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令和 2 年度 第 1 回 葛飾区環境基本計画 策定委員会 

————————————————————————————————————————— 

令和 2 年 12 月 24 日（木） 

10:00～12:00 

男女平等推進センター 多目的ホール 

————————————————————————————————————————— 

【出席委員】 

崎田 裕子（会長） ジャーナリスト、環境カウンセラー 

藤野 純一（副会長） 公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES） 上席研究員 

木下 勇 大妻女子大学社会情報学部教授 

千葉大学園芸学研究科名誉教授 

西廣 淳 国立研究開発法人 国立環境研究所 気候変動適応センター 

気候変動影響観測・監視研究室 室長 

赤澤 豊 葛飾区生物多様性推進協議会 会長 

浅川 弘人 東京商工会議所葛飾支部 会長 

柴田 清 東京スマイル農業協同組合 代表理事副組合長 

島田 長富 葛飾区自治町会連合会 幹事 

白石 正倫 東京都建築士事務所協会 葛飾支部 副支部長 

鈴木 貢 東京都トラック協会 葛飾支部 支部長 

田中 千里 葛飾区工場団体連合会 事務局次長 

田中 裕子 かつしか女性会議 会員 

藤井 俊之 葛飾区緑化推進協力員会 会長 

武者 英之 葛飾区地球温暖化対策地域協議会 会長 

谷茂岡 正子 葛飾区消費者団体連合会 会長 

川又 孝太郎 公募区民 

佐々木 定治 公募区民 

杉山 勇 葛飾区立小学校長会（亀青小学校長） 

千葉 貴志 葛飾区立中学校長会（青葉中学校長） 

石田 昌江 地域振興部長 

勝田 光男 環境部長 

駒井 亜子 施設部長 

情野 正彦 都市整備部長 

田口 浩信 政策経営部長 

安井 喜一郎 教育次長 

 

【欠席委員】 

沢崎 俊之 かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会 会長 

染谷 光雄 葛飾区商店街連合会 会長 

村田 廣司 葛飾区青少年育成地区委員会会長連絡協議会 会長 

酒井 威 産業観光部長 

 

【事務局】 

  環境部環境課 下村課長、土屋係長、佐藤、馬塲 

  建設技術研究所 齋藤、岸本、松田  
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【次第】 

１ 開会 

２ 委嘱状交付・会長指名 

３ 区長挨拶 

４ 会長の指名・挨拶 

５ 副会長の指名・挨拶 

６ 委員紹介 

７ 議事 

  （１）葛飾区環境基本計画の策定について 

  （２）環境を取り巻く動向について 

（３）葛飾区の環境の現状 

（４）目指すべき将来像の検討方法について 

（５）その他 

８ 閉 会 

 

（資 料） 

資料１－１ 葛飾区環境基本計画の策定について 

資料１－２  今後の検討日程と内容について 

資料２      環境を取り巻く動向について 

資料３      葛飾区の環境の現状 

資料４   目指すべき将来像の検討方法について 

 

 

（参考資料等） 

葛飾区環境基本計画策定委員会設置要綱 

葛飾区環境基本計画策定委員会委員名簿 

第 2 次葛飾区環境基本計画 

葛飾区地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

生物多様性かつしか戦略（概要版） 

葛飾区都市計画マスタープラン（概要版） 

葛飾区一般廃棄物処理基本計画（概要版） 

葛飾区水害ハザードマップ 
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１ 開会 

 環境部環境課下村課長から挨拶があった。 

 

２ 委嘱状交付・会長指名 

 委員委嘱状の交付が行われた。 

 青木区長より会長に崎田委員が指名され、委嘱状が交付された。 

 

３ 区長挨拶 

 青木区長より挨拶があった。 

 

４ 会長の指名・挨拶 

 崎田会長より挨拶があった。 

 

５ 副会長の指名・挨拶 

 崎田会長より、副会長に藤野委員が指名され、藤野副会長より挨拶があった。 

 

６ 委員紹介 

 事務局より各委員が紹介された。 

 

７ 議事 

 資料確認後、会長により議事が進行された。 

 

（１）葛飾区環境基本計画の策定について 

（２）国・東京都・葛飾区の温暖化対策の動向について 

 

 資料１に基づき、事務局より説明を行った。 

 資料２に基づき、事務局より説明を行った。 

 

