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は じ め に 

 

本市では毎年、市政に関わる様々なテーマについて、パネリスト、会場の皆様

とともに考える「市民フォーラム・未来を語る」を開催しています。 

昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、収録した動画を配信す

るという形により無観客で実施しましたが、今年度は３年ぶりに有観客で実施

することができました。 

令和４年（2022年）２月に「ゼロカーボンシティ宣言」を表明したことから、

今年度は「ゼロカーボンシティの実現に向けて」と題して、市民・事業者・行政

が一体となって脱炭素社会への意識の醸成を図ることを目的に、気候変動や脱

炭素の番組を制作する講師による講演や、市民パネリストとともに、脱炭素社会

の実現に向けて討議を行いました。 

ご一読いただき、市民の皆様が市内の二酸化炭素排出実質ゼロを目標とした

取組を行うきっかけの一つになれば幸いです。 

最後に、講演講師・パネルディスカッションファシリテーター及び貴重なご意

見をいただいたパネリストの皆様に心から感謝申し上げます。 

 

令和５年（2023年）２月 

 

八王子市 総合経営部 広聴課 
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第１部 講演講師 ・ 第２部 パネリスト 

堅達 京子（げんだつ きょうこ）氏  

株式会社ＮＨＫエンタープライズ エグゼクティブプロデューサー。福井県生ま

れ。早稲田大学、ソルボンヌ大学留学を経て、ＮＨＫに入局、報道番組のディレ

クターとして『ＮＨＫスペシャル』や『クローズアップ現代』を制作。2006 年か

らは、プロデューサーとして気候変動をテーマに数多くのドキュメンタリー番組

を制作。日本環境ジャーナリストの会副会長、環境省中央環境審議会臨時委員、

文部科学省環境エネルギー科学技術委員会専門委員、東京大学未来ビジョン研究

センター客員研究員など。近著に「脱プラスチックへの挑戦 持続可能な地球と

世界ビジネスの潮流」「脱炭素革命への挑戦 世界の潮流と日本の課題」。 

 

第２部 ファシリテーター 

山口 隆子（やまぐち たかこ）氏 

1996年東京都入庁。環境局課長代理を経て、2017年から法政大学文学部地理学科 

准教授。 

気候学・生気象学を中心に研究を行っているが、都市緑化や気候変動に伴う自然

環境への影響に関する研究も行っている。 

八王子市環境審議会 10期、11期委員 

 

第２部 パネリスト 

西村 幸治（にしむら こうじ）氏 

東京電力パワーグリッド株式会社多摩総支社長 

本市の「ゼロカーボンシティ実現に向けた共創に関する連携協定」を東京電力パ

ワーグリッド株式会社多摩総支社と締結（協定締結日：令和４年２月 10日） 

八王子市で毎年行われている環境フェスティバルにも参加しており、尾瀬の自然

環境保全活動の報告やお子様向けのＳＤＧｓの取組、ドローン体験のブースなど

を出展。 

 

大竹 邦江（おおたけ くにえ）氏 

環境カウンセラー 八王子市地球温暖化防止活動推進員 

各種イベント等での家庭の省エネアドバイス、各市民センター等で「家庭の省 

エネ講座」の講師、小学校・学童保育所での「学童エコスクール」等で環境教育・ 

温暖化防止活動を実施している。  
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松田 直大（まつだ なおはる）氏 

工学院大学 ソーラーチーム 部長 

ソーラーチームは、「100 年後の未来を考えた地球の持続的利用」を理念に掲げる

学生プロジェクトで、車両の開発・設計から製作、レースでの走行までを学生主

体で行っており、産学連携で次世代モビリティの研究から、レースでの実践まで

を一貫して行うことで、クリーンエネルギー分野の技術革新・社会実装に取り組

んでいる。 

 

落合 涼太（おちあい りょうた）氏 

工学院大学附属中学校・高等学校 自動車部 

自動車部は「ソーラーカーの実用化と自動車の脱炭素化」で脱炭素チャレンジカ

ップ 2022ファイナリストとなる。 

１Ｌのガソリンで何キロ走行するかを競うエコランカーの製作から学んだエコに

ついての知識をもとにソーラーカーの製作に励んでいる。 

 

石森 孝志（いしもり たかゆき） 

八王子市長（現在３期目）。平成 24 年１月から現職。八王子を「活力ある魅力あ

ふれるまち」にするため「攻めのまちづくり」を政治信条に、ソフト・ハードの

両面から積極的にまちづくりにまい進。平成 27年４月に中核市移行を実現。市民

の皆様に「いつまでも八王子に住み続けたい」と思っていただける「夢と希望が

持てるまちづくり」に全力で取り組む。 
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「市民フォーラム・未来を語る」  

ゼロカーボンシティの実現に向けて 

 
～ 開会 ～ 

市長挨拶 

皆様、こんにちは。八王子市長の石森孝志でございます。本日は、年末何かとご多用の中、「市

民フォーラム・未来を語る」に大変多くの皆様方にご来場いただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 

毎年 12月は環境省が定める「地球温暖化防止月間」でございますが、近年世界各地で異常気象

に伴う様々な被害が発生しております。本市におきましても令和元年東日本台風は、大変大きな

被害となりましたが、こういった大型台風につきましても異常気象の影響と言われております。 

 

そこで、本市では、今年の２月に 2050年カーボンニュートラルを目指しまして「ゼロカーボン

シティ宣言」を行いました。これを実現する上では、行政だけでは不可能でございまして、市民

の皆様、そして、事業者の皆様のご理解、ご協力は欠かせないところでもございます。 

ぜひ、本日のフォーラムを通じて、より地球温暖化対策を考えていただきながら、次なる行動

に移していただく、そんな機会にしていただければと、そのように願っております。 

 

この後、講演につきましては、様々な環境問題についてのドキュメンタリーを制作されており

ます、NHK エンタープライズの堅達さんに講演をいただき、その後、学生、市民、事業者の皆さ

んとともに、ディスカッションをしながら、議論を深めていければとそのように考えております。 

 

限られた時間ではございますけれども、実りの多いひと時となりますことを心からお祈り申し

上げ、一言ご挨拶とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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第１部：講演 

「本気で目指そう！脱炭素社会」 

講師 堅達 京子 

（株式会社 NHKエンタープライズ エグゼクティブプロデューサー） 

 

