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第４回定例会

地域活動

１．分倍河原駅南ロータリー周辺の凸凹改修が行
われたが、一部改修されていない箇所で通行に支
障があったため担当部署に連絡し補修していただ
いた。今後も引き続き、改修を進める。

常任委員会報告

市庁舎建設特別委員会
　敷地拡張の進捗状況、新庁舎建設基本設計の概要、全体工程計画お
よび概算事業費の検討状況等が報告され、審議のうえ了承された。

　総務委員会では議案４件、厚生委員会では議案４件、陳情１件、建設
環境委員会では議案３件、所属する文教委員会では府中駅南口再開発
ビルの府中市立府中の森芸術劇場分館における指定管理者の指定に
ついての議案１件と報告２件が審議され、いずれも可決、了承された。

　12月5日（月）～6月20日（火）の16日間の日程で平成28年府中
市議会第4回定例会（12月議会）が開催されました。

２．府中市が毎月２０日に実施している府中駅周辺清掃に
参加した。東芝プラントシステム㈱の皆さんとともに記念
写真を撮りました。



府中市の環境政策の取り組みについて

【市長答弁】

(1)①本市では、将来にわたり持続的発展が可能な低炭素

社会を構築するため「地球温暖化対策の推進に関する法律」に

基づき、平成２３年に温室効果ガス排出量削減の目標と地球温

暖化対策を体系的に示した「府中市地球温暖化対策地域推進計

画」を策定しました。

　温室効果ガスのうち大きな割合を占める二酸化炭素の排出

量にいて、政府が掲げる国全体の中期目標に準拠し、平成３２年

度までに平成２年度比で１５％削減することを目標に掲げ、省エ

ネ型家電の導入や環境負荷の小さい事業用車両の導入など、市

民・事業者の行動も含めた78の個別施策を示しています。

　目標達成に向けた市の取組としては、市民や事業者の皆様へ

の情報提供や普及啓発を行い、姉妹都市である佐久穂町との共

同によるカーボンオフセットの実施や公共施設への太陽光発電

システムの設置など、自らの環境に配慮した事業活動にも努め

ているところです。

【担当部長答弁】

（1）②本市では１４７台の公用車のうちハイブリッド車が３台（市

長車、議長車、庁用車）、電気自動車が３台（環境政策課１台と庁

用車２台）で「環境に配慮した車」は合計６台です。

　引き続き、庁用車の買い替えに当たっては環境面にも十分配

慮し、車種等を選定していきます。

近年、様々な異常気象、海面の上昇などに見られるように、地球温暖化は依然として進行しており、現状のままで推移
すれば、その影響は生態系に大きな影響を与え、異常気象の発生等、様々な被害が予想されます。─中略（要旨を右上
記載）─新エネルギーの検討も含め、今後さらに温室効果ガスの削減に向けて、取り組みを強化していかねばなりま
せん。環境問題は、１人ひとりが自らのライフスタイルを見つめ直すとともに日頃から実践出来る活動の定着が求め
られています。そこで、
（1）地球温暖化防止対策に向けて
①府中市地球温暖化対策地域推進計画の削減目標について、市の考え方と目標達成への対応について
②環境にやさしい自動車の普及に向けて、府中市の導入促進状況について
③環境に配慮した地域公共交通を守る視点から、広報等を通じての公共交通利用の市民アピールについて
（2）新エネルギーの普及について、自然資源の節減や環境保護に寄与する「新エネルギーシステム」の市の公共施設

への導入状況について 
（3）啓発活動・環境活動について
①東京都が設置した温暖化防止活動推進センターとの連携について 
②小・中学校などにおいて、焼却施設・清掃工場・埋立地最終処分場見学やクリーンキャンペーンなど臨場感のある環
境学習の推進実施状況について
③ヒートアイランド対策や緑の保全と再生に向けて、芝生化事業や既存建築物における屋上緑化や壁面緑化の促進
状況について
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一般質問

