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東村山市エネルギービジョン（案）及び東村山市ゼロカーボンシティ宣言（案）に関する意見募集（パブリックコメント）の実施結果 

１．案件名 ・東村山市エネルギービジョン（案） 

・東村山市ゼロカーボンシティ宣言（案） 

２．担当所管 (１)名称 環境資源循環部環境保全課 

(２)電話番号 042－393－5111(代表) 内線3481、3482 

３．概要 (１)意見募集期間 令和４年1２月1日(木曜)から令和４年12月２０日(火曜)まで 

(２)周知方法 市ホームページ、市報ひがしむらやま令和４年1２月1日号、環境資源循環部公式ツイッタ

ー、資料・回収箱設置場所へのポスター掲示 

(３)資料・回収箱の設置場所 環境保全課窓口（東村山市秋水園）、市役所情報コーナー（本庁舎１階）、いきいきプラザ総

合相談窓口（いきいきプラザ１階）、ワンズタワー２階サンパルネ内地域サービス窓口、各公

民館、中央図書館、富士見図書館、ふるさと歴史館、市民スポーツセンター、各ふれあいセ

ンター、青葉地域センター、美住リサイクルショップ、社会福祉センター、子育て総合支援セ

ンター「ころころの森」 

４．ご意見をお寄せいただいた人数 ・東村山市エネルギービジョン（案）： ８名 

・東村山市ゼロカーボンシティ宣言（案）：１名 

５．お寄せいただいたご意見の数 ・東村山市エネルギービジョン（案）： ３５件 

・東村山市ゼロカーボンシティ宣言（案）：２件 

６．お寄せいただいたご意見の内容と市の考え方 別紙のとおり。 

お寄せいただいたご意見は、明らかな誤字・脱字等の修正等を除き、可能な限り原文のまま掲載しています。 

 



東村山市エネルギービジョン（案）に関するご意見

No. ご意見 考え方

1

　本計画が野心的であることは非常に評価すべきことでありますが、これを内外に宣言すべく、
是非、ゼロカーボンシティ宣言や、脱炭素先行地域申請（令和５年２月募集予定）などを実施し
て頂き、PRとともに実現へ向けた責任の明示をしていただきますと、弊会が提唱してきたゼロ
カーボンシティ宣言に合致するものと考えます。

　ゼロカーボンシティ宣言につきましては、「東村山市エネルギービジョン（案）」と合わせてパブ
リックコメントを実施しており、お寄せいただいたご意見を参考に策定を進め、令和4（2022）
年度中には宣言を行う予定です。
　また、脱炭素先行地域につきましては、本計画（案）に基づく取組を進める中で、必要に応じて
検討してまいりたいと考えています。

2

全体として
　この計画は「エネルギービジョン」となっているが、内容は地球温暖化対策が中心となってい
る。現在、冬や夏の電力ひっ迫が叫ばれ原油価格の高騰によりガス代や電気代が大幅に上がっ
ている。こうした中で、自治体は市民が安心して安定的にエネルギーを使えるようにビジョンを
考えるべきと思う。
　その方法は地産地消が基本であり、バイオ発電、太陽光発電などであり、具体的方策はこの計
画案の内容と同じである。エネルギー供給ビジョンを進める過程で地球温暖化対策にも貢献す
ると考える。
　表題どおりに本来のエネルギービジョンとしての論理を明確にし、その上で地球温暖化対策
として貢献するという論理にするべきである。

　本計画（案）の策定背景は2ページの「１　策定の趣旨」に記載しているとおりですが、世界的な
脱炭素化の流れを受け、令和３（２０２１）年５月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」の改
正案が成立し、また令和３（２０２１）年１０月には、温室効果ガス排出量を「2030年度において
2013年度比で46％削減し、さらに50％削減の高みに向けて挑戦すること」を目標とする地
球温暖化対策計画が閣議決定されたこと等があげられます。これを受け、東村山市においても
地域としての貢献が強く求められることから、CO2排出の大きな原因となっているエネルギー
に着目し、計画名称を「東村山市エネルギービジョン」として、東村山市における脱炭素社会実
現に向けた目指すべきエネルギー社会の将来像を描くとともに、再生可能エネルギーの利活用
や省エネルギー対策の推進等といったアクションプランを示すものとして、本計画（案）を策定
しました。
　また３ページの「３　位置づけ」で記載しているとおり、本計画（案）は、「地球温暖化対策の推
進に関する法律」に基づき自治体に策定が求められている、地球温暖化対策実行計画の区域施
策編としての役割を果たすものとして位置付けて策定しております。
　いただきましたご意見の趣旨は非常に重要なものと認識しておりますが、本計画（案）は上記
趣旨に沿って策定して記載事項を構築しているため、内容については現状のとおりとさせてい
ただきます。

