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令和元年度 第１回千代田区地球温暖化対策推進懇談会検討部会 

議事要旨 

 

【開催概要】 

１ 開催日時 

   令和２年１月 10日（金）10時～12時 

 ２ 開催場所 

   区役所８階 第２委員会室 

 ３ 出席委員（７名）  

岡委員、岡安委員、西田委員、本田委員、増田委員、三坂委員、吉田委員 

４ 欠席委員（０名） 

５ オブザーバー（５名） 

武藤 環境省地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室室長補佐（磯辺同室長の代理出席） 

小澤 参与 

松本 環境まちづくり部長 

山﨑 保健福祉部地域保健課長 

谷田部 環境まちづくり部道路公園課長 

 ６ 事務局（５名） 

   夏目環境政策課長、仲澤企画調査係長、大坪事業推進係長、只野公害指導係長、 

落合エネルギー対策係長 

 

【 次 第 】 

１ 開 会 

２ 部会長・副部会長の選任、各委員自己紹介 

３ 議 題 

（１）地球温暖化対策の検証 

（２）地域気候変動適応計画策定に向けた検討 

（３）その他 

４ 閉 会 

 

【配付資料】 

① 次第 

② 委員名簿 

③ （資料 1-1）千代田区の地球温暖化対策の取組み 

④ （資料 1-2）千代田区の地球温暖化対策の検証について 

⑤ （資料 1-3）区内 CO2排出量の推移・増減要因分析について 

⑥ （資料 1-4）区の主な取組みの検証結果 

⑦ （資料 1-5）地球温暖化対策に関する課題のまとめ 

⑧ （資料 2） 地域気候変動適応計画策定に向けた検討について 

⑨ （参考資料 1-3-1）区内の CO2排出量の推移 

⑩ （参考資料 1-3-2）区内の CO2排出量の増減理由 
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⑪ （参考資料 1-3-3）国・東京都・区の CO2排出量の推移及び目標の比較 

⑫ （参考資料 1-3-4）地球温暖化対策に関する他自治体の動向調査 

⑬ （参考資料 1-4-1）区の取組みの検証結果一覧 

⑭ （参考資料 2-1） 気候変動の影響評価のための根拠情報 

⑮ （参考資料 2-2） 千代田区における気候変動の影響評価結果 

⑯ （参考資料 2-3） 気候変動に関連する千代田区の既存施策の対応表 

 

【議事要旨】  

１ 開 会 

 

２ 部会長・副部会長の選任、各委員自己紹介 

  部会長に吉田委員、副部会長に三坂委員を選任 

 

３ 議 題 

（１）地球温暖化対策の検証  

◇事務局（仲澤企画調査係長） 

 ＜資料１－１～１－５に基づき説明＞ 

 

◆西田委員 

 ・今後の CO2 排出量の目標について、条例に定めるのか、計画に定めるのか、決まりや方針のよう

なものはあるか。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・現在の 2020年の目標は条例、2024年と 2050年の目標は地域推進計画に定めているが、今後の目

標をどこで定めるかという前提は今のところない。慎重に判断すべきだと考えている。 

 

◆岡安委員 

 ・今回の検証の対象範囲は、千代田区の取組みだけではなく、民間の事業者が独自に取り組まれて

いるようなことも含まれるのか。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・個々の取組みについては区が実施していることが主になると考えている。ただし、CO2 排出量全

体については区全体の傾向を見ていく必要があるという認識である。 

◆岡安委員 

 ・施策の評価となると千代田区で実施していることになるだろうが、全体の取組の現状がどうなっ

ているのか、事実関係を可能な範囲で整理すると、CO2 排出量の差分がどこにあるのか、何がで

きるのかというヒントが出るかもしれない。調査の限界はあるだろうが、チャレンジすると良い

のではないか。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・そのような視点で調査する。CO2排出量増減の要因分析は、我々だけでは誤った視点、偏った見方

をしていることもある。増減要因については、本日に限らず、ぜひヒントをいただきたい。 

 

◆西田委員 

 ・資料１－３の３ページに「条例の成果とみなす」とあるが、もう少し表現を考えた方が良いので

はないか。当然効果はあると思うが、「みなす」と表現するのは厳しい。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・当然区の取組みだけではなので、表現も含めて考えさせていただきたい。 