自己紹介・脱炭素とのかかわり 

皆さん、こんにちは。ただいまご紹介に

あずかりました NHK エンタープライズのプ

ロデューサーをしております堅達と申しま

す。今日は「本気で目指そう脱炭素社会」

ということで、ここ八王子でお話をさせて

いただくこと、本当に光栄でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

今、ご紹介にもありましたが、私は NHK

に入局後、いろいろな報道の番組をつくっ

てきましたが、2007 年に国連の気候変動に

関する政府間パネル（IPCC）の議長で、ノーベル平和賞も受賞されたパチャウリさんの番組を

つくったときに「はっ！」と気がつきました。「私、マスコミのど真ん中にいるのに、温暖化

がこんなに大変なことになっているのに、どうして気づかずにいたのだろう」と、少し恥ずか

しくなりました。このままだと未来世代の若者たちや、これから生まれてくる子どもたちに申

し訳が立たないと痛感して、ここ 15 年ほどずっと、あの手、この手で気候変動や脱炭素をテー

マにした番組をいろいろつくっております。 

例えば、去年の大河ドラマの主人公は渋沢栄一さんでしたが、この方の「論語と算盤」とい

うのは「道徳と経済は相反するものではない」という考え方で、今の SDGs に通じるのではない

かと思い、「渋沢栄一に学ぶ SDGs」という番組もつくったりしました。 

ちなみに皆さん「SDGs のウエディングケーキ」という言葉を聞いたことがありますか。私も

今日、SDGs のバッチをつけていて、これには 17 の目標があることは皆さんも知っていると思い

ますが、17 の目標１つ、１つに優劣があるわけではありません。ただ、ご覧のとおり、気候変

動や海の豊かさ、陸の豊かさを

守ろうという生物多様性、それ

から水など、環境という土台が

ありまして、この土台が崩れて

しまうと、上に乗っている社会

や経済が、ガラガラガラガラと

崩れてしまいますということを

表している、そんな図になって

います。（資料１） 

今日の本題の脱炭素について

も、去年のお正月に「NHK スペ

シャル 2030 未来への分岐点」と

いう番組を放送させていただい

たり、ご紹介にもありました

「脱炭素革命への挑戦」という

資料１ 
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本も、去年の秋に出版させていただいたりしました。脱炭素は今でこそニュースでよく流れて

くる言葉になり、これは菅前総理が日本もカーボンニュートラルを目指すと発表したこともあ

りますが、元々は５年前の 2017 年 12 月に「NHK スペシャル 激変する世界ビジネス 脱炭素革

命の衝撃」という番組を放送し、このとき初めて脱炭素という言葉がツイッターのトレンドワ

ードになりました。 

 

 

世界の共通目標は 1.5℃  

 

実は５年前に放送したときの目標は、パリ協定で示された２℃というものでした。産業革命

前からの気温の上昇を２℃未満に抑えましょうということだったのですが、今や世界の目標は

「1.5℃に抑えましょう」に変わりました。私は 11 月にエジプトのシャルム・エル・シェイク

というところで開かれた COP27 にも取

材で行ってきましたが、このときにも

改めて 1.5℃に抑える、これが世界の

共通目標になりました。（資料２） 

そういった中で、今マスコミでは、

今年の秋に「1.5℃の約束－今すぐ動

こう、気温上昇を止めるために」とい

う、メディアの垣根を超えたキャンペ

ーンを、新聞や雑誌、テレビやオンラ

インメディア全てで行いました。例え

ば、私がつくった９月の番組ですが、

一番端は NHK の高瀬耕造アナウンサー、

隣は日本テレビ every の鈴江奈々アナ

ウンサー、報道ステーションのレポー

ターをしていたテレビ朝日の山口豊アナウンサー、TBS の国山ハセンアナウンサーやテレビ東京

の松丸友紀アナウンサー、そしてフジテレビの西山喜久恵アナウンサーなど、皆さん一堂に会

してこの 1.5℃の約束のキャンペーンを行いました。（資料３） 

せっかくなので、そのときにつくった短い動画をご覧いただこうと思います。 

（映像上映） 

人気のキャスターを集めるのは

もちろん大変でしたが、私も民放各

局全部回って撮影をしてきました。

どちらかというと、ガチャピンやそ

らジローをブッキングするほうが大

変だった（笑）のですが、何でそん

な苦労をしてまでこの 1.5℃のキャ

ンペーンをみんなで行っているのか

というと、これは、一重に科学者か

らの警告だからなのです。今日は

何故 1.5℃に抑えなければいけない

のかということを、ぜひ皆さんに

分かって帰っていただきたいと思

います。皆さんもおかしいとは

資料３ 

資料２ 
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薄々気がついていると思いますが、毎年のように豪雨や洪水が起きていて、今年は６月の末か

ら 40℃を超えているのです。これはどう考えてもおかしいと、何となくは分かっていると思い

ます。そして、先程、市長のご挨拶にも出た東日本台風と呼ばれる台風 19 号のときには、新幹

線の車両基地が水没しました。これはある意味モラルの問題だけではなくて、経済被害が甚大

なのです。研究によると気候変動の影響で 5,000 億円もの被害が上積みされた、そんな報告も

あります。（資料４） 

私もメンバーになっている世界経済フォ

ーラム（ダボス会議）でも、グローバルリ

スクレポートのリスクの最上位には「気候

対策の失敗」「異常気象」そして「生物多

様性の喪失」が挙げられており、ちょうど

今、生物多様性枠組条約の COP15 もモント

リオールで開かれていますが、市役所も企

業も市民の皆さんも、誰かに任せておけば

いい、環境担当の人だけやっていればいい

という時代ではなく、経営の主流、市役所

の行政の主流に気候変動を置かなければい

けない、そんな時代になっているというこ

となのです。 

去年のノーベル物理学賞は真鍋叔郎さんが受賞されましたが、この方は大気と海の気候変動

の予測モデルを開発された方で、それに象徴されるとおり、実は気候変動は地球システムの物

理の法則で動いているのです。だから、未来を予測することができるのですが、残念ながら科

学者たちの予測は非常に厳しいものになっています。先程、何故 1.5℃なのかとお話しましたが、

最初はどちらかというと、沈んでいく島国の人たちが、1.5℃という目標を載せておいてくださ

いという、何となく腰だめの数字でしたが、改めて 1.5℃と２℃ではどんな違いがあるのかを科

学者たちに調べさせました。その報告書が 2018 年に出ると、やっぱり２℃では危ない、1.5℃

に抑えないといけないということが分かってきました。そこで、1.5℃に抑えるためには 2030

年までに約半減、そして 2050 年までに実質ゼロにする、これがカーボンニュートラルであり、

脱炭素。つまり科学者が言っている目標だということです。 

私はよく箱根駅伝に

例えるのですが、人類

はずっと山登りのよう

に芦ノ湖の頂上を目指

して一生懸命 CO2を排出

し続けています。この

ままだと４℃上昇コー

スに行ってしまうので

すが、これを今すぐ山

下りに転じて、脱兎の

ごとく小田原中継所を

過ぎて、大手町まで駆

け抜けていかないと実

現できない、とても難

しい目標なのです。

（資料５）それなのに

去年、また新しい報告

資料４ 

資料５ 
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書が IPCC から提出され、そこには 2030 年よりも前に 1.5℃に到達してしまうかもしれないとい

う、そんな怖い予言もされています。 

今日はせっかくなので、絶対覚えて帰っていただきたいのは、2013 年ごろの IPCC の報告書の

中では、95％ぐらいの確率で、人間活動による CO2 や温室効果ガスの排出が温暖化の原因だと言

っていましたが、最新の報告では、人間活動によって温暖化していることを疑う余地はないと

断言しました。だから本屋さんへ行くと、これは太陽活動のせいであるとか、長期的なスパン

であるとか言っている方がいるかもしれませんが、それは無視して大丈夫です。専門家は、み

んな口をそろえて断言しています。 

 

