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令和２年（2020年）３月３日 

環 境 部 環 境 政 策 課 

 

 

八王子市地球温暖化対策地域推進計画（素案）に対する 

パブリックコメント実施結果について 

 

 

１ 実施概要 

八王子市地球温暖化対策地域推進計画（素案）を環境政策課窓口、事務所、市民センター、図書館、

市政資料室にて配布・公表し、市ホームページに掲載して意見募集を行った。  

 

２ 意見募集期間 

令和元年（2019年）12月15日（日）から令和２年（2020年）１月20日（月）まで  

 

３ 意見募集方法 

郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、直接持参 

 

４ 意見提出者数及び提出方法内訳 

（１）意見提出者数 ２９人（４３件） 

（２）提出方法の内訳 

郵送 ＦＡＸ Ｅメール 直接持参 

－ － ７人 ２２人 

（３）意見の内訳 

 

  

1 全般に関すること  １件  6 第5章に関すること １件 

2 第1章に関すること １件  7 重点プロジェクトに関すること ２７件 

3 基本目標に関すること １件  8 第7章に関すること ２件 

4 削減目標に関すること ３件  9 その他 ５件 

5 SDGsに関すること ２件     
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５ 意見の概要と市の考え方 

 

番号 ご意見 市の考え方 

全般に関すること 

1 構成する主な取組の取組内容を実施するために

は予算化が必要な施策があります。素案には予算

の規模が記載されていません。実施のための予算

の規模の概要を可能な範囲で想定できる記載を

希望します。 

市では、八王子ビジョン 2022 に掲げる施策を

計画的・効果的・効率的に推進するため、向

こう 3 年間の主要事業を示すアクションプラ

ンを策定しています。これは、毎年度の予算

編成の指針となるものであり、本計画の取組

についても、アクションプランに掲載するこ

とで、計画的・効果的・効率的に事業を実施

していきます。 

第 1章に関すること 

2 地球温暖化係数の説明がわかりづらい。 わかりやすい説明に変更します。 

基本目標に関すること 

3 気候変動が、いつ起きても不思議ではないと思う

程の被害が各種多様に亘っている事に深刻に受

けとめています。この計画では、地球温暖化削減

の取組は市役所の計画を市民・事業所の皆が日々

の生活に取り組むことと理解しています。市民と

して生ごみは一部分ですが庭先の畑、木の根元に

埋める事で木の肥料になるので良いと思います。

また、事業所では就業規則に会社として地球温暖

化削減の計画・指導者、報告書を義務付けて目標

を決める事が良いと思います。 

地球温暖化対策として、家庭でできる取組及

び事業者ができる取組の省エネ行動を一例と

して掲載しています。市民の皆様が地球温暖

化に対し危機意識を持ち、行動に起こしてい

ただけるよう普及啓発に努めます。 

削減目標に関すること 

4 当計画では、2030 年度に 2013 年度比 33.1％の

二酸化炭素の削減が目標値として掲げられてい

るのだから、発生主体ごとに削減目標を設定する

ことが必要と思う。 

現在、二酸化炭素の発生量の削減目標が掲げられ

ているのは家庭と市施設だけであり、他の発生源

（産業、運輸、業務等）についても数値も示して、

各主体に努力目標を示すべきではないかと思う。 

33.1％の削減目標を設定するにあたっては、

国が示している部門別の削減率を市に当ては

めて算出しています。事業者分野や交通分野

の成果指標は、二酸化炭素排出量ではなく、

二酸化炭素排出削減に向けた取組とし、この

取組を推進することで二酸化炭素排出量削減

につなげていきます。また、二酸化炭素排出

量に代わり、省エネの取組を計るため、エネ

ルギー管理を活用することとし、都条例の報

告書制度などの周知を行っていきます。 
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5 「削減目標」について、人口一人あたりの削減目

標の記載がない。前回の計画では、記載していた

ため、連続性の観点から記載すべきではないか。 

重点プロジェクト 1 の成果指標において、市

民一人あたりの二酸化炭素排出量の目標削減

量を掲載しています。 

  