 

◆増田委員 

 ・この 10 年は激動の 10 年であり、2009 年のリーマンショックや 2011 年の東日本大震災などがあ
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った。昨今の様々な社会情勢の変化もある。CO2 排出量の推移にそのような状況の変化や動向も

改めて併記すると理解しやすい。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・そのようなデータも併記する。 

 

◆三坂副部会長 

 ・削減目標を掲げた際、排出係数は下げていくという当時の政府の施策の目標に乗ってパーセンテ

ージを設定したのか、それとも当初から策定時を基準年度とした排出係数でやるという話だった

のか。それによって達成状況を評価する際に変わってくる。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・条例に定めたときは明確に基準年度に固定する考え方ではなかった。地域推進計画 2015を策定し

た際に、東日本大震災の関係もあって、区の努力を測るためには基準年度で固定した方が測りや

すいという事情もあり、明確に基準年度で固定することとした。当該年度の排出係数による数字

も参考で公表しているが、計画上で基準年度固定としたのは 2015年からである。 

 

◆本田委員 

 ・ネット・ゼロ・エネルギービルというのはゼロまで行けば良いということでやっているのか。区

の中では事業体の占める割合が多く、ビルが多いと聞いたが、そうであればゼロまでを目標にす

るのではなく、ネガティブの方までできるようにすれば大幅に削減できる可能性があるのではな

いか。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・千代田区は業務部門の割合が多く、それを主に構成する事務所ビルの低炭素化が最重要課題で、

ビル単体でエネルギー収支がゼロ、CO2 排出がゼロになるようなビルを普及させていこうと考え

ている。ただ、現実的に今建っている建物やこれから建てる建物もなかなかそこまでの省エネは

実現できないため、現状は環境事前協議制度により省エネ基準の 35％以上削減を目指すこととし

ている。35％削減も相当厳しく、なかなか達成する物件はないが、現在はそこを目指している。 

 

◆岡委員 

 ・業務ビルが多いことを鑑みると、クールビズやウォームビスの効果も結構あるのではないか。定

量的な数字は難しいとは思うが、このような動きによって CO2 がどれくらい削減されているかな

どの知見はあるか。 

◇事務局（環境政策課長） 

 ・定量的に測ることは難しいが、そのような数字ではなくマインドに表れることに関しては、温暖

化配慮行動計画書制度という企業の温暖化配慮行動に関して区に報告をしてもらう制度がある。

毎年一定規模の会社の方に１年間の取組みに関して報告をしていただき、波及性のある取組みや

特徴的な取組みの場合は表彰し、普及するような取組みは行っている。 

◆吉田部会長 

 ・クールビズやウォームビスの話があったが、千代田区内でクールチョイスに賛同している企業が

どのくらいあるかはわかるか。 

◇武藤環境省国民生活対策室室長補佐 

 ・直ちにはわからないが、クールチョイスは個人による賛同と事業所による賛同の両方を進めてい

る。個人は 600万人の賛同者数をいただいているが、事業所数は目標に届いていない状況である。

実際に事業所でどのような取組みをしたらいいかをもう少しわかりやすく発信していきたいと考

えている。 

 

◆吉田部会長 

 ・環境省と千代田区で協調して進めていくということを何かやっているか。 

◇事務局（環境政策課長） 

 ・千代田区では、環境省や東京都が実施している取組みに対して区の広報等を通じて一緒に周知す
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る活動をしている。温暖化の取組みに関しては、千代田区の区域だけでは限定的なため、国や東

京都との連携は重要だと考えている。 

 

◆三坂副部会長 

 ・CO2 排出量の内訳、例えば取組みを始めてからの新築の建物により延床面積が増えているが、延

床面積あたりの CO2 排出量はかなり削減されている。これは新築の建物が貢献しているのか、あ

るいは既存の建物でどのくらい減ったのか、その辺の内訳などは調べているか。 

◇事務局（環境政策課長） 

 ・新築と既築の内訳について詳細なものは持っていない。ただ、建物の更新に伴って断熱化や設備

の高効率化が進むことが CO2削減の大きな要因であろうと考えている。床面積が増えることは CO2

削減に反するのかもしれないが、千代田区のようなところで床面積を変えずに建て替えるという

のは難しく、床面積を増やすという建物の更新の動機があることによって、CO2 が減っていると

いう見方もできるのではないかと考えている。 

◆吉田部会長 

 ・CO2が具体的にどこで削減できていないかというところをしっかり分析する必要がある。 

 