（委員）  資料 1-1 の P3 に葛飾区地球温暖化実行計画では概ね 5 年で見直すとありますが、環

境問題においては世界の情勢等の変化が早いため、もう少し短い期間で見直すという含

みを持たせる方が良いのではないでしょうか。 

また、持続可能性は環境の持続可能性だけでなく、経済、社会が関わり合いながら良い

方向に持っていくという考え方です。環境と経済が対立するという考え方は古く、葛飾

区のゼロエミッションを達成するためには、経済においてもイノベーションな技術革新

やプロアクティブな展開が必要です。日本の自動車、エレクトロニクス等の産業界は出

遅れている現状がありますが、葛飾区では町工場から技術革新を起こす、葛飾の経済を

潤す環境をつくることが重要です。そのために葛飾区の資源、資産を活用したイノベー

ションを創出し、世界の動向を見つつ葛飾区がプロアクティブに市民や民間の活動に展

開することが必要ではないでしょうか。 

（委員） 様々な環境問題と対策、法制度がオーバーラップしていることを皆さんも感じたので

はないでしょうか。地球温暖化対策においても、CO2 排出量を減らす緩和策だけでな
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く、地球温暖化による影響のリスクを軽減するための適応策や生物多様性保全など、相

互に関連し合うことが近年の大きな傾向となっています。生物多様性保全国際条約の新

しい目標に関する話合いが進められており、希少な動植物の生息場所を守るだけでな

く、人間にとって重要な機能を守る視点も重要視されています。日本の生物多様性国家

戦略では自然保護区以外の企業や市民によって守られている自然を守る視点が重要視さ

れており、ますますオーバーラップが大きくなっています。例えば、都市域の緑地を活

用した暑熱対策、生物多様性保全、都市型水害のリスク軽減といった同時実現が可能と

なります。実現のためには横断的な取組や議論が必要であり、行政だけでなく、市民の

活動でも同様です。経済と環境の両立、相乗的な効果を促進出来るような計画を考えら

れると良いと思います。葛飾区は元々湿地の埋め立てによって出来た地域ですが、ロン

ドンではロンドンウェットランドセンターという生物多様性保全上重要な湿地の設置に

より周辺の地価が上昇し、経済が活性化したという事例もあるため、自然保全も工夫次

第で良い結果を生むこともあります。そういったアイデアが出るような議論になること

を期待しています。 

（委員） 1 点目は、国の第五次環境基本計画を策定した中央環境審議会会長が、これは持続可

能性計画であると言っていました。さらに SDGs では経済、社会、環境の順番で記載

されており、経済が良くならないと環境も良くならず、両立させていく視点が重要で

す。 

 2 点目は、SDGs では参加型プロセスが重要とされています。本計画の策定にあたっ

ては、多くの人に参加して頂きたいと考えます。葛飾区都市計画マスタープランでは、

具体的に地域の特性について書かれており、ゼロカーボン、資源循環、生物多様性等を

考える際に重要となると考えています。葛飾区には中小企業が多いですが、横浜市の太

陽住建の会長は、これからは中小企業が大企業を選ぶ時代だと言っています。中小企業

こそ地域のニーズを踏まえたビジネス化が可能です。地域から新しいビジネスを創出、

または既存のビジネスを変えていくことが重要と考えます。 

 3 点目は、低炭素と脱炭素は全く異なるため、実現には覚悟が必要です。グリーンイ

ンフラをしっかりと整備しておくことなど、適応策に備えるようなことを葛飾が率先し

て実施できれば、23 区や他自治体の参考になると思います。 

（会長） 循環型社会では、サーキュラーエコノミーという新しいキーワードが出てきました。

これはリサイクルした資源を再度資源として活用するという考え方で、天然資源の使用

を抑えることを目的としています。様々な産業界が率先して新しいビジネススタイルを

創出することや我々市民も新しいライフスタイルを考える転換期を迎えていると思いま

す。 

（委員） 葛飾区が 23 区で初めてゼロエミッション宣言したことに敬意を表すとともに、区民

として誇らしく思います。 

 資料 1-1 の P2 に、事務事業編も区域施策編と合わせて改定すると記載されています

が、実効性のある施策を展開するためにも一体となった改定は重要と考えます。環境基

本計画の実現には全ての部署の主体的な参加、上位計画との連動が必要不可欠です。ま

た庁内だけではなく、区民、事業者の主体的な参加が重要となるため、策定プロセスに

関わる機会の創出や工夫が必要と考えます。 

 資料 2 について、よくまとめられていると思いますが、世界や国といった大きなスケ
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ールだけでなく、例えば、地球温暖化による洪水リスクの区への影響も加えることで、

自分のこととして捉えてもらえると考えます。 

（事務局） 必要に応じた見直しは記載します。区の取組は環境行動推進本部会と連携して検討

したいと思います。区民参加についてはパブリックコメントの反映だけでなく、できる

ものを検討したいと考えています。 

 