6 国がゼロカーボンシティ宣言を推進している。ゼ

ロを掲げるべき。 

国がめざしている最終到達点としての「脱炭

素社会」を今世紀後半のできるだけ早期に実

現するため、国の長期目標に貢献する旨を掲

載します。 

SDGsに関すること 

7 ＳＤＧｓの取組に、自分の事としてもっと関心を

持つ市民になってほしい。洪水、ハリケーン、農

作物の異常収穫など、すでに温暖化の負の結果は

地球全体に噴出している。私たち、及び今の子ど

もたちの幸せだけを願うのでなく、まだ見ぬ孫、

ひ孫たちの幸せを願っての諸施策、例えば、太陽

光エネルギーの早期開発などを考えていくよう

に転換してほしい。 

SDGs の 17 のゴールは、達成に向けてすべて

の人々が SDGs を理解し、それぞれの立場で

主体的に行動することが求められています。

本計画の取組を通じて、SDGs の目標達成に

貢献するため、それぞれの重点プロジェクト

と SDGs のうちの特に関連の深い目標を示し

ており、その上で計画に取り組んでいきます。 

8 第 7 章「進行管理」に、SDGs も指標管理も導入

すべきと思う。PDCA 管理ももちろんであるが、

SDGs 関連指標について、達成目標を設定すべき

と思う。 

SDGs のゴールに向けた本市の指標は設定し

ていませんが、本計画の方向性は、SDGs が

掲げる理念と同じです。そのため、重点プロ

ジェクトの成果指標の達成に向けて取り組む

ことで、SDGs が掲げる持続可能な社会の実

現に貢献していきます。 

第 5章に関すること 

9 重点プロジェクト（緩和策）の 9 項目と重点プロ

ジェクト（適応策）の１項目について、車の両輪

と言われているので、これらがバランスの良い施

策とすべきではないか。緩和策に偏重した内容、

取組みではないかと思われる。本計画の性格か

ら、記載できないということであれば、別途・他

計画に記述しているとかしてほしい。 

ご意見のとおり、地球温暖化は、緩和策と適

応策を両輪として推進していく必要がありま

す。地球温暖化をこれ以上進行させないこと

が優先であるため、緩和策の施策が多く掲載

されていますが、すでに発生している地球温

暖化による影響に対して適応していくことも

重要であり、現時点で想定される影響に対し

ての方向性として主な取組を掲載していま

す。今後本市で発生が予想される影響につい

ても、収集した情報に基づき、危険性や予想

される影響の度合いについて分析し、市とし

て実施すべき新たな適応策を検討し、実施し

ていきます。 
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重点プロジェクトに関すること 

10 地球温暖化に関するグッズがあると環境に関す

るモチベーションがあがると思う。 

市では、二酸化炭素排出量の削減を促進する

地球温暖化対策の取組として、家庭における

省エネ等のエコ活動をポイント化し、貯めた

ポイントに応じてエコ商品などと交換するこ

とができる「はちエコポイント」を実施して

います。はちエコポイントで交換できる商品

には、エコバッグやステンレスボトルなどの

エコグッズを用意しています。家庭における

地球温暖化対策を継続する仕組みのひとつと

して、参加者の拡大に努めていきます。 

11 人は「恐怖」に対する印象が強いため、地球温暖

化の”怖さ”を伝えると危険性などを覚えさせや

すい、意識させやすいと思う。 

ご意見のとおり、地球温暖化による気候変動

の影響を伝えるには身近で発生した危険な状

況などを掲載することが有効であると考えま

す。地球温暖化の進行によって生じるリスク

を共有できる情報を掲載します。 

12 二酸化炭素削減量を増やすには、住んでいる人の

協力が必要である。少しでも協力をしてもらえる

よう、どれほど節電が大切か大勢の人々に周知す

ることが必要だと思う。 

ご意見のとおり、二酸化炭素排出量削減のた

めには、より多くの方々のご協力が必要です。

身近な省エネ行動が二酸化炭素排出量削減に

有効であることから、本計画の削減目標達成

に向けた省エネ行動の具体例を掲載し、皆様

に取り組んでいただけるようにしています。 

13 家庭でできる身近な省エネ行動の取組を多くの

人々は知らないのではないかと思う。そのため、

より多くの人に省エネ行動を知ってもらうこと