 

1.5℃と２℃との違い  

 

それにしても、1.5℃と２℃では 0.5℃しか違わないじゃないか、何かそんなに大きく変わる

のかと内心思っているのではないでしょうか。だけど、実は大きく違います。先程の動画にも

あったとおり、現在既に約 1.1℃上昇しているので、例えば 50 年に一度の高温というのは、産

業革命前より５倍ぐらい起こりやすくなっています。これが 1.5℃になると９倍近く、２℃にな

ると 14倍近く、４℃上昇したら、なんと 40倍近くも起こりやすくなるのはもう明らかです。 

それと大雨、これも心配ですよね。こちらも 10 年に一度の大雨は、頻度も強度も気温が上が

っていくにつれてどんどん強さが増していくことが分かっています。 

でも、干ばつについてはあまり日本に関係ないのではないかと思うかもしれませんが、ウク

ライナでの戦争によりパンやラーメン、パスタなど、小麦粉に関係するものがみんな値上がり

したのをご存じだと思います。日本は食糧の輸入国なので、もし世界の穀倉地帯が干ばつにな

ってしまえば、実は食糧を輸入できなくなる、そんなリスクも抱えています。だから、これは

全く他人事ではないのです。 

今のは正比例的な変化でしたが、もう一つ大事なのは、気候システムの物理のメカニズムで

はティッピング・ポイントといって、ある一定のところまでなだらかに来ていたのが、あるポ

イントを超えると急激にはね上がり、そして二度と元に戻らない、後戻りできない転換点とか、

臨界点という言い方をする、そんな変化が起きると言われています。（資料６） 

この Paris range と書いて

あるところが 1.5℃と２℃の

ゾーンなのですが、例えばサ

ンゴ礁などは 1.5℃でも大体

８割ぐらい死んでしまうと言

われています。２℃だと絶滅

してしまいます。ゼロになっ

たらもう戻れない。たった

0.5℃の間で、こんなことが

起きてしまいます。 

一方、グリーンランドの氷

も２℃上がると、急激に溶け

出して止まらなくなると言わ

れています。 

これは 2016 年の資料なの

ですが、最近科学者が一番恐

れているのは、この西南極の氷、氷床は、前の研究では大体４℃とか５℃上がってから溶け出

すと言われていたのが、最近は２℃を超えたらグリーンランドと同じように溶け出してしまう

資料６ 
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ということが、この１、２年で分かってきました。だから私たちは、やはり２℃に抑えるとい

うのでは危ない、1.5℃を目指していく必要があるわけです。 

このことは、私もベルリンの近くでインタビューしてきましたが、「プラネタリー・バウン

ダリー」や「ホットハウス・アース理論」を研究している世界的な科学者でポツダム気候影響

研究所の所長のヨハン・ロックストローム博士が唱えている理論に「ホットハウス・アース

（温室化された地球、灼熱地球）」という理論があり、これは１つ何かが起きたら、玉突きで

ドミノ倒しのように次々と悪化していくという理論なのです。 

例えば、北極海は海の上に白い氷が覆っていて、皆さんも夏には白い服を着るように、白は

太陽の光をはね返す、そんな効果がありますが、これがもし溶けてしまうと、海は青いなとか

言っていても実際は黒っぽい色をしているから、太陽の光をどんどん吸収してしまい、また温

暖化が進む。そうすると今度はシベリアの永久凍土が溶けて、そこから CO2 の 25 倍もあるよう

な温室効果ガスのメタンがブクブクブクブク泡のように出てくる。そうすると、また温暖化が

進む。今度は、ジェット気流や海流の流れが変わってしまい、アマゾンに雨が降らなくなる。

そうすると熱帯雨林が枯れてサバンナや草原になって CO2 を吸収してくれなくなるので、また温

暖化が進み、最後は溶けないと思われていた東南極の 3,000 メートルもある厚い氷まで溶け始

めるという、そんな悪循環がもしかすると起こるかもしれない。この起こるかもしれないと言

われている温度が２℃ぐらいのところにあるのです。 

それなので、とにかく２℃では危ない。これはもうサッカーで言えばペナルティーエリアで

あり、近づかないようにしようと。だから、1.5℃は地球のガードレールであり、我々人類にと

っての防衛ラインだ。その意味で、私たちは 1.5℃に抑えましょうと言っているのです。 

ところが残念なことに現実は、例えば 2020 年には北極圏のシベリアで気温が 38℃に上昇して

しまったり、カナダでは去年 49.6℃になったり、やはり何か危ないというバッドニュースがど

んどん入ってきています。今年グリーンランドと西南極の氷もかなり溶けています。このこと

でどういうことが起こるかというと、はっ

きり言って東京水没です。八王子は大丈夫

かもしれないけれど、江東区も墨田区も台

東区も沈んでしまいます。先程の IPCC の報

告書には、高排出が続いた場合は 2100 年に

２メートル、2150 年に５メートル、2300 年

に 15 メートルを超える海面上昇の可能性も

排除できないと書いてあります。こんな未

来を子どもたちに残すわけにはいかないと

いうことです。 

当然海の温度が上昇してしまうと、台風

もすごく強くなって、より東日本を襲うと

言われています。不思議なもので、極端な

気象というものは、雨が降るところには降

って、降らないところは降らなくなるから、

今年は特にヨーロッパでは 500 年に一度の

大干ばつ、中国もアメリカもそうなのです。

私が留学していたときに住んでいた地域に

あるロワール川は、多摩川クラス、いや、

もっと大きな川ですが、こんなに干上がっ

ています。（資料７）そうかと思うと、パ

キスタンでは 3,300 万人もが被災する洪水

が起きています。今まで途上国で CO2 も排

資料７ 

資料８ 
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出してこなかったし、この人たちは何も悪いことはしていない。なのに、被害は真っ先に受け

るというとんでもないことになっているのです。（資料８） 

そんな中で愚かなことに、人間は戦争をしているわけです。せっかく去年の COP で 1.5℃の目

標をみんなで目指すと合意したのに、今やエネルギー危機になってしまって、ロシアの天然ガ

スを使えないから石炭を少しだけ戻さないと今年の冬が乗り切れないなんて話もあって、本当

に困っているのです。こうした中でも先程お話したとおり、気候変動は物理の法則ですから、

自然は待ってはくれません。どんどん悪くなっていきます。 

一つ戦争の影響でいうと、今年、シベリアの森林火災が史上最悪でしたが、ロシア軍は消し

には行っていないのです。分かりますよね、ウクライナへ行っていたから。こんなところにも

戦争の影響が出ていて、このまま行ってしまうと、今のままでは 2100 年には 1.5℃どころか

2.5℃上昇してしまうし、さきほど山下りをやらないといけないと言ったのに、2030 年でも CO2

は 10％以上上昇したままだという、とても厳しい状況なのです。 

 

 

脱炭素社会へのパラダイムシフト  

 

