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令和元年度 第２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２月 18日（火）10時～12時 

 ２ 開催場所 

   区役所４階 会議室Ｂ 

 ３ 出席委員（７名）  

吉田委員（部会長）、三坂委員（副部会長）、岡委員、岡安委員、西田委員、本田委員、 

増田委員 

４ 欠席委員（０名） 

５ オブザーバー（６名） 

小澤 参与 

山﨑 保健福祉部地域保健課長 

印出井環境まちづくり部景観・都市計画課長 

加藤 政策経営部災害対策・危機管理課長 

西村 環境まちづくり部道路公園課管理係長（谷田部道路公園課長の代理出席） 

鴨志田環境まちづくり清掃事務所ごみ減量指導係長（伊藤清掃事務所長の代理出席） 

 ６ 事務局（４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、落合エネルギー対策係長 

 

【 次 第 】 

１ 開 会 

２ 議 題 

（１）地域気候変動適応計画策定に向けた検討 

（２）地球温暖化対策の検証 

（３）その他 

３ 閉 会 

 

【配付資料】 

① 次第 

② 委員名簿 

③ （資料１）第１回検討部会における意見等への対応について（緩和策関連） 

④ （資料２）地球温暖化対策にかかる検証資料 

⑤ （資料３）地球温暖化対策に関する課題のまとめ ＜第 1回資料 1-5＞ 

⑥ （資料４）千代田区の温室効果ガス排出量の将来推計結果について 

⑦ （資料５）第１回検討部会における意見等への対応について（適応策関連） 

⑧ （資料６）気候変動適応に関する追加調査 

⑨ （資料７）千代田区における気候変動の影響評価結果＜第 1回参考資料 2-2(更新)＞ 

⑩ （資料８）気候変動に関連する既存施策の対応表 ＜第 1回参考資料 2-3(更新)＞ 
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⑪ （資料９）既存施策の気候変動影響への対応力の整理 

⑫ （参考資料１）区の主な取組みの検証結果 ＜第 1回資料 1-4＞ 

⑬ （参考資料２）区の取組みの検証結果一覧 ＜第 1回参考資料 1-4-1＞ 

⑭ （参考資料３）地域気候変動適応計画策定に向けた検討について＜第 1回資料 2(更新)＞ 

⑮ （参考資料４）気候変動の影響評価のための根拠情報 ＜第 1回参考資料 2-1＞ 

⑯ （参考資料５）千代田区地域防災計画（風水害対策編）-タイムライン部分抜粋 

⑰ （参考資料６）気候変動と健康 

⑱ （参考資料７）千代田区内における過去の浸水被害等 

 

【議事要旨】  

１ 開 会 

 

 

２ 議 題 

（１）地域気候変動適応計画策定に向けた検討  

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・本日の論点は主に２点ある。 

  １点目は、前回千代田区において適応策の策定が必要な分野の絞り込みに関する事務局案を示し、

委員からご意見・ご指摘をいただき修正した。そこで今回は、その修正点や検証項目、追加した

データについて意見をいただきたい。意見をいただくにあたっては、自由意見のほか、適応策を

策定する項目が適正か否か、データや分析事項に追加や深掘りの必要性がないか等の視点でお願

いしたい。 

  ２点目は、適応策が必要な分野における既存施策の適応範囲についてご説明させていただき、ご

意見・ご助言をいただきたい。 

◇事務局（夏目環境政策課長・仲澤企画調査係長） 

 ＜資料１～４に基づき説明＞ 

◆本田委員 

 ＜参考資料６に基づき説明＞ 

 

◆岡委員 

 ・資料６の熱中症の救急搬送者数について、2018年のデータのみを分析しているが、この年は例年

よりも暑かった年であるため、傾向が特異な可能性がある。過去のデータも確認した方が良い。 

・資料７について、気候変動の影響評価の結果は関連する部署にも確認してもっているという認識

で良いか。現場が一番どのような現象が起きているかを把握していると思いお聞きした。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・影響評価の結果について、すべてではないが、ある程度は確認してもらっている。また、自然生