が今すべきことであると思う。知ってもらえれ

ば、人は電気代をおさえるために省エネ行動を実

践し、二酸化炭素削減につながると思う。 

ご意見のとおり、二酸化炭素排出量削減のた

めには、より多くの方々のご協力が必要です。

身近な省エネ行動が二酸化炭素排出量削減に

有効であることから、本計画の削減目標達成

に向けた省エネ行動の具体例を掲載し、皆様

に取り組んでいただけるようにしています。 

14 地球温暖化はすごいスピードで進んでいて、これ

を意識している人はまだまだ少ない。そこで、デ

パートやマンションなどで普及啓発をすると良

いと思う。暖房や冷房は、服装でカバーできるし

外と内の温度差で体調が悪くなっている人も多

くいるので、低めに設定してもいいと思います。

そういった活動を実施しているというアピール

のポスターなどが必要だと思う。 

いただいたご意見を参考に、市民の皆様が健

康にも留意しながら、地球温暖化防止に向け

た活動に積極的に取り組んでいただけるよ

う、周知方法などを検討していきます。 
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15 二酸化炭素を減らすために、環境に配慮していか

なければならない。二酸化炭素を削減するため、

ただみどりを増やすのではなく、住民が家で簡単

に育てることができるような植物を紹介して使

用してもらうことで二酸化炭素を減らせるので

はないかと思う。住民がどのような植物を家で植

えると良いかを適切に紹介してほしい。また、そ

のように紹介することで、地球温暖化を考えるき

っかけとなることもできると思う。 

市では、室温の上昇を抑えるみどりのカーテ

ンの普及を目指しており、講座の実施や、ホ

ームセンターなどにみどりのカーテンの育て

方のチラシを設置しています。みどりの適正

管理は、二酸化炭素の吸収など多面的機能が

よりよく活かされるしくみを構築するために

必要な対策ですので、いただいたご意見を参

考に周知方法などを検討していきます。 

16 テレビやＣＭやネットなど、人が良く見る場所で

地球温暖化対策について、さらに呼びかけるよう

にすると良い。地球温暖化対策の話はときどき聞

くが、毎日は聞かないので、テレビＣＭで呼びか

けると効率がいいと思う。あまり地球温暖化の危

険性についてピンときていない人が多いので、目

を引くような言葉や絵で表現したほうがいいと

思う。 

現在、市のホームページ、Facebook を活用す

るとともに、八王子市内で放送している FM

放送で地球温暖化防止についての PR を行っ

ています。いただいたご意見を参考に、市民

の皆様が地球温暖化防止に向けた活動を積極

的に取り組んでいただけるように周知方法な

どを検討していきます。 

17 「家庭でできる取組」の空調、照明、キッチン、

水回り、自動車、再生可能エネルギーは、それな

りに実践している。一市民が実際に実行できて充

実感・達成感を得られる表現方法を含めて項目・

方法はないでしょうか。 

家庭でできる取組の省エネ行動は一例として

掲載しています。また、市民の皆様が充実感・

達成感を得られる表現方法として、本計画の

削減目標達成に向けた一人あたりの二酸化炭

素排出量の目標削減量を掲載しています。な

お、市では二酸化炭素排出量の削減を促進す

る地球温暖化対策の取組として、家庭におけ

る省エネ等のエコ活動をポイント化し、貯め

たポイントに応じてエコ商品などと交換する

ことができる「はちエコポイント」を実施し

ています。はちエコポイントで交換できる商

品には、エコバッグやステンレスボトルなど

のエコグッズを用意しています。家庭におけ

る地球温暖化対策を継続する仕組みのひとつ

として、参加者の拡大に努めていきます。 

18 省エネ住宅にするための助成金や、その助成内容

を拡充して欲しい。 

市では、太陽光発電等の再生可能エネルギー

利用機器や住宅の省エネルギー化改修工事に

対して助成をしているほか、省エネ工事をし

た住宅の固定資産税を減額しています。 

また、国及び都の補助金等に関する情報を発

信し、家庭の省エネを促進していきます。 
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19 重点プロジェクト１で家庭での問題対応行動が