そのため、科学者はついに 2025 年ま

でに CO2 排出量をピークアウトしない

と、1.5℃目標の達成は難しいと、今年

の４月の報告書で言っています。これ

は本当に厳しい言葉で、計算によって

あとどれくらいで 1.5℃に達するかとい

うのをカウントしている CLIMATE CLOCK

という気候時計のデータによると、あ

る計算では、あと６年と 225 日ぐらい

でもう 1.5℃に到達してしまうというこ

とも言われています。（資料９）つま

り、これは、どんどんチャンスが失わ

れている、もうアディショナルタイム

に入っている感じです。 

言葉は悪いけど、がん患者さんに例えますと、地球は言わば、今ステージ４です。今なら頑

張れば大手術をするとか、体質を全

部変えるということで、生き残れる

道が少しはあるけど、間もなくそれ

が言えなくなってしまいます。お医

者さんが「いや、ちょっと申し訳な

いですけど、少し手後れですかね」

と言ってしまう日が間もなく来ると

いうことです。 

今年の COP27 で国連のグテーレ

ス事務総長は「人類は、協力するか

滅びるかの選択を迫られている」と

いう厳しい言葉を言いました。です

から今、脱炭素については時間との

闘いが始まっています。そして、も

資料９ 

資料 10 
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はや平時の対応では駄目で、コロナと一緒で有事対応が必要だということです。よく 2030 年ま

での８年間が正念場と私も言い続けてきましたが、実はもうあと７年と半月しかなくなってし

まいました。文明崩壊につながるような、そういう引き金を引くことを回避しなければなりま

せん。だって、南極の氷が全部溶けたら 60 メートル海面が上昇してしまうのです。皆さんは生

きていないですが、文明というのはそういうものではないと思うのです。エジプトのピラミッ

ドだって、厳島神社だって、歴史は数千年単位で変遷し続けているから、その引き金を私たち

が引かないためには、脱炭素社会へのパラダイムシフトが必要です。（資料 10） 

 

 

日本に求められるもの  

 

日本人は、トヨタ方式ではないですが、少しずつ改善するのは得意なのです。ただ、前例の

ない規模の変化を起こすのは本当に難しくて、やや苦手なのです。今、全ての産業システムに

おける急速、かつ、広範囲に及ぶ移行を行わなければならなくて、世界中でのゼロカーボン競

争に八王子も参加しているということです。日本が 46％減らすというのは、もちろん大変な目

標ではありますし、難しいですが、もっと世界のほうが野心的です。EU やイギリス、アメリカ

もバイデン政権に代わって、そして中国、インドも新興国ですが、少し遅れてカーボンニュー

トラルを宣言しています。日本は曲がりなりにも先進国なので、まず一番大事なのは、天然ガ

スとか石油に比べても CO2 排出量が単位エネルギー当たりで一番多く、効率が悪いエネルギーで

ある石炭火力を真っ先に辞めないといけないのに、残念ながら、日本はまだこのフェーズアウ

トの道のりを示せていない。こ

んな国は、はっきり言って先進

国としてリスペクトされません。

アンモニアを混ぜて炊きますと

か、水素を混ぜて燃焼させるか

ら、少しは CO2 が減りますとい

うことを言っておりますが、

研究することは大事だし、こ

ういう技術はいずれ必要にな

りますが、これだけでは 2030

年までにはたった４％しか減

らないのです。ゼロを目指し

ているときに－４％減って自

慢げに「どうだ、どうだ！」

とそれを世界に輸出しような

んていうのは、世界的には全く

受入れられない考え方だということです。今の日本はここが問題で、電力を化石燃料に頼って

いて、まだ石炭火力を温存しているが故に、EV化も進まないのです。（資料 11） 

私は COP27 に行ってきましたが、EV へのシフトが物凄かったです。日本はハイブリッドで成

功した体験もありますが、今年ついに、カルフォルニア、そしてニューヨーク、それからＥＵ

は全て、2035 年にハイブリッド車も新車販売禁止になりました。つまり内燃機関をもってガソ

リンで動くような車は、全部駄目という時代に突入しようとしています。やはり日本はここが

遅れているところなのです。この脱炭素化にとって一番大事なのは、再生可能エネルギーに切

替えていくことです。世界では RE100 という再生可能エネルギー100％で事業運営をする企業が

どんどん増えています。これは何故かというと、実は今、世界で再生可能エネルギーが一番安

い電気なのです。原子力よりも、ガスよりも、石炭よりも安いということが分かっておりまし

資料 11 
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て、皮肉なことに日本だけが違っていたのです。今までは再生可能エネルギーの値段が高かっ

たけれど、このウクライナの戦争で、化石燃料が急激に上がってしまったせいで、来年か再来

年には日本も再生可能エネルギーが一番安い電気になるということが分かっています。（資料

12） 

けれども、この再生可能エネ

ルギーに転換するというのは、

実は脱炭素のためだけではない

のです。もっと未来社会の在り

ようを描いていったときに、再

生可能エネルギーをベースにし

た電源で EV が、電気自動車が、

むしろデジタル化されたエネル

ギーのインターネットみたいに

めぐらされた送電網に、直接 EV

からつないで、まるでバッファ

ー（一時的な保管場所）になっ

て電気をやり取りする、そんな

時代をヨーロッパとかは描いて

います。再生可能エネルギーは

不安定だとかよく言われますが、今、AI を使った気象予測などで、ぴったり需要と供給を当て

られる、そんな技術もどんどん確立されてきています。そういうものはどんどんビックデータ

を集めていかないと積み上がっていかないのですが、日本はここも出遅れているのです。それ

なので私がよく言うのは、脱炭素の話をするとみんな何かネガティブなことばかり考えますけ

ど、実はここは、成長の、あるいは産業の伸びしろなのです。この Vehicle to Grid は、日本

では車から電力系統に入れることは禁止されており、家との間だけしかやり取りしてはいけな

いことになっていますが、むしろ欧米のほうでは、逆にこういう仕様を整えた車でないと売っ

てはいけないみたいなことも言われています。DX（デジタルトランスフォーメーション）と GX

（グリーントランスフォーメーション）がかけ合わさった領域にこそ、産業の伸びしろがある

わけです。だから、脱炭素で地球を守るのと同時に、産業も一緒に伸ばしていく、そのために

も私たちは早く再生可能エネルギーや EV に切り替えていかないと、世界の競争に全く勝てなく

なります。 

Apple とかは既に再生可能エネルギー100％を達成させて、私も副社長のリサ・ジャクソンさ

んにインタビューをしましたが、2050 年ではなく

て、もう 2030 年までにカーボンニュートラルにし

ましょうと言っています。すごいのは、サプライヤ

ーである部品メーカーにもそれを要求していて、例

えば、スマートフォンにはソニーのイメージセンサ

ーというのがついていまして、日本から納品してい

るものなのですが、これをつくっている人にも再生

可能エネルギーでつくるよう要求している。スマー

トフォンの中には太陽誘電や村田製作所のコンデン

サーも入っていますが、そういうのも全て再生可能

エネルギーでつくらないといけないと言われており、

私も番組でも紹介しましたが、この秋 Apple は、

CO2 の排出量を将来、部品メーカーとかサプライヤ

ーに Scope3（事業者の活動に関連する他社の温室効果ガスの排出量）といわれるところまで全

資料 12 
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部明らかにしたいと発表しました。ということは、このことは地方にもどんどん来ます。今そ

