
 

令和４年度府中市環境審議会 

第１回及び第２回地球温暖化対策部会報告 

 

 

１ 日時  

【第１回】令和４年６月３日（金） 午後６時００分～９時００分 

【第２回】令和４年７月１４日（木） 午後６時００分～８時３０分 

 

２ 会場  

【第１回】府中市役所北庁舎３階第５会議室 

【第２回】府中市役所北庁舎３階第２会議室 

 

３ 出席委員  

【第１回】澤部会長、表委員、安部委員、平崎委員、小西委員、山村委員、榎本委員（会長）、

河村委員、鴫原委員、成瀬委員 

【第２回】同上 

 

４ 議題 

【第１回】第３次府中市環境基本計画（素案）第４章基本方針１について 

【第２回】第３次府中市環境基本計画（素案）について 

 

５ 議事内容 

【第１回】 

第３次府中市環境基本計画（素案）第４章基本方針１について 

 ア 内容 

   前回部会における基本方針１の施策体系及び構成に関する議論、及び令和４年度第１

回環境審議会本会にて頂いたご意見を踏まえ作成した基本方針２素案について 

イ 主なご意見と事務局対応 

No 議題 主なご意見 対応方針 

1 用語に

ついて 

温室効果ガスのその他 6 ガス（HFCs

等）の補足説明が必要ではないか。 

注釈や用語集で補足説明いたしま

す。 

2 カタカナ表現をやめてほしい。 表現を修正いたします。 

3 実質ゼロの補足説明が必要である。 コラムの作成で対応いたします。 

資料７ 
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4 市民は市民団体という用語に統一す

るようにしてほしい。 

表現を統一いたします。 

5 図・表

につい

て 

温室効果ガス排出量は、CO2,HFCs 以

外の 5 ガスはひとまとめでも良いの

では。 

ご意見参考にさせていただきます。 

6 家庭からの HFCs は算定に含まれず、

大半は業務用・産業用である。 

コラムを用いて代替フロンの説明を

行います。 

7 削減目標をグラフ化して示してほし

い。 

作成し対応いたします。 

8 どちらが民生家庭部門かわからない。 タイトルを左・民生家庭部門、右民生

業務部門と表記して対応いたしま

す。 

9 参考指標、現状値、目標値の年度はす

べて同じである。網掛けの下に●～●

年の目標値であると整理した方が分

かりやすい。  

目標年度が同じ場合は、一括りで整

理します。 

10 成果指標は目標割合 を入れた方が良

いのではないか。 

修正し対応いたします。 

11 カーボンオフセット事業を現在進め

ていて目標値を設定していることを

補足説明してほしい。 

注釈またはコラムを加えます。 

12 個別施

策につ

いて 

府中市らしさがでるものにして欲し

い。 

写真やコラム等で府中市の具体的な

取組等を記載し、府中市らしさを表

現してまいります。 

13 市民・事業者の取組は個別施策に対応

して分散させてほしい。 

施策ごとに市民・事業者の取組を整

理しています。 

14 市民協働の内容をもっと記載してほ

しい。 

基本方針毎に協働して取り組みたい

内容を記載するほか、各施策ごとに

記載する市民・事業者の取組のなか

で、協働で行ってまいりたい内容を

記載してまいります。 

15 施策の方向性の基本政策が施策体系

図のどこに当たるのか関連性がわか

るように整理してほしい。 

施策体系図を修正いたします。 
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16 コラム

につい

て 

ZEB は市民がわからないのではない

か。 

ZEB など市民になじみのない内容に

は注釈や用語集、コラム等で解説を

記述します。 

17 グリーンインフラのコラム内容につ

いて、防災面での説明が抜けている。 

グリーンインフラのコラムの内容を

修正いたします。 

18 構成に

ついて 

SDGs が環境基本計画にどのようにか

かわってくるのか分からない。 

資料編においてSDGsの個別の目標を

整理します。 

20 目指すべき姿の日本語がおかしい。あ

とは、目指すべき姿があってから削減

目標を入れたほうが良いのでは。 

目指すべき姿の表現、構成を見直し

ます。 

21 資料 2 P.11 の中期・長期目標の補足

説明があった方が分かりやすい。 

計画目標・長期目標達成の設定根拠

を明記します。 

22 指標を整理しているが、これに向けて

市民が何をしていけばよいのか分か

らない（P.9 で目標設定した後、P.14

にいきなり指標が出てくるのは唐突

である）。 

行動指針の中で市民ができる取組を

イラストなどを用いて整理します。 