3
　方策に具体性がない。取り組みの方向性は出ているが、具体的にこれをどのように実施し、そ
の見通しはこの程度であり、さらに工夫と改善を重ねるといった分かりやすい内容がないと本
当にどこまで実行されるのか予想がつかない。

　本計画（案）における具体的な取組については、３５ページ以降の「第５章　アクションプラン」
に記載しているとおりです。アクションプランでは取組分野ごとのロードマップを策定してお
り、本計画（案）にもとづいた取組を進めてまいりたいと考えています。

4
　今の日本の現状からエネルギーと食料の自給率向上は自治体にとっても重要な課題である。
東村山市にはこれらの課題に取り組める可能性があり、早急に取り組むことで他市とは違う先
進性を発揮できるのではないか。

　いただきましたご意見を参考として、今後の取組を推進してまいります。

5
全体として（５８ページなど）
　「概ね」は常用漢字表で「おおむね」との読み方がのっていないので、「おおむね」とひらがなに
するのがよいのではないでしょうか。

　いただきましたご意見を参考として、表現を修正いたします。

6
全体として（２ページなど）
　本文がですます調なので、かっこ内もですます調がよいのではないでしょうか。
（以下「市」といいます。）（以下「本計画」といいます。）

　いただきましたご意見を参考として、表現を修正いたします。

7

府中気象観測所の気温変化について　（5ページ　図４）
　この図をもとに平均気温の上昇傾向は地球温暖化の影響だとするような記述があるが、その
根拠は何か。別の要因はないのか。この傾向だけ見て地球温暖化が進んでいるとは言えないの
ではないか。世の中になんでも地球温暖化のせいにする傾向があるが不正確な記述は危機感
をあおることにもなり、慎重に扱うべきである。

　いただきましたご意見を参考として、表現を修正いたします。
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No. ご意見 考え方

8

地球レベル全国レベルのことと東村山市レベルのことを混同してはいけない（１２ページ　社会）
　「全国的に地球温暖化が原因と考えられる豪雨災害等が頻発しており、市においても災害へ
の備えや対策強化の必要性、地域防災への関心が高まっています」と記述されている。東村山
市では大規模な災害はほとんど発生しておらず、また地球温暖化を原因とする災害も発生して
いないと思われる。なんでも地球温暖化と関連づけて記述するようなことはするべきではな
い。災害対策は災害対策として実施するべきではあるが、地球温暖化と結び付けて恐怖心をあ
おるような記述はするべきではない。慎重に扱ってほしい。

　いただきましたご意見を参考として、表現を修正いたします。
　なお、参考として、東村山市で近年発生した風水害について、以下に記述します。
・令和元年１０月１２日の大雨（台風）：床上浸水５件、床下浸水８件
・平成29年８月３０日の大雨：床下浸水２件
・平成２９年８月１９日の大雨：床下浸水１０件
・平成２８年８月２２日の大雨（台風）：床下浸水５０件、床下浸水２４件、のり面崩落１件
・平成２６年６月２９日の大雨：床下浸水１件　　他
　出典：東村山市防災会議「東村山市地域防災計画（令和４年３月修正）」

9

33ページ　「令和12（2030）年度のCO2排出削減目標　平成25（2013）年度比　-53%」
⇒気温上昇を1.5℃以下に抑えるために削減目標を62％以上に引き上げの検討をお願いしま
す。
【理由】
・1.5℃以下に抑えるために、日本は62％以上温室効果ガスを削減する必要があります。（クラ
イメートアクショントラッカー　日本の1.5°Cベンチマーク）
・気温上昇1.5℃と2.0℃には生じる影響に大きな違いがあり、私達や将来世代が安心して暮
らしていくためには、気温上昇を1.5℃以下に抑える必要があります。しかし、早ければ2030
年には1.5℃に到達してしまう可能性がある中、いかに早期にCO2排出を止められるかが大切
です。
・本（案）では、市における温室効果ガス削減ポテンシャルから目標値を設定していますが、
1.5℃目標値を達成するために必要な削減量を設定すべきだと思います。
・東村山市は、住宅からの温室効果ガス排出量が全体の半分弱（43％）を占めており、石炭火
力発電施設や鉄鋼業産施設等がある地域と比較すると、削減できるポテンシャルは高いと思い
ます。住民が自然と環境負荷の低い選択ができるようにするため、太陽光パネルの補助金の予
算増額、断熱効果を高める二重窓の設置への補助金の新設、歩行者・自転車等を優先させるま
ちづくり等、できることは沢山あります。
・一度目標値を設定すれば、それ以上の達成は難しくなります。是非、削減目標の再検討をお願
いします。