んな時代に入っているわけです。 

 

 

サーキュラーエコノミーへの転換  

 

そして、もう一つ彼らが言っ

ている肝になっているものが、

サーキュラーエコノミー（循環

経済）という考え方で、例えば、

パソコンがもしアルミニウムで

できていたとしたら、地上資源

といって、回収したアルミニウ

ムだけでつくりましょうという

時代に変わっている。一方通行

の使い捨てではない、ぐるぐる

回るサーキュラーエコノミーに

変える動きが圧倒的にきていま

す。（資料 13） 

私も脱プラスチックの本を書

いていて、日本人は「ウミガメがかわいそう」「鯨のおなかの中からレジ袋が出てきてかわい

そう」、あるいは「人間の血液の中にマイクロプラスチックが入って生態系に影響を与えるの

ではないか」などと考えますが、実はプラスチックは石油からできているので、つくるときに

も使うときにも運ぶときにも CO2 が出ています。だから、プラスチックを減らすことは、温暖化

対策にも役立つ。そんなことで、欧米では、このサーキュラーエコノミーへの転換も進めてい

ます。 

さらに、化石燃料から脱却するという方向性は当たり前で、いろいろな情報公開の仕組みも

ありますが、今一番注目されているのは自然資本です。自然関連財務情報開示タスクフォース

（TNFD）が来年から本格化しますが、海と森にもっと CO2 を吸収してもらわないと、工場とか家

庭で減らすだけでは 1.5℃の目標達成ができなくなっているのです。だから、どんどん森と海に

CO2 を吸収してもらうというところが、今、脱炭素の主戦場になってきています。ネイチャーポ

ジティブといって、どんどん減ってしまった生物多様性をそれと併せて復活させよう、回復さ

せようという動きも行われています。ちょうど今 COP15 というのがモントリオールで開かれて

いて、陸域と海域の自然保護区を 2030 年まで 30％にしましょうという目標が多分成立するはず

なのですが、自然を保護すると言っても国定公園とか、国立公園だけ守っていればいいのでは

なくて、OECM（保護地域以外で生物多様性保全に資する地域）と言って、お寺の森や鎮守の森、

企業が持っている緑地、あるいは里山、里地などを守っていくことで、一石何鳥もできるよう

な、いろいろいいことがある、脱炭素にも役立つし、それから循環経済、バイオマスを使った

発電にもつながったりするし、鹿などの獣害も山に手が入るので少なくなるし、おいしい食べ

物もできるし、健康にもいいし、ワーケーションとかもできる。そんなことを目指すことで、

実は気候変動も食い止められるという新しい考え方が、今とても注目されています。私は、大

量生産、大量消費型のこの経済では、もう立ち行かなくなっているという、それが今の時代だ

と考えているのですが、GDP というのは環境破壊しても増える、そんな物差しなのですね。だか

ら、むしろこれからのサスティナビリティを考える時代には、物差しそのものも変えなければ

いけない。これはイギリスの財務省が生物多様性の経済学をダスグプタさんという経済学者に

物差しを変えましょうと示させました。今までは、こういうインフラや建物、機械の富の量を

資料 13 
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測っていたけど、これからは、教育、人材、あるいは自然資本、自然の豊かさ、この三つ併せ

たものを包括的な富と言って、この豊かさを測るようにしましょうと、大転換が今起きようと

しています。 

そうなると面白いことに、自然

に恵まれた八王子にこそ、実は未

来があります。密だった都心より

も、意外と八王子のポテンシャル

が高いということが分かってきて

います。（資料 14）それなのでエ

ネルギーも食料も、そしてパンデ

ミックにも強い地産地消を地元で

目指して、サーキュラーエコノミ

ーをベースにした自然と共生する

地域循環共生圏を目指していくと

いう目標を、今みんなで立ててい

るわけです。 

くどいように言いますが、小手先のアプリだけをうまく使って、少しずつ直しているだけで

は、この問題は解決しません。経済の OS そのものを変えなければいけない。これは、サーキュ

ラーエコノミーがベースになった OS に今から変えていかないといけない。そのことができる今

がラストチャンスです。この間にみんなで一石二鳥、三鳥になるような政策をアイデアいっぱ

い出して、考えていきましょう。 

 

 

世の中の仕組みを変えていくことが大事  

 

最後になりますが、世界に比べてネガティブに捉えている人が日本には多いのですが、地域

の脱炭素のロードマップをこれから考えていくときに一番大事なのは、脱炭素と目指すべき方

向性の目標はもう分かっているわけです。だから、あとは具体的なロードマップをどう書くか

ということと、スピードとスケール、これが大事です。（資料 15）そのためには企業ができる

こともたくさんありますし、行政が

できることもたくさんありますが、

今日は市民のためのフォーラムとい

うことで、最後にこれをご紹介して

終わりたいと思います。 

私たち一人ひとりにできることも

たくさんあります。よくマイボトル

を持ってきても、マイバッグだけ持

ってきても、これでは温暖化は止ま

らないという人がいます。確かにそ

のとおりで、それだけでは止まりま

せん。でも、１億人がマイボトルを

持ってくるようになったら変わりま

す。企業を変えるのはもちろんです

が、何よりも声を上げたり、政治家を選んだり、行政に訴えたり、仕組みを変えるということ

です。税制とか規制とか、CO2 を減らした人が得をする、そんな仕組みに世の中を変えていくと

いうことが大事です。 

資料 14 

資料 15 
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先程の「1.5℃の約

束キャンペーン」では、

個人でできる 10 の行

動というものを分かり

やすいアイコンで示し

ています。（資料 16）

例えば「廃棄食品を減

らす」のは、すごく温

暖化対策に役立ちます。

私たちができることは

たくさんあるので、ホ

ームページに載ってい

ますので、ぜひ一度ご

覧になってください。

ここでも最後に「声を

上げる」ということが

出てきていますので、

実は思っていたより温暖化が深刻だとか、脱炭素を成し遂げるのに時間がないという今日聞い

たことを、ご家族に、それからご友人やお仲間、地域の人にぜひ話してみてください。伝える

ことから、私たちの行動を変えることができると私自身は思っております。 

くどいようですが、生き物たちと私たちの未来を救えるのは、10 年後では手後れです。今し

かないということでございます。幾つかの番組はＮＨＫのオンデマンドで有料ですが、ご覧い

ただくことができます。2030 未来への分岐点シリーズは、５分×９本の無料の YouTube 動画が

アップロードされていますので、ぜひ研修などでもお使いいただければと思います。1.5℃の約

束の動画も、国連のサイトでも見

ることができますので、ぜひご覧

になってください。 

そして、ちょっと番宣ですが、

明日、日曜日の夜７時から BS1 で

100 分のフランスとの国際共同制作

「次のパンデミックを防げ、ウイ

ルスハンターたちの闘い」という

番組を放送します。実はこれはウ

イルスの番組ですが、環境や気候

変動とも関係していますので、ぜ

ひ、ご覧いただければと思います。

ご清聴ありがとうございました。 

資料 16 
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第２部：パネルディスカッション 
 

ファシリテーター  

法政大学准教授 山口 隆子氏 

パネリスト 

株式会社 NHKエンタープライズ エグゼクティブプロデューサー 堅達 京子 氏 

東京電力パワーグリッド株式会社多摩総支社長 西村 幸治 氏 

八王子市地球温暖化防止活動推進員 大竹 邦江 氏 

工学院大学 ソーラーチーム 松田 直大 氏 

工学院大学附属中学校・高等学校 自動車部 落合 涼太 氏 

八王子市長 石森 孝志 

 