次頁へつづく

（１）③二酸化炭素排出量削減のため、市民、事業者、市が、取り

組む７８の個別施策を設定しており「公共交通機関及び自転車

の利用促進」についても重要な施策として位置づけています。

　市民へのアピール方法としては、イベントや公共施設の利用

の場合はホームページや広報、チラシなどにより「車での来場を

ご遠慮いただくよう」記載し、自転車の駐車場を用意するなど、

環境に配慮した交通機関での来場を参加者や利用者にお願いし

ています。

　また、市民の身近な公共交通機関となっている「ちゅうバス」に

ついては、全戸配布の「わたしの便利帳」に路線図を掲載し、運

行間隔や路線の見直しなど、利用拡大に努めています。

（2）太陽光発電システムについては、小中学校３校のほか、リサ

イクルプラザ、矢崎町防災公園、ルミエール府中、押立文化セン

ターなど、合計８か所で導入しています。

　太陽熱利用設備については、文化センター１０か所をはじめ、

特別養護老人ホームあさひ苑、心身障害者福祉センター、学校

給食洗浄センターなど合計１５か所で導入しています。

　このほか、太陽光発電や風力発電システムで発電した電気を

利用している外灯を小中学校や市営住宅、公園など１１か所に１

９基設置しています。

（3）①「東京都地球温暖化防止活動推進センター」は地球温暖

化防止活動の推進を図ることを目的に、平成２０年４月に開設さ

れ、現在個人・事業者に「省エネ相談」や「省エネ診断」などを実

施することや事業所向けに「燃料電池自動車」や「電気自動車

等」の普及促進事業など行っている「東京における地球温暖化

防止活動の拠点」です。

　本市では、同センターでの取り組みや地球温暖化防止のため

の取り組みを支援する制度などを市や環境保全活動センターの

ホームページで紹介しています。

　今後も「府中市環境保全活動センター」が中心となり、「東京

都地球温暖化防止活動推進センター」や東京都、他市町村と連

携し、「地球温暖化防止活動」や「省エネ対策」を支援していきます。

（3）②施設見学としては、小学校４年生社会科で「廃棄物の処

理」の学習と関連させ、クリーンセンター多摩川や江東区にある

中央防波堤埋立処分場などを見学している学校があります。ま

た、小・中学校では、学校近隣を始めとして、多摩川や浅間山など

の清掃活動への参加や地域のクリーンキャンペーンへの参加な

ど、学校や地域の状況に応じて取り組んでいます。

　そのほか、小学校において、水辺の楽校運営協議会の方々に

ご協力いただき、多摩川の自然を学ぶ学校が数校あるほか、市

内小･中学校においては、ＮＰＯ法人と東京農工大学にご協力い

ただき、栽培用ネットやプランターでのゴーヤ栽培を実施し、環

境への意識を高め、自ら働き掛ける実践力を育む教育をしてい

ます。

（3）③本市では子どもたちが自然にふれあう機会を増やし、砂じ

んの発生を抑制するため、ヒートアイランド対策にも資する校庭

の芝生化事業を実施していますが、平成２８年度末現在、小学校

８校の校庭を芝生化しています。

　既存建物における「屋上緑化」や「壁面緑化」の促進状況です

が、屋上緑化については、リサイクルプラザや押立文化セン

ター、小中学校３校などで実施しています。

　「壁面緑化」を実施している公共施設は現在ありません。

●地球温暖化の進行で、地球の平均気温は
2100年までに3～4℃上昇と予測される。
●ＣＯＰ21が2015年11月、フランス・パリで開
催、約140カ国の国際枠組での決意。

・京都議定書以来18年ぶりの法的拘束力のある
国際的な合意文書を採択された。

・世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べ、
1.5℃に抑える努力を追求すること。

・今世紀後半の温室効果ガスの人為的な排出と
吸収の均衡を掲げている。

・5年ごとに貢献内容を提出・更新する仕組み、適
応計画プロセスや行動・実施を規定。
●日本は温室効果ガスの排出量を2030年まで
に2005年比25％削減。2050年までに
2005年比80％削減を目指している。