◆岡安委員 

・削減目標の設定と取扱いの考え方について、参考になる情報をお伝えしたい。防災では３・１１

の津波があってから最大津波Ｌ２のレベルを想定するとともに、防災施設や海岸堤防の高さにつ

いてはＬ２の高さまでだと相当なお金がかかるということでＬ１レベルの高さを決めた。残りの

部分については防災管理者だけではできないので津波防災地域づくりに関する法律という新たな

法律を作り津波防護施設や避難のあり方を担保して人命を守るとしている。削減量についても同

じような考え方でよいのではないか。到底達成できないような目標だから、千代田区でできる部

分は防災で言えばＬ１レベルの削減目標があって、地域の事業者や民間の事業者、住民の方で担

保する削減量というような捉え方をすると関係者の各施策の話と結びつき、民間の方にはどのよ

うにやってもらうようにすればよいのかという役割分担など、頭の整理がしやすくなるのではな

いか。 

 

◆西田委員 

・今の情勢だと自治体であってもカーボンニュートラルを 2050年までに目指す宣言をするなど、そ

れに向かって目標を立てて推進していくような動きが非常に大きく、環境大臣をはじめ環境省も

相当推進していると思うが、区はそのようなことは検討しているのか。ぜひそのような宣言をさ

れると良いのではないか。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・次回以降、検証を踏まえたうえで目標に関してご意見を頂戴したく、我々も考えているところで

ある。2050年に実質ゼロは国際的にも共有されており、環境省の方でゼロカーボンシティを表明

した自治体は認めるような動きがある中で、区としてそこに劣る目標は掲げられるかどうか、現

実的な姿勢を問われるところもある。一方現実的な目標を掲げるのも責任という面を考えればあ

り得る。慎重に判断していきたいと考えている。 

◇松本環境まちづくり部長 

 ・この問題は内部でも意見が分かれているところである。2050 年に実質ゼロと掲げるのはいいが、

森林も土もほとんどない千代田区で誰が見ても絶対にできないのではないかということを掲げる

ことの是非は、慎重に、まさに皆様のご意見を頂戴したいところだと考えている。次回以降に集

中的にご意見をいただきたい。 

 

（２）地域気候変動適応計画策定に向けた検討  

◇事務局（仲澤企画調査係長） 

 ＜資料２に基づき説明＞ 
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◆岡安委員 

 ・資料２の７ページで自然災害・沿岸域の３）水害（洪水・内水）と４）高潮・高波等、強風等は、

千代田区のことを考えると、海にも接しておらず、防災施設を造る立場でもないため、あえて分

ける必要はないのではないか。質が変わる部分はあるだろうが、対処の項目としてはほぼ同じに

なるため一緒でも良いと考える。 

 ・参考資料２－３などで水資源に対応する既存施策が空白になっているが、水害の方にある雨水貯

留施設や抑制施設の中には浸透という機能もあるため、おそらく水循環にも寄与する話ではない

か。同じ施策ではあるが、重複計上すればよいのではないか。あるいは、人工的なドライ型ミス

トやクールスポットも都市における循環機能の確保の施策になり、また皇居の前の行幸通り等で

行っている透水性舗装、大手町や丸の内のビルから再生水を散水するなど、そのような都市なり

の人工的に水循環機能を出すということで位置づけられる施策もあるのではないか。気候変動で

渇水が起きることも考えると、民間事業者の施策ではあるが、大手町地区のビルなどは再生水を

利用して水の有効活用に寄与するような施策もある。そのような観点で考えると対応する既存施

策もあるのではないだろうか。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・高潮に関して、確かに洪水や内水と事象として現れることは同じであり、そのような視点で整理

したい。高潮の被害については、参考資料２－１の 44ページにあるように千代田区は高潮浸水想

定区域に一部かかっており、国の分野別に分けたところに該当したため、項目として挙げた状況

である。 

・水循環について、都市特有の水循環という発想がなかった。改めて調査をしたい。 

 

