているという分析です。 

 

○委員 

今のご質問は、２０１９年までに１６．４％削減が進んだ実績について、具体的にどんな事

をやったから１６．４％削減されたかということが分かると、それを参考にすれば、今後の行

動を起こせるのではないかという質問だと思います。そのあたりを分かりやすく算出の根拠を

書いてもらえると分かりやすいのではないかということかと思いますがいかがでしょうか。 

 

〇委員 

ありがとうございます。なかなか難しい部分があるかと思いますが、何かしら根拠のような

ものがあれば、これを今後もやっていけばいいんだよね、となるのではないかと思いまして。 

 

○株式会社建設技術研究所 

温室効果ガス排出量算出の基となる人口や業務部門の延床面積等といったものが、どの程度

減っていったのか増えていったのか、また各部門別のエネルギー消費量が減ったのか増えたの

か、延床面積当たりのエネルギー消費量が減っていましたら省エネが進んでいるといった分析

は行っております。 

 

○委員 

この１６．４％という数値を具体的に出したのは推計値でも何でもないはずですよね。２０

１９年度までに削減された１６．４％の内訳がこうなのだとわかるほうがいいのではないかと

いう質問だと思うのです。それが具体的に書かれていると、これをもっとやっていけばいいの



8 

 

ではないかとつながるということだと思うのです。だから、この部分を具体的に出せるかどう

かという質問です。 

 

○事務局 

資料の９頁で温室効果ガスの排出量の部門別推移を記載しています。それぞれの活動量はま

ちまちですが、この部門別で見ていくと、例えば家庭部門は２０１３年度をピークに減少して

いるといった実態の把握はしていただけるかと思います。また１０頁では、２０１３年度と２

０１９年度のみではありますが、部門別の排出割合を見ていただけるよう記載しています。 

 

○委員 

例えば民生の家庭部門で、このように減ってきているのだけど、これがなぜ減ったのかとい

うことが分かれば、具体的に行動に移すことができると思います。各部門で具体的にこういう

ことをやったからという例示を出してくれれば次の行動に移しやすいと思いますが、その辺は

どうでしょうか。 

 

○事務局 

おっしゃることは理解しましたが、この排出量推計はオール東京６２市町村共同事業によっ

て算定された結果をもとにお示ししているもので、年度ごとの実績や増減傾向といったものは

あるのですが、具体的にどういう取組をしたということまではお示しできるものはないかもし

れません。令和３年度に公表した基礎調査報告書のなかで示しているものがありますので、そ

ちらを整理して記載できるものがあれば組み込みたいとは思います。 

 

○委員 

例示的で構わないので、具体的なものがどこかに記載があるとよいと思います。例えば、「こ

ういうことで努力した結果が数値に表れています」とか、あとは推計のプロセスでもいいから、

わかるようにしておく。一番いいのは具体的なものがあればなおよい。それは検討してくださ

い。 

 

○事務局 

承知しました。 

 

〇委員 

 ３０頁の取組分野１の現状と課題、上から４つ目で「環境にやさしい地域づくり」と書かれ

ているが、具体的に何を意味しているのでしょうか。本来的な意味は「人に」やさしいという

ことですので、表現を検討すべきと考えます。それと、行政内部での連携についても明確にす

る必要があると考えます。 

 

〇事務局 

 表現の修正の件は承知しました。また、本ビジョンは庁内で意見調整の上作成したものです

が、連携体制についてもビジョンに記載したいと思います。 

 

○委員 

再生可能エネルギーへ投資できるような公的なファンドのようなものが市内にあると、幅広

い人のアイデアが生かしていけるのではないでしょうか。 

それともう１つ、先ほどちょっと言葉が足りなかったのですが、みどりの保全について、以

前ごみの関係で剪定枝を堆肥化するという案がありましたが、それはなしになって、今は焼却

していると思いますが、剪定枝を燃料にしたコージェネレーションはできないでしょうか。公

園の指定管理の話がありましたが、市内の公園全部のみどりを管理する中で出た剪定枝をコー

ジェネレーションの燃料に使うことができれば１つのエネルギー源になるのではないかと思



9 

 

います。 

 

○委員 

今の剪定枝のバイオマス利用の関係ですが、東村山市では、はっきり言って量的に無理です。

理由として、私は千葉県のいすみ市とか、山林が９割を占める山形県の小国町でバイオマス利

用のシステムをいろいろ検討したことがあるのですが、それよりも木が少ない東村山市のよう

な土地は圧倒的にバイオマス発電には向かない。そういうことではなくて、緑の保全は、やは

り別の視点をもってしっかりやっていかなければならないものだと思います。 

 

ほかに意見ございますか。なければこれで事務局のお返しします。 

 

５ 閉会 

 

○事務局 

 皆さん、本日はありがとうございました。次回は１０月を予定しておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 