・2014年度の日本の温室効果ガスの排出量は、
13.6億トンと前年度比3％減少した。

環境政策に関する一般質問前文の要旨



【市長答弁】

(1)①本市では、将来にわたり持続的発展が可能な低炭素

社会を構築するため「地球温暖化対策の推進に関する法律」に

基づき、平成２３年に温室効果ガス排出量削減の目標と地球温

暖化対策を体系的に示した「府中市地球温暖化対策地域推進計

画」を策定しました。

　温室効果ガスのうち大きな割合を占める二酸化炭素の排出

量にいて、政府が掲げる国全体の中期目標に準拠し、平成３２年

度までに平成２年度比で１５％削減することを目標に掲げ、省エ

ネ型家電の導入や環境負荷の小さい事業用車両の導入など、市

民・事業者の行動も含めた78の個別施策を示しています。

　目標達成に向けた市の取組としては、市民や事業者の皆様へ

の情報提供や普及啓発を行い、姉妹都市である佐久穂町との共

同によるカーボンオフセットの実施や公共施設への太陽光発電

システムの設置など、自らの環境に配慮した事業活動にも努め

ているところです。

【担当部長答弁】

（1）②本市では１４７台の公用車のうちハイブリッド車が３台（市

長車、議長車、庁用車）、電気自動車が３台（環境政策課１台と庁

用車２台）で「環境に配慮した車」は合計６台です。

　引き続き、庁用車の買い替えに当たっては環境面にも十分配

慮し、車種等を選定していきます。

「府中市地球温暖化対策地域推進計画」の削減目標については、市長からご答弁いただき、ありがとうございました。
多くの企業では、CO2削減対策の一環で企業の森として森林整備事業等を行ない、荒れ果てた森を整備し森を生き
返らせることによって、より効果のあるCO2削減に向けた取り組みをしています。そこで、推進計画の目標達成と環
境保全活動のさらなる推進施策として、
（1）府中市としては、カーボンオフセット事業など他市との共同による取り組みをしているとのことですが、具体的

な事業とその成果について教えてください。
　  これに関連し、CO2削減ということでは、府中市地球温暖化対策地域推進計画の中間見直し案の中で、スマート
エネルギー都市の構築について追記がされていました。いわゆるスマートコミュニティシティの構築、推進につ
いては、これまでの太陽光発電システムの普及などに加えて、企業との連携も含めた対応が必要と考えます。

（2）スマートエネルギー都市の構築に向けて、市として今後どのような施策を展開していくのか考え方を教えてく
ださい。

Q
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組む７８の個別施策を設定しており「公共交通機関及び自転車

