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令和元年度 第３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３月 26日（木）10時～12時 

 ２ 開催場所 

   区役所８階 第１委員会室 

 ３ 出席委員（５名） 

吉田委員（部会長）、三坂委員（副部会長）、岡委員、岡安委員、増田委員 

４ 欠席委員（２名） 

  西田委員、本田委員 

５ オブザーバー（４名） 

松本 環境まちづくり部長 

谷田部 環境まちづくり部道路公園課長 

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 

 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 

３ 閉 会 

 

【配付資料】 

① 次第 

② 委員名簿 

③ （資料１）第２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）千代田区地球温暖化対策の取組みに関する検証（案） 

⑤ （資料３）第２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） 

⑥ （資料４）千代田区気候変動適応に関する検討（案） 

⑦ （参考資料）「東京都下水道事業 経営レポート 2019」一部抜粋 
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【議事要旨】 

１ 開 会 

 

 

２ 議 題 

（１）地球温暖化対策の検証 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・今回は、これまでの検証内容を報告書の形でまとめた。今回新たに加えた内容は、現行の取組み

の成果と課題に関する記述と今後の検討にあたって留意すべき事項である。 

 ・区としては、現行の条例や計画の目標達成が極めて困難な状況を踏まえ、計画の見直しが必要で

あると考えている。今回はその方向性を共有したうえで、今後の検討にあたって留意すべき事項

についてご意見をいただきたい。 

 ・報告書に CO2 排出量の将来推計について掲載しているが、一部適当なデータがなかったため、記

載を省略している。次回までにまとめたうえで示す。 

◇事務局（夏目環境政策課長・仲澤企画調査係長） 

 ＜資料１・２に基づき説明＞ 

 

◆吉田部会長 

 ・資料２の６ページに地球温暖化対策に係る国内外の動向が記載されているが、東京都の取組みを

追加した方がわかりやすい。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・追加する。 

 

◆吉田部会長 

 ・資料２の 26ページからの区の取組みの検証の中で、27ページに評価記号「△：一部実施、実施後

廃止」とあるが、実施後廃止した事業が見当たらない。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・主要事業の中には実施後廃止した事業はない。67ページ以降の全事業の分析の中で該当する事業

がある。27ページの「実施後廃止」の文言は省略する。 

 

◆三坂副部会長 

 ・資料２の 20ページに部門別の CO2排出量の増減要因が記載されているが、業務部門と家庭部門は

排出量が増加しているのにもかかわらず、要因が減少に貢献したような内容ばかりになっている。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・増加の要因に関する記載が漏れていた。加えて表現する。 

 

◆岡安委員 

 ・資料２の 35ページに今後検討する際に留意すべき事項として、地球温暖化対策は自治体だけでは

なく皆さんで努力して役割分担をするという記載がある。５～６ページの区が地球温暖化対策に

取り組む意義の部分にも、区と住民の方、業務部門や産業部門の方の三者が責任と役割を持って

取り組んでいくという趣旨を入れた方が良い。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・区だけではなく、住民や事業者の方と一緒に分担しながら進めていく考えはある。工夫して表現

する。 

 

◆増田委員 

 ・読者目線で分かりやすい表現で記載してほしい。例えば、資料２の 40ページで低位・中位・高位

シナリオとあるが、それぞれ何パーセントで推移するケースなのか、どのような状況を考えたケ
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ースなのかなど、わかりやすく書いた方が良い。39ページのグラフにある「R２」の値など、本文

の中で市民に伝えるべき内容と、データや図表関係の詳細な情報の書き方についても検討いただ

けると良い。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・わかりやすく表現する。 

 

◆岡委員 

 ・資料２の 35ページで自治体だけではなくみんなで努力するという旨の記載がある。千代田区の特

性として事業者が多い。企業の取組みとして RE100や CDP、SBTなどが昨今よく話題に挙がってい

るため、このようなことも活用のうえ、事業者の取組みも頑張っていただくということを考えの

中に入れれば、より具体的な取組みとしてわかりやすくなるのではないか。 

 ・26ページに区の取組みの評価があるが、この評価は本検討部会の中でされた評価なのか、あるい

は計画自身の評価がこのような形でなされるのか。評価の仕方は適応策の評価にも使える可能性

もあり、教えていただきたい。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・事業者の取組みや姿勢は表現していきたい。 