重要な事は記述され、一人あたりの目標が掲示さ

れています。その主な取り組みとして「取り組み

の柱」で三つの項目（意識の醸成・省エネ住宅の

推進・環境配慮行動の支援）が提示され合計 14

の取り組み内容が上がっています。しかし、掲げ

られた市民の削減目標に対し、実際の取り組み

（14 項目）に目標値がありません。 

削減目標値があっても、そこに到達するためのロ

ードマップがなければ、目標の達成は困難です。

何度も話をしていますが、この計画はできなかっ

たという結果はあり得ません。目標を達成できる

事が最低条件です。この温暖化の問題に対して

は、これからの 10 年がその先の未来を決定づけ

るといわれています。とても重要なポイントに今

私たちは立っているのです。 

本計画では、市内の二酸化炭素排出量削減率

33.1％の達成に向け、重点プロジェクトごと

に成果指標を設けることで、目標達成に向け

た取組を実行していくこととしています。そ

のため、個別取組ごとの目標値は本計画で掲

載しませんが、毎年度取組実績を公表してい

きます。 

20 杉並区から自然が色濃く残る八王子市に住居を

移して 13 年目になります。八王子は寒くて暑い

と言われていたので、家づくりは省エネを目標に

したエコハウスにしました。木材は多摩産材、壁

は漆喰、断熱材は北海道仕様。窓ガラスは真空ガ

ラス 証明は LED にしました。車もエコカーにし

上下水道を除いてほぼ半額になりました。近年の

地球規模の温暖化は他人事ではなく 一人一人が

自覚し、真剣に考えなくてはならない問題です。

何故なら我々人間がしでかした事が多々あるか

らトヨタ自動車も 2021 年からスマートシテイー

を静岡県裾野市に着工。街の建物は主に木材で造

り、燃料電池や太陽光発電を活用。環境持続可能

性にも配慮した都市を発表しました。 

八王子市も環境フェスティバル、環境リーダーな

ど告知推進してますが、未だ未だ市民に行き届い

ていません。心を動かされる標語、ポスター等で

市民のハートを掴んでもらいたい。 

家庭における省エネ行動は継続して行うこと

が重要であり、そのために市では無理なく継

続していただける取組などの普及啓発を行っ

ています。引き続き、市民の皆様に地球温暖

化防止についての意識向上につながる工夫を

行っていきます。 

また、八王子市地球温暖化防止活動推進セン

ター（クールセンター八王子）を地球温暖化

防止の拠点として普及啓発を行っていきま

す。 

21 計画の成果指標の変更について 前計画の成果指

標の進捗状況がまとめられ、これまでの目標達成

状況を踏まえ、手段等の見直しを行うとして 新

たに成果指標が規定されています。  

 前計画で取り組みが遅れている項目について、

どのように見直しがなされているかを「２．事業

者における省エネの推進」を例にみると策定時と

成果指標は、前計画の進捗状況をもとに策定

後の社会情勢等の変化に対応するとともに、

広い範囲の効果を計ることができるよう、変

更を行いました。 

なお、エコアクション 21 の認証取得事業者に

ついては、工事契約の入札で加点としていま

す。 
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くらべ４年後にかえって悪化しています。 これ

に対して新たに設定しようとしている成果指標

は事業者数で規定しており、八王子市の産業統計

でわかる事業者数から目標とされている事業者

数の割合をみると前計画で規定されていた「割

合」とくらべとても低い値です。いかに指標が省

エネ「意識」と 制度の「実装」といった異なる

レベルとはいえ、２つの乖離には大きなものがあ

ります。  

 また、市の取り組む施策は重点項目として事業

者への情報提供をおこなうと記述されているに

とどまります。事業者に対し省エネによる経費の

削減といった利点を訴え、地球温暖化について企

業倫理に沿う行動をもとめるだけに限られてい

るように見えます。意識はしているものの実装さ

れてはいないことを踏まえ、行政として適用可能

な事業者による実装への動機づけなどの工夫、た

とえば市が契約する事業者には市の環境政策に

沿うアクションを採ることを条件とするとか入

札などでの評価において加点するといった工夫

をこらすべきです。 ほかのプロジェクト項目で

も前計画で取り組みが遅れている成果指標の多

くが削除されたり別の指標と統合されているも

のがあり、これらについては妥当性について精査

することが求められます。 

22 市の面積に対し鉄道網が不十分でバスも減便が

続く八王子市では車を使うなというのは酷であ

る。家庭でできる取組の一例として「ふんわりア

クセル」「不要な荷物を降ろす」が挙げられてい

るが他にもできることはある。月に一度のタイヤ

の空気圧点検、エンジンブレーキの有効活用、赤

信号へは早めのアクセルオフ。こういったエコド

ライブの情報は興味のない人には届かないので

市が積極的に発信していくべきだと思う。他には

タクシーの割引券を配ったり乗り合いのワンボ

ックスを運行したりすれば高齢ドライバーの事

故防止と二酸化炭素削減の両方が期待できると

思う。 

家庭でできる取組に掲載しているエコドライ

ブの項目は一例であり、その他の取組につい

ても、環境省が提唱している「エコドライブ

10 のすすめ」の内容をもとに普及啓発を行っ

ていきます。また、路線バスなど公共交通が

運行していない交通空白地域の支援策とし

て、一般乗用タクシーによる実証運行などを

実施しています。 
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23 重点プロジェクト 3「交通における環境配慮行動