態系の分野に関連する環境政策課所管の生物多様性推進会議において、先日気候変動適応に関す

る検討データを示したが、その場では特段意見はなった。今後区として適応策を策定する分野を

決定した後もこの検討部会の議論や他のタイムリーな情報により分野を追加することもある。今

後も柔軟に検討する。 

◆吉田部会長 

 ・今は項目として挙がっていない自然生態系について、今後入れていく可能性があるということか。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・この検討部会の評価としては優先項目に挙がっていないため含めるつもりはないが、生物多様性

推進会議から入れるべきだとの意見があり、詳細な評価の結果必要だということになった場合は、

検討部会に相談させてもらう。 
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◆三坂副部会長 

 ・資料８や９について、ヒートアイランド対策として今までやってきたものの多くは緩和策の取組

みだと思うが、適応策の中の施策として位置づけるのか。その辺はどのように考えているか。 

 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・現状では決めていない。また相談させてもらいたい。 

 

◆本田委員 

 ・ヒートアイランド対策は共便益（コベネフィット）にあたるかと思うが、逆にトレードオフで一

つの施策がネガティブな影響を及ぼすこともある。形式上適応策と緩和策を分けることは良いと

思うが、共便益とトレードオフについては別途両方勘案して一番良いところを目指す対応が必要

になってくる。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・具体的な施策を考える際にセットで考える。 

 

◆西田委員 

・資料６にある建物の浸水対策について、このような対策は区がすべてを行うわけではなく、区民

や区内の会社等に実施してもらうことが多いと思う。住宅向けの（自己チェック型の）チェック

リストの提供や、大きなデベロップメントに対しては既存の建築の審査制度につなげるような形

のチェックリストを長期的に作るのは良いと考える。 

 ・ハザードマップのエリアと異なる場所が浸水しているケースがある。もう少しハザードマップを

リアリティのあるものにし、例えば危険だとされている場所の会社や住宅に関してチェックリス

トを示すなど、積極的に区から知らせる形ができると良いだろう。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・ハザードマップに関しては積極的に出しており、また浸水した場合の水位なども公共施設に表示

するなどは実施しているが、また災害対策の部署と調整する。 

◆西田委員 

 ・危険なところに住んでいると案外慣れてしまう。最低限何を気をつけるかなど、行動指針のよう

なものがあると進むのではないか。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・実施しているものがあれば次回までに示す。建物の対策については区だけですべてはできないが、

災害対策や道路公園部門の雨水浸透に関する指導、建物における対策に関する相談などは継続す

る必要があると考える。一方で新築や改修する建物に対してチェックリストを作成することはで

きるだろう。具体的な適応策を検討する際にメニューとして考える。 

 

◆岡安委員 

 ・都市部は川の流れだけではなく、地表の低いところと下水道管路の近いところが溢れやすい構造

がある。東京都の下水道局が整備しているが、構造的に弱いところは引き続き浸水する可能性が

ある。ハザードマップに加えて実際に浸水している実績ベースのマップも両方見て、構造的に浸

水しやすい地域については、お住いの方にそのような認識をしてもらう働きかけが重要である。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・平成 20年度以降浸水の実績がないことについて、どの程度対応が強化されているか調べたい。 

◇オブザーバー（山﨑地域保健課長） 

 ・下水道整備はかなり進んでおり、最近内水氾濫はかなり抑えられている。常に東京都の下水道局

や区は対応しているところである。 

◇オブザーバー（印出井景観・都市計画課長） 

 ・いくつかの貯留施設は整備中であるとのことで、今後効果が期待できるところではあるが、それ

を超えるような状況が起こってきている。都市計画の観点から言えば、グレーインフラの整備に

対して区として協力しつつ、割と大規模敷地の開発の際に、グリーンインフラの観点から緑など
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敷地内でできるだけ雨水を吸収するような仕組み、緑化とも連携した取組みになるだろうが、そ