 ・評価は区で行い、検討部会において意見を聴取したという認識である。計画そのものを評価し、

反省材料を踏まえて新たな目標に向かって検討していきたい。適応策の方にどう影響するかは、

具体的な検討の中でご意見をいただきたい。 

 

◆三坂副部会長 

 ・CO2 排出量の将来推計について、前回、延床面積当たりのエネルギー消費量を減少のトレンドで

予測すると楽観的だという話があったが、実際にどのくらい減るかによって中位・高位シナリオ

で変わってくるだろう。今後どのくらいの目標値を設定するのかにかかってくる。今の建替えや

省エネ等の仕組みが進んでいけば達成できる目標に対して、さらに上乗せでどのくらい課すのか、

そのようなことを検討するうえで非常に参考になるだろう。延床面積当たりのエネルギー消費量

がほぼ変わらない前提であると、目標が少し低めになるのではないかという懸念がある。 

 ・家庭部門についても、世帯当たりのエネルギー消費量が減っているのかどうか、数値としてほし

い。今後の目標を立てる上で重要になると思うため、検討してもらいたい。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・次回お示しする。 

◆吉田部会長 

 ・低位シナリオが算出中となっているが、どのようなシナリオを想定しているのか。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・シナリオについては、実際のところ悩んでいる。低位シナリオは、延床面積の伸びをどうするか、

容積消化率を出したかったが数値がなかったため、類似のデータを探している。低位シナリオは、

延床面積がこのままのトレンドで伸びないこと、床面積当たりのエネルギー消費量が減っていく

ことが要素になると考えている。中位シナリオは何も変わらないとしているが、推計とも言い難

い部分はある。高位シナリオは延床面積の伸びの変化のみで延床面積当たりの消費量は変わらな

いとしている。適当であるか、改めて整理する。 

 

◆吉田部会長 

 ・コロナウイルスの影響でテレワーク等が進み、今年の実績を分析するとかなり減っているのでは

ないかと考えられる。今年が終わった段階でいろいろ検証してもらう必要がある。 

 

◆岡安委員 

 ・今後の目標設定に関するアイデアとして、やらなければならない理想の目標と、やれることの目

標、そのような視点を付けると良いのではないかと考える。効果と対策の量という二つの目標を

設け、短期については対策量、長期については効果という２軸で評価するというのはどうか。 
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◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・実際どのような目標を立てるかは内部的にも悩んでいるところではあるが、共有すべき将来像と

しての目標と積上げにプラスアルファした目標を模索してみる。また相談させてもらいたい。 

 

◆岡安委員 

 ・検証となると、普通は課題のあとに対策の方向性や目標設定を結論として出すが、どこまでがこ

の検討部会や検証資料の取りまとめとなるのか。今後の見通しを教えてもらいたい。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・検証資料については、今回で固めるということではなく、今後データを追加するなどしていくが、

どこかの段階までにはまとめたい。 

・計画の見直しは必要だと考えており、新たな対策や拡充策を提案し、検討部会において検討、提

案してもらいながら新たな計画作りをする方向性で考えている。検討部会には、次の計画ができ

るまでの間、ご協力をいただきたい。 

 

◆増田委員 

 ・資料２の 28ページから主要事業の検証があるが、これらの事業は予算規模の観点からも主要な事

業になっているのか。費用対効果の視点を参考に教えてもらいたい。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・ここで掲げる主要事業は、予算ベースだとかかっている事業もあれば、あまりかかっていない事

業もある。 

 ・費用対効果は以前検証したが、何を指標として効果を測るか、CO2 排出量で定量化できない事業

もあり、断念した。評価の仕方の中で補完できるものがあればしていきたい。 

 

◆吉田部会長 

 ・実績値が年度ごとに出してあるが、当初目標を設定した際にどのような数値を想定したのか。計

画時にどのように見積もっていたのかもグラフに落ちているとその比較ができる。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・検討する。 