10
温室効果ガス排出量の削減目標
　目標値５３％では低すぎる。60％以上に設定すべく見直してください。

11
　当計画の温室効果ガス削減目標が2013 年度比、2030年度において５３％削減（２７０千ｔ
ＣＯ２） ということで、非常に大きな目標を掲げられたという印象です。根拠としても現状趨勢
等を積み上げて策定されており、実現に近づける目標であるのではないかと思います。

12

　本計画に置かれましては、国の宣言する「２０５０年カーボンニュートラル」宣言や、「地球温暖
化対策の推進に関する法律」に基づき、これを凌ぐような野心的な目標を掲げられており、弊
会はこの実現によって未来に希望を持てるような地球環境を創り出せることを期待しておりま
す。
　当計画の実現により、二酸化炭素の排出を２０３０年に向けて２０１３年比５３％削減という目
標を立てておられますが、まずこの目標が国の目標である４６％と比較して非常に野心的であ
ることが理解出来ます。

13
　長期目標として2050年の温室効果ガス排出量ゼロが明記され、再生可能エネルギーの導入
を促進する方針が盛り込まれていることを歓迎します。

　2050年温室効果ガス排出量実質ゼロの実現に向け、本計画に基づく取組を着実に進めてま
いります。

　令和１２（2030）年度のCO2排出量削減目標については、市の温室効果ガス排出量の将来推
計結果に基づき、最大限の削減を目指す考え方により設定しました。
　将来推計の考え方は、計画（案）15ページ以降でお示ししているとおりですが、市が地球温暖
化対策を進める上で、国との連携は不可欠であることから、国の地球温暖化対策計画（令和３
年10月22日閣議決定）に示される対策効果等に基づいた算出を行っております。
　上記目標は、これまでの市の目標を大幅に引き上げる非常に意欲的な水準であり、不安定化
するエネルギー情勢をみても、達成は決して容易なものではないと考えています。
　計画目標の設定については様々な視点があると考えますが、市としては、国と連携した取組
の中で最大限の削減を目指す姿勢を示すとともに、本計画（案）に基づく取組を着実に進めて
いくことが重要であると考えています。

　計画目標の達成に向け、本計画に基づく取組を着実に進めてまいります。
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14
第５章アクションプランの各取組のページについて
　見開きで、現状、プラン、具体的取組が見られるので分かりやすいです。

　いただきましたご意見のように、見やすさにも配慮した計画書の策定に努めてまいります。

15

農地は未利用地ではない（36ページ　（１）取組分野１）
　再生可能エネルギー利用拡大の記述で「農地や駐車場といった未利用地」とあるが、農地は未
利用地ではない。農地には街に潤いを与え災害時の避難場所ともなり、地球温暖化の対策にも
貢献している。こうした農地の価値を理解していない市の姿勢には不信感さえ感じる。
　農地の価値をきちんと理解し、森林などだけではなく農地も46ページ　5-1　みどりの保全
として扱うべきである。

　ご指摘のように、農地は、良好な景観形成等により、まちに潤いをもたらすとともに、雨水の
一時的な貯留による防災機能や災害時には避難場所としての役割も期待されることから、温暖
化対策に大きく貢献しているものとして認識しております。
　ご意見をいただきました「未利用地」という表現につきましては、同文中の「太陽光発電」の設
置・活用状況を表す言葉として使用したものではありますが、誤解をまねくことのないよう、表
現を修正いたします。
　また、農地の保全につきましては、46ページの「取組分野５　吸収源となるみどりの保全」の
施策として位置づけ、取り組んでまいりたいと考えています。