の推進」の「取組の柱」の一つである「自転車利

用促進」については、車道走行が基本である道交

法に盲従することなく、長期的な展望の下に歩行

者や自転車走行者の安全を優先した道路設備を

検討して頂きたいです。走りやすい道路や自転車

置き場等自転車の活用がもっと容易となるよう

な環境づくりが必要と思う。 

新たに整備する都市計画道路や既存道路にお

いて、自転車走行空間の確保に努めています。

また、駅周辺を中心に、需要に応じて自転車

駐車場の整備を進めています。 

24 重点プロジェクト 3「交通における環境配慮行動

の推進」の成果指標の中でハイブリッド車（HV）

を含めた次世代車（低二酸化炭素排出車）と排出

ゼロ車（ZEV）の２つの指標を掲げていることは

不適切です。 

自動車からの二酸化炭素排出量削減のため、

次世代自動車の普及を目標としています。次

世代自動車の中でも二酸化炭素排出量がゼロ

である ZEV 車が普及していくことがより重

要であると考えていますが、現在、該当車種

が少なく選択しやすい状況とは言えないた

め、2 つの指標を掲げることで、環境負荷の

少ない自動車を含めて普及啓発を行っていき

ます。 

25 重点プロジェクトにおいて、小水力発電がないの

はなぜでしょうか。たくさん川が流れている八王

子市であれば、小水力発電によるポテンシャルは

かなり高いと思う。検討委員会、みたいなものす

らないのでしょうか。同様に、コージェネレーシ

ョンシステムへの取り組みに言及がないのは、八

王子市では取り組まないからでしょうか。 

小水力発電についても、他の再生可能エネル

ギーと同様に、八王子市再生可能エネルギー

導入方針にて推進していくこととしています

が、本計画では、同方針で定めた重点的に導

入を推進していく太陽光・太陽熱・木質バイ

オマス熱を中心に掲載しています。 

また、コージェネレーションシステムについ

ては、個別で掲載をしていませんが、効率的

なエネルギーの利用を可能とするシステムで

すので、今後の取組において検討していきま

す。 

26 クールセンター八王子及び地球温暖化防止活動

推進員に対しては、ミッションの達成に向けて施

策の受け皿として明確な目標を設定し活動を進

めてはいかがでしょうか。クールセンター八王子

の全体会議では、地球温暖化防止活動推進員の自

主活動を支援する立場であることを強調してい

ますが、自主的活動を進めている推進員は一部か

と思います。ちょうど計画が制定されることを機

会にクールセンター八王子及び地球温暖化防止

活動推進員に目標達成の推進を要請してはいか

がでしょうか。 

クールセンター八王子で開催する講座の受講

者数は、重点プロジェクト 7「環境教育・環

境学習の推進」の成果指標としているほか、

取組の柱としても掲載しています。地球温暖

化防止活動推進員の活動については、ボラン

ティアによる活動であり、それぞれが無理の

ない範囲で自主的に活動していただくことを

期待しています。そのため、本計画では地球

温暖化防止活動推進員に対し、市からの一方

的な目標を設定せずに市民への普及啓発を、

積極的かつ自主的に行っていただきたいと考

えています。 
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27 都市計画法第 33 条の環境保全に関する解釈を最