（３）葛飾区の環境の現状 

（４）目指すべき将来像の検討方法について 

 

 資料３に基づき、事務局より説明を行った。 

 資料４に基づき、事務局より説明を行った。 

 

（委員） 私は、葛飾らしさ、教育の在り方、行政内の連携の重要性の 3 視点から策定に携わっ

ていきたいと思います。 

（委員） 資料 3 の P3 産業の項目、農地面積について、3.7ha ではなく 37ha の間違いではな

いでしょうか。また、特定生産緑地の保全等、農地を守る視点も取り入れて欲しいと思

います。 

（委員） 環境、経済、社会の一体となった取組が重要とされていますが、経済だけでなく、地

域の中でものづくりをする立場にあります。商工会議所では環境教育や ECO 検定等に

取り組んでいます。さらに、環境に関連する取組をまとめたアクションプランを作成

し、経済活動と環境の両立を目指しています。環境に配慮した経営により、コスト削

減、生産性向上、経営改善を図る内容となっています。 

（委員） 資料 1-1 P2 に生物多様性かつしか戦略を包含することになっていますが、時間差が

出ないよう一体化することを要望していたため、感謝しています。生物多様性と気候変

動には境がなく、分野横断的な視点が重要と考えます。 

（委員） 現行の地球温暖化対策実行計画区域施策編の策定に携わった経験を踏まえると、目標

が低炭素だったこと、二酸化炭素排出量が減少傾向だったため、前回はあまり力が入ら

なかった経験があります。平成 2 年から産業部門と運輸部門が大きく減少しており、こ

れはあえて言うと産業の衰退が影響しています。産業の活性化を図りながら地球温暖化

対策をすることが重要であり、二酸化炭素排出量が減少しても要因が産業の衰退では意

味がありません。皆さんのご意見のとおり、産業と環境が一体となった計画策定にして

頂きたいです。また、民生家庭部門、民生業務部門の対策が必要ですが、葛飾区では小

規模事業者が多く、こうした事業者の場合、職住一致している場合が多いです。職住一

致の方の二酸化炭素排出量のデータの分離も出来ておらず、対策の取り方が問題になっ

ています。更に、テレワークといった新しい働き方も職住一致のライフスタイルとし

て、新たな課題認識が必要と思います。 

（委員） 農家の減少により緑化比率が減少し、また保存樹木も維持が大変で減少しています。

かつしか花いっぱい活動を推進しているため、区民にも周知して取り組んでもらいたい

と思います。 

 資料 3 の P12 以降の地域経済循環分析の中で、葛飾区から 4000 億円近くが流出して



 