 

（２）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） 

 ・今回は、千代田区の適応計画において適応策を策定する分野を共有したうえで、今後の検討に当

たって留意すべき事項について、さらにご意見をいただきたい。 

◇事務局（夏目環境政策課長・仲澤企画調査係長） 

 ＜資料３・４に基づき説明＞ 

 

◆岡委員 

 ・以前検討部会の中で生物多様性についても検討しているという話があったが、その後どのように

検討しているか。 

 ・対応力の評価について、各分野の現場の方がそれぞれの現象について現状を一番理解しているの

ではないか。個々の判断に至る際に担当部署と話したうえでの評価になっているのか。 

 ・判断をする際に必要な科学的なデータが絞れているようであれば、我々のような研究者がしかる

べき研究者を見つけて知見を聞くこともあるかと考える。必要に応じて相談していただければと

思う。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・生物多様性について、当課で所管する生物多様性推進会議で話したが、今のところ委員からの意

見はない。もう少し様子を見させてもらいたい。ただ、いま挙げている分野の対策をやっていく

ことで生物多様性の方にマイナスの影響にはならず、ある程度はカバーできるところも多いので

はないかと考えている。 
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 ・評価について、現場の人の声はすべてに関しては聞けていない。引き続き調査したい。 

 ・評価にあたっては、本来であれば科学的なデータでリスクの程度を想定するべきだと考えるが、

リスクの程度まで含めて想定することが難しかったため、今回はこのような言葉でまとめて評価

した形にした。今後適応策を具体的に検討していくにあたって、科学的なデータ等が必要なもの

もあると思うため、ぜひ相談させてもらいたい。 

 

◆三坂副部会長 

 ・資料４の 43ページで優先的に取り組む分野が挙げられているが、優先的という言葉であればこれ

で十分と考えている。それ以外の分野について、今後どのように構築していくのかということを

少し記述した方が良い。 

 ・40ページの「その他（暑熱による生活への影響）」の内容がほぼ熱中症、健康への影響と同じにな

っているが、千代田区であれば、例えば真夏に行われるイベントができなくなる、働いている方

の移動が困難になる、皇居周辺でジョギングをされている方への影響などの項目も入ってくると

思う。そのような生活全般にわたる影響としてリスクがあるという視点も盛り込んだ方が良い。 

 ・44ページ以降の対応力について、ヒートアイランド対策として挙げられているものは、ほぼ緩和

策で挙げたものになる。適応策としても有効なのか、共便益とトレードオフの関係をしっかり見

ておくことが必要だと考える。緩和策として効果的なもの、適応策として効果的なもの、両方に

効果的なものなど、○×的な評価をしておいて方向性を示すと良い。ヒートアイランド対策とし

ての緩和と適応以外にも、地球温暖化への対策も含めて、それぞれがどのような関係にあるのか、

Win-Win になっているのか、あるいは連携して一つのものとしてできるのかなど、横のつなぎも

少し検討すると良いのではないか。 

 ・46,47 ページの暑さの話について、今までの緩和策の目標は気温低下にあったが、熱中症となる

と、気温以外の要素も含めた、いわゆる熱ストレスを減らすということになる。その場合、環境

省のガイドラインなどでもメインになるのは日射遮蔽である。この対策が明確に出てきていない

ことが気になる。まちの中でどのように日陰を作るか、日陰を優先的に歩いていくような取組み

をどのように進めるのか、啓蒙する活動などを盛り込むという意味では、追加的な取組みが必要

ということになる。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・優先事項以外の取扱いは検討する。 

 ・暑さと熱中症について、適応計画を作る際に項目を分けるか、あわせて幅広く考えるのかは工夫

の仕方だと考えている。次回以降、事業や施策の提案をする中で考えていきたい。 

 ・適応策が緩和策に影響を与えるとしてもやるという判断はある。適応策は人命にかかわる話であ

るため、積極的に考えていきたい。 

 ・暑熱の対応力の評価は今の意見を受け止めると「既存の施策で対応可能」ではないとも思える。

他の委員の意見もいただいたうえで検討する。 

 