◆三坂副部会長 

 ・防災は、おそらく洪水以前に地震の防災の話がかなり進んでいるのではないか。地震の際の避難

所や避難のあり方は水害の際とは異なる可能性がある。そのあたりのリンクみたいなものがされ

ているのか気になった。 

・業務ビルが多いなどの千代田区の特性からすると、一般的に熱中症対策として優先的にされてい

る高齢者の問題だけではなく、労働環境としての対策など少し異なる特徴もあるのではないか。

そのあたりを分析すると見えてくるのではないか。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・地震の場合と水害の場合の避難所の運営や課題等の共有ができているか、改めて確認する。 

 ・熱中症に関してはデータが区内限定であるか不明だが、例えば類似の地域等のデータがあれば示

していければと思う。 

 

◆西田委員 

 ・水害について、区の特徴で建築物が非常に大規模なものも含めて密集していて多いということを

考えると、高潮や都市水害など、どのような原因でも、建物がどこまで浸水に対応できるのかと

いうスターボード・スタディを実施することで、例えば機械室の位置がどちらにあるかなど、建

物側と災害の関連性によって何か対策が組み立てられないかと考えるが。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・同じ災害でも建物の性能でどこまで被害が軽減できるか、軽減できるのであれば対策も変わる可

能性がある。どこまでデータがあるかは不明だが探してみる。また、そのような視点で検討もお

願いできればと思う。 

 

◆増田委員 

 ・参考意見だが、産業経済活動や国民生活、市民生活などは千代田区らしさ、あるいは昨今の新た

な動向を踏まえると企業活動との関係が多く出てくる部分があるのではないかと感じた。例えば

ＢＣＰの推進や集合住宅に対する様々な手当などもある。また、昨年環境省で民間企業の方のた

めの気候変動適応ガイドを検討し、2019年３月に公表した。これは、現状企業の中でそれぞれの

部署が個別に検討していることが多いため、体系的に経営課題としてきちんと同じテーブルで扱
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っていこうというガイドだが、例えばそのようなものを千代田区の中で企業に取り組んでいただ

く、あるいは昨年の台風 15 号の時には大変な混乱があったが、地域としての混乱をどう防ぐの

か、リスクを下げるのかということも新しい課題として適応の文脈に入ってくるのではないか。

冒頭三坂委員がおっしゃったとおり、差し迫って仕方なく対応することを超えて、質的に新しい

ものに変化していく、バウンシングフォアード（Bouncing Forward）の視点が非常に大事だと思

う。試練をどう乗り越えて新しいスタイルを質的に打ち立てていくのかという議論ができると大

変有意義だと思う。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・我々の項目の洗い出しの中で産業経済は点数が低かったが、ここも検討の材料に含めていくとい

う意見として受けとめる。また、産業界のＢＣＰが気候変動の場合にも対応できるのかという点

検は必要かと思う。そこに向けて民間への気候変動適応ガイドなどの視点でアドバイスしていく

やり方もあるだろう。そこは今後の検討でお願いしたいと思う。また、先日の台風が平日だった

場合、帰宅困難者が出たのかもしれない。そのような場合の対応が気候変動適応策として盛り込

むべきなのかどうかについても今後ご検討をお願いしたい。 

 

◆本田委員 

 ・熱中症対策について、やはりそれが一番重要だと思っている。参考資料２－２で熱中症による死

亡が発生していないということを書いているが、熱中症で救急搬送される中で死亡する人は確か

に少ないが、熱の影響で死亡する場合に死因が熱中症に限定されるわけではない。熱関連死と呼

ぶが、気温と死亡の関連を日別に見ると、ある気温を超えると死亡のリスクが上がってくる。そ

の上がってくるリスクの中で熱中症の占める割合はものすごく小さい。そのため統計としてみる

のは、総死亡でなければならない。１日に何人死亡しているかという値を使って、ある気温のと

きに何人死亡しているかを集めてリスクがどう変わっていくかを見なければならない。死因だと

循環器疾患や呼吸器疾患は気温が高くなったときに増える。熱中症だけを見ていると全体像が見

えないので注意してもらいたい。ただ、熱中症対策を一生懸命やれば死亡は減るため、対策がい

けないということではない。 

 ・台風 15号の被害が出た後に暑い日があり、大規模停電があった千葉は熱中症の搬送数が跳ね上が

った。一方で東京も暑かったが、それまでの 10年間に比べてあまり変わらなかった。というのは

結局複合災害を頭に入れた対策をとる必要があるということである。例えば停電してエアコンが

使えないときにどうするのかなど、レジリエンスを高める、全体として高めるということが必要

になってくる。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・熱中症だけを見ていたら全体像を見失ってしまうということに関して、まさにそうなのだろうと