16

　産業、家庭、業務、運輸、また市の施設も含めて、各部門の電力の脱炭素化進めるにあたり、
再エネ１００％電気のメニューを選択することにより、 脱炭素化の目標達成、と単純に考えるの
は二次的な手段かと思います。なぜなら、再エネ１００％として販売される電力は現にそこに再
エネ発電所があるわけではなく、電力会社の調達する 「再エネ電気の電源」と環境価値である
「非化石証書」合わせて、電気小売事業者の「再エネ１００％メニュー」として販売出来る要件によ
るものであり、現に全体として再エネ電気が増える活動ではないことを理解して頂きたいで
す。
　出来うることならば、まず始めに再エネ発電所である太陽光発電所を既存住宅、新築住宅、未
利用地、公共施設の屋根、敷地内等に新たに設置する事により自家消費の再エネ電気を増やし
ていくこと、つまり昨今言われ始めている、「再エネ電気の追加性」を重視して取り組んで頂き
たいということを申し上げたいです。そのためには、これまで同様の太陽光発電設備、或いは
蓄電池への補助金の継続、オンサイトPPA・オフサイトPPAの促進、 公共施設への設置拡大な
どにより、 再エネ電気の追加性を追求することが、脱炭素化や、レジリエンス強化に向けて有用
であり、どうしても補えない部分について証書を充てたりする「実質０」（実質的な排出量を相
殺によって０にする）施策を採るのが道筋かと考えます。

　東村山市において再生可能エネルギーの活用を進める上で基本となるのは、いただきました
ご意見のように、太陽光発電等の設備導入を進めていくことであると認識しており、本計画
（案）３４ページにおいて、計画の目標として「（３）再生可能エネルギー導入目標」を設定し取組
を推進することとしております。
　再生可能エネルギーの「追加性」等については、新たな再生可能エネルギー設備導入につな
がっていく考え方として受け止め、本計画（案）に基づく取組を推進する上での参考とさせてい
ただきます。

17

アクションプラン 取組分野 １
１-１ 自家消費型を中心とした再生可能エネルギー電力の利用拡大
　再エネ電力の自家使用の促進に関して、PPAを活用される場合、仮に家庭用ＰＰＡを実現しよ
うとする場合、事業用と比較して規模の小さな発電設備となるためイニシャルコストが上がり
ます。 この影響で設定する電気料金（円/kwhが上がる可能性がありますが、PPA事業者に対
してイニシャルコストに関する補助があると取り組み安くなるのではないか。（小田原市など他
市で実現されています。）

　初期費用が少なく取り組みやすいオンサイトPPA等の第三者所有モデルにつきましては、当
該手法に関する情報提供を主とした普及促進を検討しております。いただきましたご意見につ
いては、国や東京都の動向も踏まえ、他市の事例も参考にしながら研究してまいります。

18

　弊会が提唱してきたソーラーシェアリングの実現に関連いたしますが、当計画においての調査
段階では「農地」での太陽光発電利用の賦存量、利用可能量として明示されていますが、アク
ションプランの中には盛り込まれておりません。おそらく、農地法等による規制（特に生産緑地
の転用不可要件など。）があるためかと思われますが、賦存量中利用可能量の１５％が農地なの
で、これを除外するのは非常に残念なことでもあります。是非ここは特例措置、緩和などの施策
を実施して頂き、当計画の中に盛り込んで頂きたいと考えます。

　農地法により、農地の上に太陽光パネル等を設置し営農するソーラーシェアリングについて
は、農地に接する支柱の基礎部分等について、一時転用の手続きが必要となります。また、都
市計画法により指定された生産緑地においては、生産緑地の所有者であっても農地を転用す
ることができないこととされています。
　当市の農地は大部分が生産緑地であることから、現段階においては、当市でのソーラーシェア
リング実施を本計画（案）の取組として設定することは難しいものと判断しております。
　今後、関係法令の改正等があった際には、市内農業者等からの意見も踏まえつつ、改めて取
り組みの見直しを検討してまいります。
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19
取組分野1-1　（37ページ、40ページ）
・各家庭で太陽光発電を設備する際の市の補助を行うこと
・太陽光発電を設備済の家庭で蓄電池を設備する際には市の補助