大限拡大して、周辺緑地維持の障害となるよう

な、販売用の宅地開発を抑制すべき。特に、土砂

災害警戒区域付近の開発においては、災害防止適

応策の１つとしても、警戒区域内の自然緑地維持

との整合性を図るための規定や審査が必要で、さ

らに言えば開発事業者には相応の責任と義務を

課すべきであると思う。いつまでも住民無視で開

発業者が儲けるだけの宅地化優先では、本当の意

味での自然と調和した持続可能な街づくりは望

めまい。結局のところ、防災対策の負担増などで、

市にもしわ寄せはいくと思う。 

市では、「都市計画法」の規定に基づく開発行

為の許可等に関する審査基準に適合している

かを審査した上で開発許可を行っています。

いただいたご意見については、関連部署と情

報共有し、参考とさせていただきます。 

28 温暖化抑止のための水素、燃料電池自動車への転

換については厳しく見直すべきだと思う。良い見

直しがなされている中には、高く評価できる点も

含まれています。前計画の成果指標の一つであっ

た「市内における燃料電池自動車の水素ステーシ

ョン数」が素案で削除されているのは、この 2、

3年に次世代自動車が二次電池による電気自動車

へと急速に絞られた経緯から時宣にかなったも

のといえます。しかし、素案の中で依然として燃

料電池車（FCV）や水素エネルギーに関する記述

がいくつかの箇所に残存しているのは残念であ

り、これらを削除すべきです。 

水素エネルギーは、エネルギー効率が高く、

利用段階で二酸化炭素を排出しないなどの優

れた特徴があります。国でも普及拡大に努め

ているところであり、将来の活用に向けて普

及啓発を行う必要があると考えています。 

29 八王子市の農地は、地球温暖化対策（農地バンク

制度、市民農園）ばかりでなく、農産物の地産地

消の拡大、学校給食の食材等において重要です。

また、環境学習等では、みどりが二酸化炭素の吸

収源である理由や二酸化炭素の温室効果ガスと

しての作用も、科学的に説明していただければと

思います。 

農地を含めたみどりの適正管理は、二酸化炭

素の吸収など、みどりの多面的機能がよりよ

く活かされるために必要です。いただいたご

意見を参考に、みどりの多面的機能について

の周知方法などを検討していきます。また、

出前講座などを通じて、二酸化炭素の作用に

ついて、幅広い世代に周知していきます。 

30 地球温暖化現象を防ぐためには二酸化炭素排出

量を抑制することが一番重要だと思う。そのため

には二酸化炭素を吸収する木を大切にして、伐採

を抑制する。また、メタンガスを排出する牛の摂

取を減らすことも重要なのではないかと思う。 

二酸化炭素の吸収源である木は、間伐などの

手入れを行うなど、適正に管理することによ

り、みどりの持つ多面的な機能が活かされま

す。いただいたご意見は今後の取組において

参考にさせていただきます。 

31 重点プロジェクト 8「二酸化炭素の吸収源である

みどりの保全」において、プロジェクトの概要に、