 6 

いると記載があり、葛飾区にとどまってもらえるような観光資源や施設についても、再

開発の計画に盛り込んで欲しいと考えています。 

（委員） 魅力的な環境基本計画のためには、これまでの計画で扱われていない関連する社会課

題も見据える必要があります。その点で、雨水管理の問題、暑熱の問題の 2 点を検討し

てもらいたいです。1 つ目の雨水管理は、公共下水道の現状や市街地での浸水の現状、

大雨時の汚水流出頻度といった情報を踏まえて、議論できれば良いと考えます。2 つ目

の暑熱の問題は、熱中症の発生状況、搬送者数などを踏まえるとより実効性の高い計画

が出来ると考えます。これらは他の行政計画でも検討されるものではありますが、実現

のための基盤を整えたり、補完的な役割を果たす意味で、視野に入れるべきと考えま

す。 

（委員） エネルギー利用の効率化、またそのための再資源化の推進が重要と考えます。貴重な

自然環境を守りながらどこまでできるのか、企業、行政、区民が連携し葛飾区らしい計

画策定にしたいです。 

（委員） 資料 4 の将来像の検討方法で提案があります。将来像の検討の部分は最も区民意見を

取り入れやすいため、区民参加を検討出来ないでしょうか。千葉大学・倉阪教授が「未

来ワークショップ」という、市民と一緒に地域の将来像を考える活動をされています。

千葉県を中心に実施しノウハウをお持ちなので、隣接する葛飾区でも検討してはいかが

かでしょうか。また、策定委員会の時間は限られているため、個人的にも委員の方々と

意見交換したいと思います。 

（委員） 脱炭素型ビジネスを積極的につくってもらいたいです。例えば、先ほどの職住一致型

のライフスタイルのご意見に関連して、家の断熱化を地元の工務店さんに担ってもらう

等の葛飾区にあったライフスタイル、ビジネスをつくり上げ、若い人に葛飾区で働きた

いと思ってもらえるような、良い循環が生まれて欲しいです。特に中学生、高校生から

どんな葛飾区に住みたいかという意見を取り入れ、その実現に向けた計画にしたいと思

います。 

（委員） 資料 3 の P11 図 17 に示されているように葛飾区では民生家庭部門のエネルギー消費

が多いことから、欧州で進んでいるような住宅開発における環境性能を評価するような

取組を葛飾区においても、都市計画と連動しながらモデル的な制度整備を進められない

でしょうか。 

 前環境基本計画の策定委員会では分科会のような 3 部会に分けて実施していました。

経済、社会、環境に横断したビジネスアイデアや発想は、雑談のような環境から生まれ

ると考えます。スモールビジネス、ソーシャルビジネスがあってこそ産業は活性化する

ため、そういった展開を図れるような下地づくり、例えば発想等を共有できるような分

科会、またはオンラインでの会議の開催が伏線的にあっても良いと考えます。 

（部長） 行政計画は委員会など、内外で検討し策定するものですが、ゼロエミッション宣言は

決意表明です。様々な意見を頂きながら密度の濃い議論を進めたいです。また、葛飾区

では様々な個別計画が策定され、実施されていますので、今回頂いた意見を持ち帰って

庁内で前向きに検討させて頂きます。 

（会長） 本日の策定委員会では環境、経済、社会の持続可能性の重要性、特に経済の活性化に

ついてご発言が多くありました。また多様な方々の参加によって策定してくべきという

ご提案、ゼロカーボンシティの実現に向けた流れをみんなでつくっていくことなど、か
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なり多くのご提案が出されましたので、事務局と話し合って、検討させていただきま

す。 

 

（４）その他 

（事務局） 第 2 回策定委員会の日程は、令和 3 年 3 月 16 日火曜日、午前 10 時から 12 時ま

で、会場はこの建物の 4 階 AB 研修室で開催させて頂きます。コロナ禍の状況によ

りましては、オンライン参加の対応について検討させていただき、ご連絡させて頂

きます。 

 また本日述べられなかった意見については、区のホームページから環境課宛てに

メール、または FAX で送り頂ければと思います。期限は 1 月の第一週目までとさ

せて頂きます。 

 

８ 閉会 

 

９ 策定委員会後の追加意見 

（委員） 住宅の断熱性能の評価基準や、一定規模以上の開発で環境に貢献する場合へのインセ

ンティブなど、都市計画と連動した取組があっても良いと思います。断熱性能は新築住

宅でないと難しいため、身近で出来る DIY 等の工夫やアイデアを市民・大学と連携し

て展開する動きへの支援も考えられます。 

上勝町でのリサイクル率向上の事例は、住民の理解と意欲によって可能となったモデル

です。スウェーデンにおける古着のショッピングモールや家具、建設資材のリサイクル

センターがカフェ併設で交流場所となっているモデルもあり、このような場所を設ける

ことが、環境と経済と社会が Win-Win の関係になる場所になるのではないでしょう

か。 

 またこのような成功事例は住民の発想から生まれ、このプロセスが機動力となりま

す。行政だけの取組には限界があり、いかに区民・事業者に主体的に取り組んでもらえ

るかファシリテートすることが区職員の腕の見せ所となります。そのための一案とし

て、小学・中学生から環境基本計画策定子どもワーキンググループを立ち上げるなど、

次世代を担う世代が動くことで大人へ波及効果もあると考えます。 

 

（委員） 中学校長会の視点から述べさせて頂くと、葛飾区が持続可能な社会となっていくため

には人づくりがポイントとなると考えます。5 年後、中学生の大多数は成人となり葛飾

区を支える一員になります。策定委員会でも 5 年後には時代が大きく変わり、環境基本

計画の修正が必要になるのではないかというご意見もありました。本計画において環境

教育ももちろん大切ですが、若者を未来にどのように参画させるかという視点も必要で

はないでしょうか。 

 中学生の多くは「SDGs」を聞いたことがあるはずで、「SDGs」についての学習が中

学校でさらに広がるでしょう。葛飾区でも「SDGs」のような覚えやすい標語を作成

し、葛飾区の子が「SDGs」とセットで覚えている将来が理想です。 

 また、葛飾区の多くの生徒は「人のために何かしたい」と考えています。葛飾区の環
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境への取組や、目指すべき環境像は中学生の力を必要とするはずで、環境基本計画が中

学生に伝わるものとなることを願います。 

 

以上 