　市では、新たに住宅に太陽光発電システムを設置した方に、設置費用の一部を助成する住宅
用太陽光発電システム設置費補助事業を実施しております。また、蓄電池を含めた省エネル
ギー機器についても、設置費用の一部を助成する住宅用省エネルギー機器設置費補助を実施
しております。これらの取組は、地球温暖化対策に貢献する重要な施策であることから、本計画
（案）37ページ及び40ページに記載のあるとおり、これまでの課題や近年の動向を踏まえて拡
充や見直しを図りながら、引き続き実施してまいりたいと考えています。

20
取組分野1-2及び2-3　（37ページ、40ページ）
・公共設備、施設に太陽光発電を設備する
・公共設備、施設の省エネ化を促進

　一事業者としての東村山市は、自らの事務事業において多くのエネルギー資源や資源を消費
しています。市民や事業者の皆さんのご理解とご協力をいただきながら市域の脱炭素社会を
実現するためにも、東村山市が率先した行動に取り組むことが重要と考えてご指摘の施策を記
載しており、本計画（案）に基づいた取組を推進してまいります。

21

地産のエネルギーは市民に還元すべき　３８ページ　④
　地産のエネルギーを公共施設で利用するとなっているが、まず市民に還元するべきである。
市民はガス代電気代の値上がりに苦しんでおり、市はそれを少しでも緩和するように取り組む
べきである。そのためには、地産のエネルギーは少しでも市民に還元するように工夫するべき
と考える。
　仮に公共施設に利用するなら、その分はたとえ１円でも減税するなど市民に還元するべきと
考える。そうした姿勢を持つことで納税者として市政への理解と協力が得られるようになると
考える。

　太陽光発電や廃棄物発電等によって生み出されたエネルギーについては、送電コストやエネ
ルギー効率等といった観点から、まずは発電設備が設置された場所において自家消費される
ことが適しているものと考えます。この考え方により、３７ページのアクションプラン「1-1　自家
消費型を中心とした再生可能エネルギー電力の拡大」「③エネルギーの地産地消の推進」では、
建替えを予定している秋水園のごみ焼却施設においては、発電した電力を秋水園内の各建築
物や近隣関連施設において自家消費するとともに、余剰電力の地産地消を行う仕組みを構築
するとしています。地産のエネルギーは市民の皆さんへ還元すべきとのご意見については、地
産地消の仕組みを検討する中での参考とさせていただきますが、市としては、地域における脱
炭素社会の実現に向けて効果的と考えられる手法により進めてまいりたいと考えています。

22

１-2 再生可能エネルギー電力の利用拡大
　再生可能エネルギー100％電力は各電力会社でメニュー化しているが、市内の需要家の方々
がそれぞれどの電力会社の再エネ100％メニューを選択しているかモニターできるのかどう
か。（現在、推計を利用して計画を立てているかと存じますが、施策の実現度合いは現実の数字
を把握する必要があろうかと存じます。これをモニターする方法の確立が同時に必要かと存じ
ます。）

　現状では、市内の各家庭、事業所等において、どのくらいの需要者が再生可能エネルギー
100％電力を選択されているどうかを把握できるデータは、整理されておりません。
　いただきましたご意見は、再生可能エネルギー電力の普及拡大に向けた課題の一つとして捉
え、モニター手法の研究についても進めてまいりたいと考えています。

23

１-2 再生可能エネルギー電力の利用拡大
　再エネ１００％メニュー選択の促進を図るため、各電力会社の 再エネ１００％電力メニューの推
奨を市が行い、市内需要家に対して切り替えを促す。切り替えた場合、 需要家に対して市から
特典を進呈するのが良いのではないか。

　本計画（案）では、37ページのアクションプラン「1-2　再生可能エネルギー電力の利用拡大」
「①再生可能エネルギー電力の普及拡大」において、再生可能エネルギー100％電力への切り
替え促進のための支援制度の導入を検討するとしております。
　いただきましたご意見は、上記施策を進める上での参考とさせていただきます。

24

１-2 再生可能エネルギー電力の利用拡大
　「市域外との広域連携による再生可能エネルギーの利活用」はオフサイトＰＰＡもしくは、電力
の自己託送を想定しているものでしょうか。そうだとすると、オフサイトＰＰＡは電力小売事業者
を介する必要が出てきます。（域外を活用することにより再エネ電力の可能性は格段に広がる
と思います。）

　「市域外との広域連携による再生可能エネルギーの利活用」については、ご意見をいただきま
した、電力小売り事業者を介したオフサイトPPA等を想定しています。ご意見を参考に、本計画
（案）に基づく取組を推進してまいります。