【山口氏】 

それでは、これよりパネルディスカッションを開始します。私

は、本日のファシリテーターを務める法政大学文学部地理学

科の山口隆子と申します。 

最初に、皆様に自己紹介をお願いします。堅達さんと市長に

は、先ほどご挨拶をいただいておりますので、その他の登壇者

の方にお願いをしたいと思います。 

では、まずは、西村さんからお願いいたします。 

 

【西村氏】 

皆様、こんにちは。私は、東京電力パワーグリッド多摩総支社の西村と申します。東京電力

パワーグリッドは、発電所でできた電気を皆様のご家庭、あるいは事業所に送るような事業

をしております。多摩総支社ということで、私は東京都の 23区以外の責任者として、八王

子で勤務しております。八王子市とは、市長からもお話がありましたとおり、２月に宣言さ

れた、ゼロカーボンシティの実現に向けた協定書を結ばせていただいており、実現に向けて

八王子市の皆様と一緒に取り組んでいきたいと思っております。本日は、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

【山口氏】 

それでは、大竹さんお願いいたします。 

 

【大竹氏】 

こんにちは。八王子市地球温暖化防止活動推進員の大竹と申します。そのほかに中央地区環

境市民会議、民生児童委員、そして、地元小学校の学校運営協議会委員として活動し、学び
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多き日々を過ごしております。よろしくお願いいたします。 

 

【山口氏】 

続きまして、松田さん、お願いします。 

 

【松田氏】 

皆様、こんにちは。工学院大学ソーラーチーム代表を務めさせていただいております、松田

直大と申します。工学院大学ソーラーチームは、オーストラリアで開催される世界大会に、

自分たちで製作、設計したクリーンなエネルギーを使ったソーラーカーで出場しています。

今回、この機会に我々の脱炭素社会に向けた活動が発表できることを光栄に思っておりま

す。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【山口氏】 

最後に落合さん、お願いします。 

 

【落合氏】 

皆様、こんにちは。工学院大学附属高等学校自動車部の落合です。私たち自動車部は、主に

三種類の車を開発しています。一つが、エコランカーという、郵便局などで使われているホ

ンダのスーパーカブのエンジンを基にした車、もう一つが、乾電池 40本で走るエネワンカ

ー、それから、ソーラーカー、この三種類の車でレースに出るために日々開発をしています。

私は、高校２年生のときに自動車部の部長を務めさせていただきました。今日は、その中で

自動車部が脱炭素社会に向けてどういう取組をしているのかを発表させていただきます。

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【山口氏】 

ありがとうございました。本日は、皆様よろしくお願いいたします。 

では、先ほどの基調講演で堅達さんより、脱炭素社会に向けてのお話がありました。ここで、

手短に振り返ってもらいたいと思います。堅達さん、お願いします。 

 

基調講演振り返り 

【堅達氏】 

先ほどもお話しましたが、今人類は非常に大きな分岐点みたいなところにいます。産業革命

前からの気温上昇を 1.5℃に抑えられるのか、それとも、それを突破して、灼熱地獄みたい

な道を歩んでいくのか。他人事のように思っているかもしれませんが、本当に灼熱地獄みた

いなことになったら、八王子でも雨の降り方、洪水の被害、それから食べ物や、熱中症にな



18 

 

るなど、健康への影響もたくさん出てきてしまうわけですから、どうやったらこれを食い止

められるのか。それには、サーキュラーエコノミーというのをベースにした全く新しい形の

経済にパラダイムシフトを起こさなきゃいけないと。今までのやり方では、もう立ち行かな

い。新しいやり方でこれから持続可能な社会を切り開いていかなければいけないというこ

とを、お話させていただきました。カギを握っているのが、再生可能エネルギー。 

今日はソーラーチームの方々とお話できるのもとても楽しみにしております。よろしくお

願いいたします。 

 

【山口氏】 

ありがとうございました。先週ですかね、日曜日に NHKスペシャルでワイルドファイヤーと

いう番組をご覧になった方いらっしゃいますでしょうか。私は、子どもたちも含めて家族み

んなで見たのですが、その山火事の様子、本当に恐ろしいんですよね。家が燃えてしまう。

そんな番組をやっておりまして、番組の中ではなかなか地球温暖化との関係性というとこ

ろまでは踏み込めないのですが、これこそまさに異常気象の現れじゃないかと思って見て

おりました。 

それでは、今、八王子ではどんな活動をしていて、これからどうなっていくのかということ

について、お話をしていきたいと思います。 

では、まず初めに、工学院大学附属中学校・高等学校自動車部の落合さんより、活動につい

てご紹介いただきたいと思います。落合さん、よろしくお願いします。 

 

各パネリストの活動・取組 

【落合氏】 

私たちの部活動では、先ほど

言ったように、三つの種類の

車をつくっているのですが、

今回は、ソーラーカーについ

てお話させていただきます。 

私たちは、部活動の一環とし

て、自動車の脱炭素化とソー

ラーカーの実用化を目標に活

動をしています。具体的にど

んな活動をしているかという

と、レースに参戦するための

ソーラーカーの製作や改良を行っています。（資料 1） 

そして、製作したソーラーカーで指定された時間内にサーキットを何周走ることができる

資料１ 
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かを競うソーラーカーの耐久レースな

どに参戦をして、そこで得られた結果

を基に日々改良などを行っています。

（資料２）左の写真が去年の三重県の

鈴鹿サーキットでレースに出たときの

写真です。右の写真が今年和歌山県の

白浜で行われたソーラーカーのレース

に参戦したときの写真です。 

また、私たちは、今年の２月に脱炭素

チャレンジカップという環境について

のプレゼンテーションを行うコンテス

トにも応募しました。内容としては、私たちが、今行っている活動や、新たな産業や社会へ

の貢献などを発表し、最終的には、レンゴー最優秀脱炭素未来づくり賞を受賞することがで

きました。（資料３）また、この活動では、ソーラーカーを製作する上で、エネルギーマネ

ジメントといった走行中のソーラーカーのエネルギー使用量の把握や、そういうデータを

ドライバーにモニターで通知したりする知識や技術が求められてきます。こういった技術

や知識を学ぶため大学のソーラーカーチームや企業様と連携をして、新たな産業と技術革

新の基盤をつくることに貢献できるよう活動を行っています。以上です。 

 

 

資料２ 

資料３ 
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【山口氏】 

ありがとうございました。中学や高校の部活動をきっかけに脱炭素を意識するだけではな

く、実践されているということで非常に興味深い取組をされているお話でした。落合さんが

部活動でソーラーカーに出合ったことで、環境への配慮を何か意識し始めたことはありま

すか。 

 