のような動きが徐々に出てきている。グレーインフラとグリーンインフラを連携させながら想定

以上の今後の気候変動に対応していこうという考え方はあるだろう。 

 

◇オブザーバー（加藤災害対策・危機管理課長） 

 ・ハザードマップの神田川版については、今後の東京都の方で浸水の想定を見直すという話があり、

対応する予定である。また、荒川版については、昨年の夏に浸水設定を新たにし、神田川版と併

せて区内全戸に配布しているところである。そのような形で区民への周知を鋭意進めている。 

◆岡安委員 

 ・IPCCの報告などによると日本近海では台風の頻度は減るが、もう少し大きな台風が来るというこ

とである。施設整備をしていけば安全にはなるが、頻度が少なくなり、浸水実績が減ると忘れて

しまう。そして大きい台風が来たときに初めて浸水を経験するというようなことになることが怖

い。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・気候変動のリスクをどこに置くか、想定できないものにどう対応・準備するかという視点も必要

である。また相談させてもらいたい。 

◆増田委員 

 ・昨今の災害、特に千葉県での台風 15号等を見ると、危機事象が発生したときの情報共有の重要性

が課題として挙がっている。初動が遅れて大変混乱したということがあった。専門用語で Common 

Operational Picture という、状況認識の統一という言葉があるが、対応に当たる組織や人の間

で統一的な基礎となる状況認識ができるか否かが一つ大きな課題として出てきている。2018 年、

2019年はいろいろとあったが、それらの教訓を踏まえたときにどのような視点が加味できるのか、

昨今の課題となっている点を注意してみると良いだろう。資料は網羅的に整理ができているが、

それぞれの中で少しメリハリを付けられると良い。 

 ・資料６の７ページだが、物理的リスクと移行リスクがまとめて記載されている。企業の立場から

すると、移行リスクが非常に大きいということが議論されている。今後低炭素社会に本格的に移

行するときに経営環境や産業構造が大きく変化し、場合によっては既存事業の価値や地位が大き

く失われる恐れもあるということが議論されている。それらを一連の議論の中でどのように扱う

か、千代田区においては、まずそのような現在企業の置かれている状況が共有できれば大変有意

義である。また、千代田区は日本や世界を代表するような企業が集積しているため、行政の立場

としてどのようなことが考えられるか、これについては私も考えてきたい。 

 ・企業側の移行リスクのうち、規制の強化も大きなリスクとして認識されている。行政の立場は規

制する側になるだろうが、どのようなことが整理できるか考えている。 

 ・例えば電鉄会社であれば、風水害対策をするなど悪天候に備えて運行管理を厳しくするようなこ

とに加えて、水害リスクで沿線の不動産価値が大きく下がった場合、あるいは在宅勤務が進んで

利用者が減った場合などについてもリスクとして総合的に考えていくというのが現状である。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・産業・経済活動を継続、拡大させていきながら気候変動に対応していくための適応策については、

区の方で調べて次回以降出していきたい。次回までに委員に伺うことがあるかもしれないが、個

別にご対応いただきたい。 

 

◆岡安委員 

 ・資料９の対応力の判断基準について、これで評価できるのか。挙げている対策は間接的な対策の

ため、効果と結びつかない場合が多い。直接的に評価することは難しいため、例えば対応可能目

標などについて理想の目標と現状を比較して評価するなど、翻訳して考えないと先に進めないの

ではないか。一方で目標になじまない項目もある。他の委員にも意見をもらいたい。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・前回の検討部会で、既存施策の対応力を見るために目標があればその達成度に照らして評価して

はどうかとの指摘があった。実際やってみると定量的な目標はあまりなく、結果として目標や内
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容、現在の進捗を並べて記載するにとどまり、評価はできていない状況である。ご意見を踏まえ、

定性的な、目的に対してどの程度達成できているのか、数値化できない部分もあるとは思うが、

見ていきたい。次回また相談させてもらう。 

 