25

　アクションプラン１－１の中でオンサイトPPAの活用も記載がありますが、弊会が提唱してき
た、再生可能エネルギーの遠隔地融通（オフサイトPPAの活用）については、電気小売事業者と
の連携に置いて実現が可能な仕組みではありますが、当計画において、太陽光発電用地として
は遠隔地での設置も可能性として考えられるので付け加えて頂ければと考えます。（例えば山
の家のある山梨県北杜市や姉妹都市である新潟県柏崎市の遊休地の活用や、既存太陽光発電
所からの融通）

　再生可能エネルギー電力の遠隔地融通については、アクションプラン「1-2　再生可能エネル
ギー電力の利用拡大　③市域外との広域連携による再生可能エネルギー電力の利活用」に位置
付けており、ご意見の内容については、本計画（案）の記述に包含されているものと考えていま
す。
　いただきましたご意見につきましては、本計画（案）に基づく取組において参考にさせていた
だきます。

5
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26

【水素について】
　30ページの「再エネ省エネ関連技術等」の表内、31ページの１行目、32ページ「産業部門にお
ける脱炭素社会を実現した姿」の⑤などで水素エネルギーについて記述されていますが、32
ページ「運輸部門における脱炭素社会を実現した姿」の④で「再エネ由来水素」と表記されてい
る以外の箇所は「水素」とのみであり、また74ページの用語説明でも水素を再エネから作るこ
とが補足的なニュアンスで表記されていることから、主にグリーン水素以外のものを指してい
るように受け取りました。
水素エネルギーは利用時には排出しなくとも、製造時にはCO2の排出があります。再エネ由来
でないのであれば、また代替手段があるのであれば、水素エネルギーの利用はビジョンに含め
るべきではないと思います。
　加えて、38ページのロードマップ1-4に「水素エネルギー利活用の推進」、「②水素エネルギー
利用の推進」とありますが、具体的な工程は研究や情報発信、利活用の検討に留まり、取り組み
名との乖離があります。記載するのであれば「水素エネルギー利用の検討」などの表記にするべ
きだと思います。

・「水素」の表記等について
　ご意見のとおり、本計画（案）における「水素」の表記については、再エネ由来水素（いわゆる
「グリーン水素」）とそれ以外の水素（製造過程でCO2を出す「グレー水素」等）を明確に区別して
記載できていないことから、該当箇所の表現をそれぞれ修正させていただきます。
　水素は、脱炭素社会の実現を見据え、運輸、産業部門など多様な分野における脱炭素化や再
生可能エネルギーの効率的な活用といった多様な貢献が期待できるエネルギーですが、一方
で、水素の利活用は発展途上の取組であり、普及に向けては、製造コスト低減やサプライチェー
ン構築等が必要となります。そのためには、需要拡大による技術開発や量産化の促進が欠かせ
ないことから、グリーン水素の本格普及までの移行期においては、製造過程でCO2を出すグ
レー水素等も排除することなく社会実装を進めていくことが必要と考えています。
・1-4水素エネルギー利活用の推進　①水素エネルギー利用の推進について
　本計画（案）においては、研究や検討、情報発信についても、その結果として、将来的な事業化
やエネルギー利用につながる可能性もあることから、推進または促進と表現をしております。

27
42ページ　3-1　公共交通について
　省エネと高齢化の面で、グリーンバスを利用しやすくしてください（諏訪町）。朝のもう少し早
い時間から夕方遅くまで、30分に１本くらいあると、利用しやすくなると思います。

　いただきましたご意見は、今後の取組の参考とさせていただきます。

28
44ページ　4-1　ごみ減量について
　買い物をするとプラスチックの包装がされている。お店で「量り売り」などでプラスチックごみ
を減らす工夫をするよう行政として推進していってほしい。

　いただきましたご意見は、今後の取組の参考とさせていただきます。

29

46ページ　5-1　みどりの保全について
　雑木林が荒れ、次々に宅地になっている。また、農地も宅地になってしまっているが、緑と空
間を保ち、市民のいこいの場として、また貸し農園などとして保全するように取り組んでほし
い。