の利用促進」についても重要な施策として位置づけています。

　市民へのアピール方法としては、イベントや公共施設の利用

の場合はホームページや広報、チラシなどにより「車での来場を

ご遠慮いただくよう」記載し、自転車の駐車場を用意するなど、

環境に配慮した交通機関での来場を参加者や利用者にお願いし

ています。

　また、市民の身近な公共交通機関となっている「ちゅうバス」に

ついては、全戸配布の「わたしの便利帳」に路線図を掲載し、運

行間隔や路線の見直しなど、利用拡大に努めています。

（2）太陽光発電システムについては、小中学校３校のほか、リサ

イクルプラザ、矢崎町防災公園、ルミエール府中、押立文化セン

ターなど、合計８か所で導入しています。

　太陽熱利用設備については、文化センター１０か所をはじめ、

特別養護老人ホームあさひ苑、心身障害者福祉センター、学校

給食洗浄センターなど合計１５か所で導入しています。

　このほか、太陽光発電や風力発電システムで発電した電気を

利用している外灯を小中学校や市営住宅、公園など１１か所に１

９基設置しています。

（3）①「東京都地球温暖化防止活動推進センター」は地球温暖

化防止活動の推進を図ることを目的に、平成２０年４月に開設さ

れ、現在個人・事業者に「省エネ相談」や「省エネ診断」などを実

施することや事業所向けに「燃料電池自動車」や「電気自動車

等」の普及促進事業など行っている「東京における地球温暖化

防止活動の拠点」です。

　本市では、同センターでの取り組みや地球温暖化防止のため

の取り組みを支援する制度などを市や環境保全活動センターの

ホームページで紹介しています。

　今後も「府中市環境保全活動センター」が中心となり、「東京

都地球温暖化防止活動推進センター」や東京都、他市町村と連

携し、「地球温暖化防止活動」や「省エネ対策」を支援していきます。

（3）②施設見学としては、小学校４年生社会科で「廃棄物の処

理」の学習と関連させ、クリーンセンター多摩川や江東区にある

中央防波堤埋立処分場などを見学している学校があります。ま

た、小・中学校では、学校近隣を始めとして、多摩川や浅間山など

の清掃活動への参加や地域のクリーンキャンペーンへの参加な

ど、学校や地域の状況に応じて取り組んでいます。

　そのほか、小学校において、水辺の楽校運営協議会の方々に

ご協力いただき、多摩川の自然を学ぶ学校が数校あるほか、市

内小･中学校においては、ＮＰＯ法人と東京農工大学にご協力い

ただき、栽培用ネットやプランターでのゴーヤ栽培を実施し、環

境への意識を高め、自ら働き掛ける実践力を育む教育をしてい

ます。

（3）③本市では子どもたちが自然にふれあう機会を増やし、砂じ

んの発生を抑制するため、ヒートアイランド対策にも資する校庭

の芝生化事業を実施していますが、平成２８年度末現在、小学校

８校の校庭を芝生化しています。

　既存建物における「屋上緑化」や「壁面緑化」の促進状況です

が、屋上緑化については、リサイクルプラザや押立文化セン

ター、小中学校３校などで実施しています。

　「壁面緑化」を実施している公共施設は現在ありません。



意見・要望
（1）長野県の「森林（もり）の里親制度」を活用し、姉妹都市であ

る佐久穂町の森林を整備することによる「カーボンオフセッ

ト事業」を平成23年度から実施するとともに市内の小学生な

どが、佐久穂町の森林で「森林間伐体験事業」を実施し、小学生

から間伐体験や自然観察を行っているということで、エコや

省エネの意識向上のみならず、実際に自分の手で森林を守る

ことによって自然の大切さ、人が整備をしないと森は役目を

果たさないということを体験し、肌で感じることは素晴らし

いことだと思います。こういった事業は、府中市単独で進めて

いくには、予算面や人的にも限界があると思っています。

　東京都の森林資源整備事業や花粉の少ない森づくり、民間

企業で行っている企業の森や自然環境整備等との連携、協力

も模索しながら進められないか、話し合いの場を設けて相互

に知恵を出し合いながら進められる方向性を見出せるよう、

検討していただくことを要望いたします。

（2）府中市地球温暖化対策地域推進計画の中間見直し案が作

成され、今後、具体的なスケジュールや施策が示されると思い

ますが、スマートエネルギーシティ構築に向けては、エネルギ

ーの最適利用とＩＣＴ・データの利活用が重要な要素となっ

てきます。

　先進的な取り組みを進めている川崎市の取り組みを見ても

官民連携による事業を手広く進めていることから、今後の府

中市のエネルギーマネジメントの推進やインフラの高度化に

よる安心・安全の確保について等の取り組みは、交通事業者も

含め、法人市民としての企業との連携・協働が必要と考えま

す。企業との市民協働については、是非、官民の連携協力も取

り入れながら、市、事業所、市民それぞれが何をしなければな

らないのか、何が出来るかの視点に立って、今後のスマートエ

ネルギーシティ構築が、より具体的に計画されて実現するこ

とを期待するとともに要望とします。

【担当部長答弁】

（1）長野県で実施している「森林（もり）の里親制度」を活

用し、姉妹都市である長野県佐久穂町の森林を整備することに

より、森林の二酸化炭素吸収量を増やし、それを、本市の市民生

活において排出される二酸化炭素相当量の一部と相殺させる

「カーボンオフセット事業」を平成２３年度から実施しております。

　成果としては、平成２７年度を例にとると佐久穂町の森林１６．

７９ｈａを整備することにより、８２．８ｔの二酸化炭素吸収量の増

加に努めました。なお、平成２３年度から平成２７年度までの５年

間の合計の二酸化炭素吸収量は累積で、９５５．８ｔとなり、容積

を２５ｍプールで換算すると約千個分になります。

　なお、この事業と併せて、本市の小学生などが佐久穂町の森

林で、間伐体験や自然観察などを行う、「森林間伐体験事業」を

実施しています。

　また、昭島市、調布市、日野市との４市で、環境監査員を相互

派遣した「環境マネジメントシステム監査」を実施しているほか、

東京都の６２市区町村で、共同事業として、環境・エネルギーに

関する総合展示会「エコプロ」へ出展しています。

（2）太陽光発電システムや家庭用コージェネレーションシステム

などの導入支援を行う「エコハウス設備設置補助金交付事業」を

実施するとともに、公共施設の設置に際しては、太陽光発電など

の環境に配慮した設備の導入を進めるなど、家庭や事業所、公

共施設におけるエネルギー利用の効率化・最適化に努めていま

す。今後の施策の展開の考え方ですが、この取り組みを広げて

いくためには、より多くの家庭において環境にやさしい生活に取

り組んでいただくこと、より多くの事業所に、環境にやさしい事

業活動をしていただくことが重要です。

　このため、市民、事業所、市の３者の協働による、スマートエネ

ルギーの推進を目的としたネットワークづくりやコミュニティづ

くりを進めるため「スマートエネルギー・ネットワーク」や、「ス

マートエネルギー・コミュニティ」を構築するなど、さらに広がっ

ていくよう検討していきます。
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