◆岡委員 

 ・私の知る限り他の自治体もここまで詳細に対策を分析しておらず、そういう意味では先進的で、

なおかつ難しい作業だと思う。対応力をどう測るかはおそらく分野によって異なり、したがって

分野ごとに何ができるかを見ていく必要があると考えている。判断に有用な情報の一つとしては、

例えば、最高気温が将来どの程度上昇するか、台風がどの程度増加するかなど、影響と施策の間

に来るような気候の数値だろう。数値を求めることが難しい指標もあるが、整理することができ

れば対応力を評価する判断材料になると思う。 

 

（２）地球温暖化対策の検証  

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・本日の論点は主に２点ある。 

  １点目は、本区におけるＣＯ2 排出量の増減について、前回の意見を踏まえて検証項目やデータ

を追加したため、ご意見をいただきたい。意見をいただくにあたっては、自由意見のほか、ＣＯ

2排出量の増減要因や分析内容、区の個別の取組みによる成果と課題等についてお願いしたい。 

  ２点目は、ＣＯ2排出量の趨勢、ＢＡＵについてご意見、助言をいただきたい。 

◇事務局（仲澤企画調査係長） 

 ＜資料５～９に基づき説明＞ 

 

◆西田委員 

 ・区の対策として需要側に働きかけることが中心であることを考えると、それを測る視点が重要で

ある。過去の排出係数の変化や今後も様々な排出係数のものが増えることを考えると、ＣＯ2 排

出量だけではなく、エネルギーベースで統計等を整理しておくことが大変重要だと考える。また、

どのようなエネルギーを使うのか、エネルギーの種別をどのように区民や企業が選択していくの

かを分かりやすく、将来的に見せていけるような形で指標等を整理することが必要である。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・総量削減の目標はありながらも、成果、民間努力を測るにあたって、エネルギー使用量も必要で

あると考えている。世帯当たりや床面積当たりなど切り口はいろいろとあると思うが、今後示し

ていきたい。 

◆吉田部会長 

 ・以前、千代田区で温暖化対策を実施した場合にＢＡＵに対して将来どのようになるか、数値を出

していたと思う。建物の対策と、電力の排出係数のようなエネルギー源の供給者側の努力とを分

けて整理したかと思うが、そのときの考え方がどのようになっているかを教えてもらいたい。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

  ・確認し、可能であればその試算に対して結果がどうであったかを示す。 

◆吉田部会長 

 ・温暖化対策は、建物レベルで負荷を減らすというのがまずあり、減らした負荷に対してなるべく

高効率機器を利用することで消費エネルギーを減らしていく、どうしても消費しなければならな

いエネルギーを環境負荷の小さいものを積極的に選択していくという段階があると思う。これは、

地域レベルでも同様であり、都市として都市構造を変えることなどにより負荷を減らすというと

ころから、集約してエネルギーをマネジメントする地域冷暖房のようなものを入れて消費エネル

ギーを減らす、最終的には再生可能エネルギーや未利用エネルギー等のなるべくクリーンなエネ

ルギーを使うという流れだと思う。それを整理したうえで、区がこれから実施する対策がどの部

分に相当するかというところを踏まえて整理すると良いだろう。区がすべきことと民間の事業者

がすること、それを区がどのように支援するかなど、整理していくとわかりやすくなると思う。 
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◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・今後区で緩和策に対する考え方、将来像や取組み方法等を示すが、ご指摘のように段階を踏んで

実施していく考え方を整理して計画で示せると良いと考えている。 

 

◆吉田部会長 

 ・この考え方だと西田委員の意見のようにエネルギーを最初に抑えたうえで最終的にＣＯ2 を削減

することにつながるため、そのような整理の仕方をしてもらいたい。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・補助指標とするか別の目標とするかは検討の必要があるが、いずれかの段階で示す。 