　本計画(案）においては、脱炭素社会の実現に向けたＣＯ２の吸収源としてのみどりの量的な
維持・創出に着目し、「第５章　アクションプラン」の取組分野として「取組分野５　吸収源となる
みどりの保全」を位置づけ、施策展開を図っております。
　ご意見をいただきました緑地や農地の利活用・質の向上につきましては、みどりの量的な維
持・確保につながる非常に重要な取組であると認識しておりますが、本計画（案）とは別に定め
る「東村山市みどりの基本計画2021」において、市民緑地制度の活用や、農地の貸し借りの
マッチング等を施策に位置づけ、推進していることから、当該計画における取組として推進して
まいりたいと考えています。

30

取組分野５-1
・個人所有の林地が民間建売業者に売却され、どんどん緑地が失われている。一定以上の林地
については、市が買収して保全を図る必要がある。
・萩山町の公園開発が進められているが、その計画によれば、既存の樹木が伐採されて緑が失
われる可能性がある。公園によっては、既存の樹木を極力残す計画に変更する必要がある。

　緑地の公有地化については、46ページのアクションプラン「5-1　みどりの保全②地域のみど
りの継承」における「樹林地保全制度」に包含する内容です。市では、本計画（案）とは別に定め
る「東村山市みどりの基本計画2021」に基づいて、さまざまな緑化施策と共に民有樹林地の
公有地化についても計画的に推進するとしていることから、ご意見の内容につきましては、当
該計画における取組として推進してまいりたいと考えています。
　公園整備の際の既存樹木の取り扱いについては、ご意見として受け止め、取組の参考とさせ
ていただきます。

31

　弊会がこれまで提唱申し上げてきた、事業者や市民の参画によるエネルギー協議会設置によ
る進行チェック(PDCA)に関連しますが、第7章 計画の推進において推進体制や、進行管理に
ついての記載をして頂いております。更に、より具体的な施策として策定頂きたいこと、また推
進体制の中で、市民団体や、事業者との「連携」でつないでいますが、この連携についても具体
的な施策として策定頂きたいと考えています。

　本計画（案）の推進体制については、ご意見をいただきましたとおり、５３ページ 第７章 計画
の推進において、市民・市民団体、事業者その他の関係主体と連携して推進することについて
記載しており、連携の例としては、図２５　計画の推進体制の中で、環境イベントや環境教育・環
境学習の場、SDGｓオープンラボ等をあげております。
　具体的な取組については、４７ページのアクションプラン6-2の①脱炭素行動の強化における
２項目目において、地域一体となって温室効果ガス排出量の実現に取り組んでいくために市民
や市民団体、事業者などさまざまな主体の参画につながる取組について検討するとしており、
本計画（案）に基づいた取組を推進してまいります。
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32

５５ページについて
　空白の枠が２か所ありますが、削除するのがよろしいのではないでしょうか。（完成版では何
か入れる予定であれば、その旨を書いておいた方が良いと思います。）５６ページ（３）も同様で
す。

　ご意見いただいた箇所は、今後の計画策定の進捗により記載を追加する可能性を想定して作
成したものです。ご意見いただきましたとおり、説明が不足していたものと捉えております。申
し訳ございませんでした。

33

参考資料　３ 温室効果ガス・ エネルギー消費量の推計（６１ページ）
　表１７等で、エネルギー消費量の推計及び、削減した二酸化炭素の量を算出する方法ですが、
計画は推計でもよいが、実際の削減量は実データをもとに計量すべきかと思います。このため
の仕組みが必要ではないかと思います。例えば、エネルギー販売事業者（市内ガソリンスタンド
事業者、ガス事業者、電力会社等に対して販売量の報告の実施等、或いは市民や事業者に対し
ては、エネルギー使用量のアンケートを取得する（紙ではなくスマートフォンなどを活用し）、こ
れをもとに推計をする等、現実に近い数字の把握が重要になるかと思います。