考える。そのようなデータに関しても収集を試みる。 

 ・複合災害に対しては、今後の検討の中でどのような方策があるか、ぜひご議論いただきたい。 

◇山﨑地域保健課長 

 ・保健所では、対人に対しての予防と啓発として、高齢者やリスクの高い方の各家庭を訪問してい

る。やはり停電になってしまうと我々が普段言っている冷房を使うようにという話が使えなくな

る。適時水分補給をしながら日陰でということを伝えなければならないのかもしれない。実際に

ポータブルのスポットクーラーをつけるなど、現場としては対応しなければならないと考えてい

る。 

 

◆岡委員 

 ・資料２のみを見た場合、千代田区の特性を考えると産業がないというのは少し違和感があるよう

に思った。産業という意味では、ここで示している国の影響というのは物理的な影響をメインに

検討されていると思うが、企業にとっては物理的影響のみならず、投資家目線も非常に重要にな

ってくる。最近 TCFDと呼ばれる、企業が気候変動適応に対してきちんと活動しているか、そのよ

うなものを情報開示する制度があるが、ここ数年でこの取組みが非常に進んできていて、結果的

に企業の取組みも進んできているところもある。このような点も加味したうえで最終的に産業が
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重視されるかどうかというところを検討してもらえればと考える。 

 ・検討を進めていくうえで、それぞれの影響ごとの目標をどうするかという課題が出てくるだろう。

いろいろな分野でいろいろな影響が出てくるため、どのようなターゲットを置くかというのは非

常に難しい。今後参考になるのは、参考資料２－３に挙げている既存施策をつくる際にどのよう

な目標を掲げたのか、ということをきちんと把握することによって今後の目標に話がつながって

いくかと思われる。 

 ・適応策はハードな対策のみならず、普及啓発なども入ってくる。今後適応策を整理するうえでは

導入しやすいソフトの対策と時間やお金がかかるハードの対策をうまいこと分け、対策を打つ優

先順位を検討してもらえればと思う。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・投資家目線について、そのようなところを支援することで全体の対策を区だけではなく企業の力

も使って押し上げていくことつながるのかもしれない。現状を把握していないため、情報収集か

ら始めたい。 

 ・目標について、適応策の個別の目標を区のレベルがどのように設定するかというのは非常に難し

いと思っているが、例えば水害や熱中症に対してやってきたことの目標との整合性は大きく外れ

ないのではないかと今感じた。そのようなものも見ながら目標について考えていきたい。 

 ・短期的な取組みと中長期的な取組みがあるかと思うが、取組みやすさの観点と、どこでチェック

していくのかという観点というのは、今回の検討の中で話をしていければと思う。 

 

◆岡安委員 

 ・千代田区のホームページを見ると、マイハザードマップやマイタイムラインを施策として挙げて

いるようなので、参考資料２－３の施策に補足で入れればよいだろう。 

 ・千代田区内のリスク分析、脆弱性がどこにあるのかということが必要になってくる。参考資料２

－１の 42,43 ページはハザードマップが掲載されているが、これは外力を示すにとどまっており

リスク分析や脆弱性を評価している内容にはなっていない。そこがわかると裏返しが対策になる。

リスク分析をどの程度やるのかを次回までに検討してもらいたい。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・前段については資料に記載する。 

 ・リスク分析はどこまでできるか考える。 

 

◆岡委員 

 ・国立環境研究所の適応センターに所属しているが、我々のミッションの一つが自治体の適応計画

策定等のサポートである。何かあればお気軽にお問い合わせいただきたい。 

 

◆吉田会長 

 ・どこまで対策として千代田区がやって、その先の足りない部分はどのような体制によりみんなで

やっていく仕組みをどう作るかというところを切り分ける形で計画ができれば良いと考える。そ

の辺を念頭において今後進めていければと思う。 

 

（３）その他  

 

 

４ 閉 会 