「・・うるおいのある市民生活を実現するために

地域特性に応じた農地の保全・活用方策の必要が

あります」と書かれています。一方、「取組の柱」

いただいたご意見を参考に表現を変更しま

す。 
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には、「農地の有効利用」と書かれています。農

地の有効利用と言うと「だめな物」を有効に使う

というイメージにもつながるため、「農地の有効

利用」より「農地の保全・活用方策」のほうがよ

いのではと思います。 

32 住宅の玄関ポストに投函される広告は９割以上

がごみとなります。業者が無断で不特定多数の住

民にごみの処理をさせている現状に疑問です。マ

グネットシート広告は燃えないごみ（有料ごみ）

である、有料ごみとなる広告を住民に無断で投函

することを禁止していただきたい。 

八王子から始まり、日本中であたり前になるよう

願っています。 

いただいたご意見については、関連部署と情

報共有し、参考とさせていただきます。 

33 買い物袋（ビニール袋）の廃止について、もっと

触れてほしい。地方自治体としては日本初となる

レジ袋禁止条例が八王子にできたら良い。ゴミの

削減に関わらず、ライフサイクルの二酸化炭素の

観点からも、脱プラスチックは温暖化対策となる

ため、脱プラスチックについて言及があると、良

い計画になると思う。 

市では、条例化等を考えておりませんが、不

要なレジ袋を削減するため、買い物時にマイ

バッグ持参を呼びかけるなどの啓発活動を引

き続き実施していきます。 

なお、使い捨てプラスチックなどの資源の大

量消費は、気候変動を引き起こす二酸化炭素

など膨大な量の温室効果ガスの排出を伴って

います。そのため、コラムにてプラスチック

などの資源のライフサイクルから生じる二酸

化炭素の削減について掲載し、地球温暖化対

策の意識啓発に努めます。 

34 きちんとルールを守ってゴミ出しをする人は勿

論、ルールを守ってくれない人も「サービス」と

いう言葉が有効だと思う。守ろうと思ってもなか

なか実行できなくて悩んでいる人に、ルールを守

ったら「サービス」すると実行しようとやる気が

出して守ってくれる人が増える。人は「サービス」

という言葉についついつられてしまうので、計画

に取り入れると良いと思う。 

市民の皆様が地球温暖化防止に向けた活動に

積極的に参加していただける取組を検討しま

す。 

35 食品用ラップフィルムとして使用されているポ

リ塩化ビニリデンの製造、使用することを禁止す

る。このことにより、ごみ焼却炉の温度を 950℃

から 800℃以下にすることが可能となり、二酸化

炭素とダイオキシンの問題解決となると思う。 

本計画は、取組の方向性を示すものであるた

め、いただいたご意見は今後の取組において

参考にさせていただきます。 
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36 現在、分別処理によりプラスチックゴミとしてい