23 その他 協定書で市としてもゼロカーボンシ

ティに向けて取組を進めるが、市民が

取組むべきであることも強調してほ

しい。 

文章を修正いたします。 

24 一番上の課題の表現「～より～よる

～」がわかりにくい。 

表現を見直します。 

25 出典の明記をすること。 出典を記載いたします。 

26 ３）エネルギー消費原単位の改善の補

足説明をしてほしい。 

府中市の実態に合わせた考察を加え

ます。 

27 指標について中間目標があった方が

良い。  

一部の指標については、市の関連計

画で設定されている指標を用いてお

ることから、中間目標を設定するこ

とが困難です。 

28 バイオガス発電はバイオマス発電の

中の一つの方法であるため並列に記

載しないこと。 

表現を見直しております。 
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【第２回】 

第３次府中市環境基本計画（素案）について 

  ア 内容 

前回部会における素案に対するご意見を踏まえ作成した素案（修正案）について 

  イ 主なご意見と事務局対応  

No 議題 主なご意見 対応方針 

1 施策案、

指標及び

市民・事

業者の取

組案につ

いて 

４ページに記載の施策の展開とそ

れ以降の構成が対応していない。 

記載を修正します。 

2 カーボンオフセットによって目標

が達成できるわけではないので表

現に注意すること。 

指標としての記載方法については、

注記等を入れながら対応します。 

4 コラムのZEHと ZEBの図については

国土交通省の資料が一番わかりや

すい。 

資料を確認し、修正します。 

6 エネルギーの地産地消の意味につ

いて、市民は分からないのでは。 

コラム等で対応します。 

8 気候変動に対する地域対応におい

ては、水害だけでなく災害そのもの

の話もあるのではないか。 

記載内容について、再度検討を行い

ます。 

9 削減目標を記した図には 2013 年度

だけではなく近年の数値（温室効果

ガス排出量）を入れたほうが良い。 

削減目標の図を修正し、対応いたし

ます。 

10 市民・事業者の取組内容は、能動的

な取組を引き出す表現にすべきで

はないか。 

全体的に表現を改めます。 

11 基本政策 3 について、EV も燃料電池

自動車も普及させたいということ

か。 

ＥＶと燃料電池車については、どち

らか一方というわけではなく、環境

に配慮した車両として、どちらも推

進していく考えです。 

12 市の取組で府中市に関する教材整

備も記載してほしい。 

記載について検討させていただき

ます。 

13 公園のベンチや遊歩道の日陰がな

い場所での整備を市の取組として

挙げてほしい。 

記載について検討させていただき

ます。 
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14 ESD は「総合的な学習の時間」だけ

だと小学3年生から中学生のみが対

象になってしまうので、小学校低学

年の「生活科」と高校生の「総合的

な探究の時間」も記載して欲しい。 

関係課とも協議したうえで、検討さ

せていただきます。 

15 重点プロ

ジェクト

案につい

て 

再エネを大規模に導入した場合の

弊害（例：鳥害や電波障害）につい

ても注釈または文章で触れてほし

い。 

重点プロジェクトの記載に当たり、

ご指摘いただいた内容につきまし

ては、記載してまいりたいと考えて

おります。 

16 藤沢市がパナソニックの工場跡地

を活用したように、跡地の活用を積

極的に進めてほしい。 

基地跡地留保地の整備においては、

先進事例を参考に環境に配慮した

まちづくりに取り組んでいきたい

と考えております。 

17 基地跡地は剪定と廃材等を受け入

れるバイオマス発電が誘致できる

と良い。 

様々な課題がある中で、設置ができ

るか検討していくことを記載して

まいりたいと考えております。 

18 再生可能エネルギーに偏った印象

がある。ただ、ステップの考え方は

良い。 

都市の脱炭素化を図っていくうえ

で、太陽光発電システムをはじめと

する再生可能エネルギーの導入と

ともに、省エネの取組も重要となり

ますので、記載内容を再度検討させ

ていただきます。 

20 その他 資料編は SDGs に拘る説明を追記し

てほしい。7 つのターゲットは説明

が必要である。 

資料編において記載させていただ

きます。 

21 全体的に創エネの観点が足りない。 再生可能エネルギーの導入を含め、

創エネの観点で記載を修正してま

いりたいと考えます。 

 

以上 