【落合氏】 

私が、自動車部に入った中学１年生のときには、環境に対する知識や対策していることは

あまりなかったです。ソーラーカーの活動を始めたのは、自分が高校１年生ぐらいのとき

で、自分が思っていたのは、ガソリンで走る車が主流と言いますか、それが車の在り方み

たいな感じで思っていました。ソーラーカーなどをやり始めると、ほかにも何か車の形と

いうものがあるのではないかと、環境に対しての車の考え方というのは変わりました。 

 

【山口氏】 

すごいですね。やはり、これこそがパラダイムシフトですよね。堅達さんの話にあった、決

してかた苦しいことではなく、このような高校生の落合さんがパラダイムシフトしている。

そんなことを皆様も今、目の当たりにできたのではないでしょうか。 

続きまして、工学院大学ソーラーチーム、松田さん、よろしくお願いします。 

 

【松田氏】 

よろしくお願いします。

我々のチームは、今大きく

二つに分けて、力を入れて

活動しています。まず、1

点目が世界大会に出場し、

世界の若者に脱炭素に向

けた活動を発信していま

す。（資料４）この世界大

会というのは、オーストラ

リア大陸 3,000キロを、自

分たちでつくったソーラ

ーカーで太陽のエネルギーだけで走行するといった大会になっております。この世界大会

は、25か国 40チームが参戦しているかなり大規模なソーラーカーのレースとなっておりま

す。そこで、クリーンなエネルギーだけで走行できる車体を製作、設計し、資金を集め、情

報の発信など全て学生が行う、学生主体の活動を現在行っております。 

資料４ 
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我々の車体ですね。（資料５）こちら左が 2017年の車体、右が 2019年の車体になるのです

が、この我々の活動、持続可能な社会のための技術を八王子から世界へという目標も一つ掲

げております。我々のつくったソーラーカーには、88 番という車体ナンバーをつけている

のですが、この 88の意味のまず一つ目が八王子の８から取っております。もう一つが漢数

字の八、末広がりの八なので、八王子の技術、八王子から世界へ発信していこうといった意

資料５ 

資料６ 
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味合いを込めて活動しております。 

先ほどの世界大会に行くことと、もう一つ、脱炭素社会に向けた若者の人材育成に力を入れ

ています。（資料６）工学院大学というのは、先ほど発表した附属中学校・高等学校があり、

中学生、高校生もすぐ身近な存在としています。また、大学生、大学院生がつながって縦に

連携して、若い世代から、脱炭素社会に向けた考え方というのを教育していこうというのが

我々の活動の一環であります。具体的には、ソーラーカーの技術はもちろん、企業様などを

お招きして太陽パネルの仕組みや、自然原理などを教えていただくといったイベントも企

画しております。この大きく分けて二つが、我々工学院大学ソーラーチームが行っている活

動です。以上になります。 

 

【山口氏】 

ありがとうございました。脱炭素社会に向けてソーラーカーをつくって動かすだけではな

く、子どもたちへの人材育成までも大学生が行っている。この現実、素晴らしいですよね。

私も、今回このお話を聞きまして、非常にいい取組だな、また八王子らしい取組だなと深く

感銘いたしました。 

では、続きまして、八王子市地球温暖化防止活動推進員として活動されている大竹さんにお

話をお伺いしたいと思います。 

 

【大竹氏】 

お願いいたします。学童保育所に出向いて、紙芝居やクイズを交えて、温暖化の現状を知っ

てもらう取組をしています。（資料７）そして自分たちが何をすべきか、自宅で、学校で、

地域でできることを考えてもらう。そんなことを実践してもらっています。後日、「給食は

資料７ 
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残さないで食べているよ」「歯磨きをするときは、水道を止めているよ」といった報告を受

けました。 

また、環境マークを集めようという取組も行っております。（資料８） 

これは、食料品、日用品、家電製品、車などについている環境マークについて知ってもらい、

資料８ 

資料９ 
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これらがどうしてついているのか、そして、これらの商品を買うことによって、自然を守り、

また、学校に行けない国の子どもたちが学校に行けるようになる。そんなことを知ってもら

い、ご家族も一緒にお買い物の参考にしてもらえればと思って取り組んでいます。 

子どもたちからは、「学用品にも環境マークついていたよ」「環境マークがついているお菓子

を買っているよ」といった声が届いてきました。 

また、趣味の会、町会、自治会から声がかかりますと、大人向けの出前講座も実施しており

ます。（資料９） 

温暖化の仕組みを理解してもらい、世界・日本・八王子の現

状を知って、対策やその目標を知ってもらう取組をしてい

ます。今日着てきましたこの服は、和服を自分でリメイク

した服です。 

このように、自分でできること、実際自宅で実践している

ことを紹介しています。脱プラスチック、今問題になって

いますね。これについても実際に自宅で使用している製品

を紹介しております。（資料 10） 

資料 10 
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また、これは我が家で実践している様子に数値を交えて分かりやすく紹介しています。（資

料 11）後日、受講した方から「コンセントからプラグをこまめに抜いています」「電気の契

約アンペアを下げました」「お風呂は続けて入るようにしています」といった声をいただき

ました。 

今、身近にできることを始めませんか。この美しい地球を後世に残していきましょう。そん

な思いで取り組んでおります。ありがとうございました。 

 

【山口氏】 

大竹さん、ありがとうございました。日々子どもたちや、市民の皆様に普及啓発活動をなさ

っていると。また実際にご自身でやられていることを紹介することで分かりやすくあなた

にもできるよ、というサインを示しているのかと思います。本日お隣に若い二人が来ている

わけですが、この若いお二人のお話を聞いてどんな感想を持たれましたでしょうか。 

 

【大竹氏】 

私が今、実際にお話しているのは小学校の低学年が多いです。やはり中学生以上になるとな

かなか接する機会もないですし、話してもらうようなこともないので、今、お二人の話を聞

きまして、本当にこれから将来楽しみだなと安心しております。 

 

【山口氏】 

ありがとうございます。大竹さんが低学年の子どもたちに向けてお話をしてくださる、そう

いった活動が実って、落合さんや松田さんのような青年が生まれてくるのだと思うんです

資料 11 資料 11 
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ね。なので、これからもぜひ頑張ってもらえればなと思います。 

 

【大竹氏】 

ありがとうございます。 

 

【山口氏】 

続きまして、東京電力パワーグリッド株式会社多摩総支社長の西村さんからお話を頂戴し

たいと思います。 

 

【西村氏】 

私から、東京電力グループ全体のお話をしたいと思っております。皆様はご家庭でも職場で

も多分電気をお使いいただいてると思います。その影響もあって、やはり電気に関係した二

酸化炭素の排出量の占める割合が非常に大きいものがあります。 

 

そういったこともあって、我々東京電力グループとしては、ここに書いてあるとおり「つく

る」「つかう」「つなぐ」、この三つの観点で脱炭素化の取組を進めております。（資料 12）

まずは「つくる」ですが、堅達先生の講演にもありましたとおり、今、東日本大震災で原子

力が止まっているところもありまして、だいぶ石炭火力、火力発電所に頼るということが多

資料 12 
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くなっています。そうすることによって再生可能エネルギーの割合がどうしても少ないと