るものを小型発電の燃料として使用することに

より一石二鳥になると思う。 

本市では資源物として回収した容器包装プラ

スチックは、容器包装リサイクル協会を通じ

てリサイクルしています。また、製品プラス

チックは焼却し、サーマルリサイクルとして

活用しています。いただいたご意見は今後の

取組において参考にさせていただきます。 

第 7章に関すること 

37 八王子市地球温暖化対策地域推進計画（素案）の

目的及び取組については賛成します。重点プロジ

ェクトの目的を適切に実施し、達成するための取

組について、所管部門として環境政策課が中心に

なって取組を推進することが必要と思います。 

第 7 章では推進体制と進行管理について計画さ

れています。推進体制として「市民、事業者、

NPO、大学、クールセンター八王子、地球温暖

化防止活動推進員及び環境市民会議などと連携

しながら、取組を実施していきます。」としてい

ますので、連携することを記載している「NPO、

大学、クールセンター八王子、地球温暖化防止活

動推進員及び環境市民会議」の皆さんの協業によ

る推進について協力・了承を得ておくことが重要

です。進行管理として「八王子市環境基本計画の

基本目標に位置付けられており、八王子市環境基

本計画における市の環境への取組全体の中で進

行管理を行います。」としていますが、環境基本

計画の進行管理で報告されている項目では「八王

子市地球温暖化対策地域推進計画」の取組項目と

の関連が非常に分かり難くなると思います。 

 八王子市地球温暖化対策地域推進計画は環境

基本計画から展開されていますので、「八王子市

地球温暖化対策地域推進計画」の短期目標、中期

目標を設定して、その目標を達成するための具体

的な取組を設定することが必要です。実施可能な

具体的な目標・取組を進めることで図の PDCA

が適切に回ることになります。 

本計画では基本目標として、第２次八王子市

環境基本計画（改定版）の基本目標Ⅱである、

「資源循環とエネルギーの有効活用で、地球

環境にやさしいまちをつくる」を掲げ、環境

基本計画と同様の基本目標の達成をめざし

て、取組を推進していきます。つまり、環境

基本計画の基本目標Ⅱの達成が本計画の目標

達成と同義であるため、環境基本計画とあわ

せて進行管理を行います。また、本計画で掲

載している成果指標についても別途公表を行

います。ご意見のとおり、目標達成のために

は、適切な進行管理が必要です。環境基本計

画で進行管理をすることはもとより、個別の

成果指標についても進捗状況を注視していき

ます。 

38 構成する主な取組の八王子市の担当所管部署は

記載されていますが、市民・事業者が主体で取組

む内容では、八王子市と市民・事業者との間をつ

なぐ組織・団体(NPO など)が必要と思われます。

基本計画にはそのような推進団体・協力団体を、

可能な限りもう少し具体的に記載を希望します。 

本計画では、多くの団体にご協力をいただき

ながら事業を推進しているため、総括して掲

載していますが、今後も様々な団体と連携し

ながら取組を推進していきます。 
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その他 

39 石炭火力発電を廃止し、再生可能エネルギーをさ

らにすすめ、その後はリチウムイオン電池に蓄電

して再利用すると良いと思う。 

再生可能エネルギーや石炭火力発電などの電

源構成については、国の政策として施策を講

じているものです。その中で、市では「八王

子市再生可能エネルギー導入方針」に基づき、

市内での再生可能エネルギーの普及を進めて

います。また、市内の一部小中学校では太陽

光発電に加え、蓄電池設備を導入しています。 

40 大気中に存在する二酸化炭素を原料として、バイ

オアルコールを合成し、これを、燃料電池の原料

として使用する。 

本計画は、取組の方向性を示すものであるた

め、いただいたご意見は今後の取組において

参考にさせていただきます。 

41 市民としては家庭で出来る取組を実施していく

ことですが、やはり地球規模の温暖化に対し、日

本の排出量の約束、役割を達成していくには、特

に、二酸化炭素の発生源を抑える必要があり、ク

リーンエネルギー（ソーラー、風力、バイオ等）

では、今のところ限界がある。市としては原子力

発電所再稼働等を国に意見を表明すると良いと

思う。 

本計画は、取組の方向性を示すものであるた

め、いただいたご意見は今後の取組において

参考にさせていただきます。 

42 「環境と気候の非常事態宣言」を八王子市も早く

出し、環境問題に全市をあげて取り組む姿勢を内

外にアピールすべき。 

非常事態宣言については、現時点では予定し

ていませんが、今後の地球温暖化の進行によ

り、これまで以上に様々な分野で影響が生じ

ると考えられるので、本計画を全市で取り組

んでいきます。 

43 発行時期が不明のため、令和 2 年の 3 月予定とか

記載してほしい。 

製本時には巻末に発行時期（令和 2 年 3 月）

を掲載します。 

 