◇オブザーバー（印出井景観・都市計画課長） 

 ・区では現在、都市計画マスタープランの改定を進めている。低炭素やエネルギーの自立分散化に

ついては環境面と防災面の両方に関わる課題であり、特に中枢機能が集まる千代田区においては

積極的に進めるとしている。その中で建物そのものと配置する設備、電力や熱をつくることも含

めて高効率化、さらにエリア全体としてどのように災害時も自立分散化を実現できるかを考えて

いるところである。エネルギー面のアプローチと低炭素のアプローチを念頭に置きながら進めて

いく考えで取り組んでいるため、こちらの検討と連携させながら、どのような形で反映できるか

を研究していきたい。 

 

◆西田委員 

 ・資料２の 49 ページにおいて建物のサイクルを示しているが、棟数で 64 年間のサイクルというこ

とであれば、2050年を目途にしている中で既存建築物への対策を強化しなければならないという

話になるだろう。千代田区が新築の建築物に重きを置くのであれば、棟数だけではなく、面積割

合でサイクルが考えられることも含めて記載するべきである。新築を他の自治体と比べてどのよ

うに力を入れて指導するかということを区の政策として総合的に出す資料にしては良いのではな

いか。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・既存建築物、新築建築物いずれの対策も大事であると現段階では考えている。どちらに重きを置

くかなど今後の検討の中でご意見をいただきたい。 

 

◆岡安委員 

 ・資料に誤植がある。資料１の２ページ、12番に記載している「Ｌ１」と「Ｌ２」は逆である。 

 

◆三坂副部会長 

 ・資料４で将来予測をしているが、延床面積が増加し、延床面積当たりのエネルギー消費量が今の

ままであるという前提か。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・延床面積当たりのエネルギー消費量が減少するトレンドを用いて数値を算出したが、かなり楽観

的な結果となった。これまで床面積当たりのエネルギー消費量がかなり減っており、今後も同じ

カーブを引いてよいのかという懸念があったため、今回は固定の数値で示している。 

◆西田委員 

 ・延床面積について、全国的には今後かなり落ちていく傾向であるということが、経済産業省も含

めて考えられている。千代田区は他が減っても増加していくという考え方もあるとは思うが、そ

うではないケースも併せて出して両にらみで検討した方が良い。 

 ・世帯も今後伸びていく推計なのか。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・区の人口推計では、世帯数もしばらく伸びると推計している。 

◇オブザーバー（印出井景観・都市計画課長） 

 ・人口については住居のポテンシャル、受け側のポテンシャルと東京一極集中がしばらく続きそう

だということで一定程度右肩上がりが推定されている。 
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 ・延床面積については、全国的な流れではかなり成熟してきているが、東京一極集中のトレンドは

ある。一方で、容積消化率は飽和しており、今の東京の用途地域の状況であるとすれば、必ずし

も単純に右肩上がりにはならないこともあると考えている。例えば容積消化率の動向を踏まえた

シミュレーションのようなものができるかお互いに研究する。 

◆西田委員 

 ・新築面積だけではなく、エネルギーを使う部分である活用面積という概念もある。その場合、活

用面積は人口に比して減っていくはず。 

◇オブザーバー（印出井景観・都市計画課長） 

 ・従来のようにオフィスで仕事をする空間が少なくなっているところもあるため、その辺も考慮す

る必要があると考えるが、データとして落とし込むときの理屈付けが難しいため、今回はこのよ

うな数字をお示しした。 

◆増田委員 

 ・地域や地区によって様子も大分違うため、その辺も検討してもらいたい。 

 

（３）その他  

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・適応策について、次回は適応策の策定分野、取組み事項について示す。また、今回の意見を踏ま

え、資料の修正等も行う。次回示すものを第４回以降の具体的な適応策を検討する際の基礎資料

としたい。 

 ・緩和策について、ＢＡＵ等の修正やデータの追加等を行う。次回は取りまとめの報告をし、検討

結果をまとめたいと考えている。第４回以降は具体的な対策や目標等についてご意見をいただき

たい。 

 ・いずれの資料についても次回に一旦は意見を踏まえて決定する予定だが、その後も必要に応じて

柔軟に修正していきたいと考えているため、ご理解いただきたい。 

 ・次回の検討部会の日程は、３月 26日（木）10時～12時を予定している。 

 

 

３ 閉 会 