　CO２排出の原因の多くは、エネルギー消費に伴うものであることから、温室効果ガス排出量
の実績を把握するためには、「どのようなエネルギーが」「どのような業種や場所で（本計画
（案）では、○○部門と表現しています。）」「どれくらい」使われたかを把握し、そのデータを基に
した推計を行う必要があります。把握する必要があるエネルギーには、電気、ガス、ガソリン、灯
油のような日常生活に欠かせないもののほか、重油や軽油など主に産業用に用いられるよう
なものなど多岐にわたります。
　本計画（案）における温室効果ガス排出量等の推計方法の概要は６１ページのとおりですが、
行政の人的資源に限りのあるなかで膨大なデータの収集や集計作業の効率化を図るため、本
計画（案）では、オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」により
提供される参考データによって、各年度ごとの温室効果ガス排出量の推計を行うことを採用し
ております。
　本計画（案）策定後の進捗管理にあたっては、いただきましたご意見のようなご指摘もあろう
かと存じますが、一方で、上記手法による分析結果を活用することで、毎年度、東京都内の市区
町村における温室効果ガス排出量を統一データ・同一手法により取得し比較分析することが可
能となるほか、算定に必要となる膨大な業務を大幅に効率化し、本計画（案）に位置づける具体
施策に注力していくことが可能となります。
　従いまして、いただいたご意見につきましては課題として受け止めながらも、当面の間は、本
計画（案）の手法による推計を採用し進捗管理を行ってまいりたいと考えています。

34

参考資料　４ 再生可能エネルギー導入目標の考え方（64ページ)
目標設定は導入のしやすさとポテンシャルの高さから太陽光発電を中心に据えていますが、表
２０によると太陽光発電の考え方として、農地が除外されて記載されています。
事前調査の中で、農地における太陽光発電の賦存量とその利用可能量からいうと賦存量中、１
９．７％、利用可能量中１５．１％を占めており、非常に大きな数字かと思います。 農業委員会等
との調整、その他農地法との兼ね合いもあるかと思いますが、 実施の可能性を広げてゆく道
筋を創られたらどうかと考えます。
最近では、光飽和点について研究が進み、多くの作物が遮光率30％から４０％でも収穫量に
変動が無いことが分かってきています。また、営農後継者の問題や、気候の影響で収穫が不安
定なケースの存在を考えると、規制緩和や特区対応などにより、ソーラーシェアリングを行い、
副次的な収入を得られる手段の存在は社会的にも意義のあることと考えられるのではないで
しょうか。したがってこの実現に向けたロードマップも当計画に盛り込んではと考えます。 ま
た、他市や環境省においては 、ソーラーシェアリングの補助金も実施されているケースもあり
ます。

　農地法により、農地の上に太陽光パネル等を設置し営農するソーラーシェアリングについて
は、農地に接する支柱の基礎部分等について、一時転用の手続きが必要となります。また、都
市計画法により指定された生産緑地においては、生産緑地の所有者であっても農地を転用す
ることができないこととされています。
　当市の農地は大部分が生産緑地であることから、現段階においては、当市でのソーラーシェア
リング実施を本計画（案）の取組として設定することは難しいものと判断しております。
　今後、関係法令の改正等があった際には、市内農業者等からの意見も踏まえつつ、改めて取
り組みの見直しを検討してまいります。

35

参考資料　４ 再生可能エネルギー導入目標の考え方（64ページ)
　表２１によると、公共施設534ｋｗで設置可能場所のうち５０％に導入と想定、とありますが、
この理由はわかりませんが、理由が耐荷重の場合は、解決方法があります。すでに樹脂などで
出来た薄膜型太陽光パネルが販売されていて設置も進んでいるようです。耐荷重は3㎏/㎡程
度で、多くの建物に設置可能です。技術革新によってこの数値も変化するものと思われます。

　64ページの表２１において、公共施設における導入目標の設定方法につき、2030年度は設
置可能な場所の50％に導入と記載したのは、国・地方脱炭素実現会議「地域脱炭素ロードマッ
プ」（令和３年６月9日）において、自治体については設置可能な建築物等の約５０％に太陽光発
電が導入されていることを目指す、とされていることを根拠とたものです。
　該当箇所を含め表２１については、目標設定根拠が分かりやすくなるよう表現を修正するとも
に、いただきましたご意見についても今後の取組の参考とさせていただきます。
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東村山市ゼロカーボンシティ宣言（案）に関するご意見

No. ご意見 考え方

1
全体について
　2050年に温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すこと、そのために市と事業者、市民が協働
することを明記した点に賛意を表します。

2050年温室効果ガス排出量実質ゼロの実現に向け、本計画に基づく取組を着実に進めて参
ります。

2

第５段落について
　第四段落とのつながりから自然保護にしか言及していない内容に読めます。第一段落で触れ
られている通り、生命や暮らし、健康を守らなければならない旨の文を入れてほしいと思いま
す。

　いただきましたご意見を参考として、表現を修正いたします。
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