◆増田委員 

 ・資料４の 116 ページにあるように、地元自治体と企業が連携して気候変動適応に取り組むことで

企業価値が上がる、地域の価値が向上するというところが千代田区らしく、メッセージとして大

事であると考える。 

 ・44ページに「対策」と「対応」という言葉があるが、対策はこれまでの議論を踏まえて判断でき

ることを着々と計画的にやっていくという考え方、対応は対策が未完了の段階や、十分にとった

としてもどのようなことが起きるか分からない中で、実際にいろいろなことが起きた時にどのよ

うに乗り切ることができるのかというところが特徴としてある。対策を着々としていく一方で厳

しい状況が起きてしまったときに自治体としてどのように優先順位をつけてやっていくか、限ら

れた資源をどう振り分けていくのかという議論もあわせてできると良い。 

 ・自治体の役割としては、情報を的確に集約してニーズに応じて伝えていくということがとても大

事だと考えている。 

 ・53ページに「防災センター」とあるが、自治体の災害対策本部のようなものか。 
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◇オブザーバー（加藤災害対策・危機管理課長） 

 ・防災センターは各種システムが置いてあるところを指す。災害対策本部の中の一つの部屋という

位置づけである。 

 

◆岡安委員 

・適応策の目標を何にするか、体系としてどう組み立てていくのかについて、皆さんにこういうこ

とで行動していきましょうと最後の取りまとめをするときに立て付けを変えたほうが良いのでは

ないかと考える。 

・資料４の 43,44 ページのメニューはわかるが、今後このような行動の計画をするとなった場合、

経緯がわからない人からすると中身に違うものが入っている感じがする。災害については、リス

クは３つの要素で整理することになっている。１つはハザード（外力）であり、洪水や内水、強

風や熱暑などの熱環境等の外力がどう変わるのかという要素である。２つ目はエクスポージャー

であり、空間にどのような資産や人が立地しているか、熱暑のところに人が集中しているのか、

浸水しやすいところに企業があるのかという要素である。３つ目はバルネラビリティ（脆弱性）

である。人であれば高齢者は外力が強ければ熱暑でダメージを受けやすい、資産であれば地下街

などでは浸水に対して脆弱性があるというようなことである。この３つ要素のどの軸で整理して

いるかがわからなくなってしまう。 

・目標をどうするかとなった際に、例えば自然災害の洪水や内水の外力を減らすことは千代田区で

はできないため、起きたことに対して一人でも命をなくさないようにすることや企業の復旧が早

くなるようにするなどの対応になる。43ページの項目だてと実際にやることや目標との関係がす

っと流れていかないように思う。リスクの３要素などの立て付けに組み替えたほうが良いかもし

れない。 

・例えば千代田区の適応策の目標として、熱暑であろうが洪水だろうが渇水であろうが、人命だけ

は守る、特に高齢者や来街者等のこの空間の場がよくわかっていない人でも命をなくさないとい

うことや、災害が起きた時に復旧を容易にするような支援策をするなどの目標設定をした際、５

つの項目はどのようにぶら下がってくるのか。 

・目標設定とリスク認識で体系化をすると、45ページ以降の並び順や組み合わせも変わるのではな

いか。 

・水害については施策の体系図を作っているため、それを参考に他の分野も包含してできるかもし

れない。 

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・組み方や立て付けの在り方はぜひ相談させてもらいたい。 

 

◆吉田部会長 

 ・資料４の 43ページにある適応策の分野について、優先的に取り組む分野としてはこれを確定する

ということでよいか。優先的ではないが取り組むことをどのように整理するかについては、引き

続き検討してもらいたい。 

 

（３）その他  

◇事務局（夏目環境政策課長） 

 ・次回以降は緩和策と適応策について具体的な検討に入っていく予定である。上位会議体への報告

や庁内手続きをしたうえで日程調整をする。 

 ・委員からの緩和策や適応策の具体的な提案を参考にさせてもらいため、情報提供いただきたい。 

 

 

３ 閉 会 