いう現状にいます。我々は洋上風力などを開発するということもしておりますし、あるいは

原子力も、安全性を大前提にして活用するということも含めて、電気をつくるところでの脱

炭素化をしっかり進める取組をしています。 

二つ目が、「つかう」という、皆様がご家庭、職場で使う、ということですが、ここについ

てもやはり「つくる」のところで脱炭素化の電気をつくっていくという話をしましたが、ほ

かのエネルギーに比べると、電気というものは非常に脱炭素というか、地球に優しいエネル

ギーですので、やはり電気を使って電化を進めていくことが、脱炭素化に貢献できると考え

ております。そこで、いろいろ効率的には電気製品に置き換えるとか、あるいは EVという

話もあったと思いますが、そういったことをしっかりと活用できるようにしておく、あるい

は再生可能エネルギーや蓄電池などを使って、家庭の中で効率的に電気を使っていただく

と。そういった取組をして脱炭素化につなげていきたいと思っております。 

三つ目は、「つなぐ」というところですが、ここも先生からだいぶ厳しく、日本は遅れてい

るというお話をいただきました。今までの大規模発電によりネットワークを介して皆様に

お送りすることから、地産地消というのですかね、太陽光や、洋上風力がいろいろな所にで

きたり、あるいはご家庭で発電したり、いろいろな地点で電気がつくられるようになってき

ます。そういった電気をできるだけ効率よく集めて、それを安定的に供給していくことが重

要になってきますので、そういったことができるように技術開発をしたり、電力設備をつく

資料 13 
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っていく取組が「つなぐ」というところです。 

以上のように、この三つの「つくる」「つかう」「つなぐ」という取組をしっかり行いまして、

我々東京電力グループとしても目標を持って、2030 年には 2013 年比 50％減を目指してお

りますし、2050 年にはカーボンニュートラルを目指しているところでございます。なかな

かそれでも足りないというような先ほどの講演でしたが、そういったところを目指してや

っております。 

また、八王子市とは本年２月に、ゼロカーボンシティ実現に向けた協定を結ばせていただい

ておりまして、八王子市における再生可能エネルギーの拡大、あるいはレジリエンスの強化、

自然保護の取組、そういったところを、今一緒になって検討を始めさせていただいています。

（資料 13） 

また環境フェスティバルという話もありましたが、（資料 14）そういったところで尾瀬の取

組、あるいはお子様向けの SDGsの取組、ドローンの体験などを通じて、我々の取組を八王

子の市民の皆様にも触れる機会をつくっており、ぜひ今後もつくっていきたいと思ってお

りますので、ご参加いただければと思います。以上であります。 

【山口氏】 

ありがとうございました。多分皆様からすると、私もそうですが、東京電力さんと聞くと検

資料 14 
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針の紙でしかお会いできない方という感じですが、実際にそうやって環境フェスティバル

等に東京電力さんが参加されたことで、八王子市民との直接的なふれあい活動というもの

もあるかと思います。そういった活動を通して、何か気づきみたいなものはございましたで

しょうか。 

 

【西村氏】 

そうですね、多分八王子市民の皆様には、いろいろな機会を通じてカーボンニュートラル

の意識を高めていただいていると思います。高校生の皆様は部活動や、あるいは市民生活

など、そういった機会が重要だと思っております。八王子市民の皆様にも我々の取組を知

っていただくことを通じて、そういった意識を高めていただいて、我々もそういった期待

にしっかり応えていくということが大事なことだと再認識できますので、ぜひ市民の皆様

と一緒になって持続可能な社会を実現していきたいと思っております。 

 

【山口氏】 

ありがとうございました。それでは最後に八王子市の取組について、八王子市長よりご説

明をお願いしたいと思います。 

 

【石森市長】 

ただいまそれぞれパネリストの皆様から、脱炭素化に向けた取組のご報告をいただきまし

てありがとうございます。お話を伺いまして、部活動をきっかけとした脱炭素の取組や、世

界に向けた日本の若者の脱炭素活動など、若い皆様が主体で活動されていることや、学童エ

コスクールなどを通じて子どもや市民の皆様が楽しみながら講座を受講している様子を伺

うことができて、大変うれしく感じました。この地球温暖化問題ですが、どこかで起こって

いる問題ではなく、実は身近で自分自身の問題でもあります。八王子市では市民の皆様が地

球温暖化問題に意識を向け、そこから行動に移していただけるような仕組みを考え、取組を

進めています。 

本日はその取組の中から、「はちエコポイント」「クールセンター八王子」「再生可能エネル

ギー設備の設置支援」について、ご紹介させていただきます。（資料 15） 

まずは「はちエコポイント」ですが、市民の皆様の継続的な環境配慮行動を促す取組となっ

ております。家庭での節減やごみの減量などを実践する省エネチャレンジや省エネ講座に

参加するなどの環境配慮行動に対してポイントを付与しておりまして、ポイントを貯めて

エコグッズや八王子ゆかりの商品と交換できるというような形になっております。省エネ

ルギーについての知識が深まる上にポイントを貯めてグッズと交換する楽しみもあります。

手軽に参加できる、そんな取組となっています。この「はちエコポイント」のポイント対象

となる「地球温暖化防止普及啓発イベント」につきましては、今年は市内各所で講座やイベ

ントを実施していますので、ぜひご参加いただきたいと思います。 
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次に「クールセンター八王子」です。地球温暖化対策の拠点として、北野のあったかホール

に開設し、地球温暖化対策の普及や意識啓発を行っています。木のぬくもりを感じられる空

間には温暖化問題に関する本や雑誌があり、週末には間伐材を使って工作をする子どもの

姿もあります。大人も子どもも温暖化について学び、仲間を増やせる場所となっています。

また、家庭・事業者向けの省エネ講座の実施や親子向けの再生可能エネルギー講座を実施し

ており、多彩な講師による実技を交えた講義は、より身につきやすく人気があります。 

そして本市では、地球のため、災害時の安心のために、発電時に二酸化炭素を出さない再生

可能エネルギーの導入を促進しております。これまでも、再生可能エネルギーの設置費等に

対して補助を行っていますが、太陽光発電システムを導入しやすい環境をつくるため本年

度からは初期費用なしで太陽光発電を導入できる定額利用サービス促進事業もスタートし

ました。ご自身にあったサービスを活用した再生可能エネルギーの導入によって、エネルギ

ーの地産地消に向けた取組をぜひ始めていただければと願っています。 

最後に、市役所としての取組を一つご紹介します。市では、自らが率先して環境負荷の取組

を図ることが重要であると考えていまして、市の率先行動として省エネルギー再生可能エ

ネルギーによるエネルギー削減を行っています。そのために、公共施設の LED化、太陽光発

電システムやレジリエンスの強化も兼ねた蓄電池システムの導入を推進しております。落

資料 15 
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合さん、松田さんからお話がございましたように、本市も交通における環境配慮行動を推進

していまして、ソーラーカーの導入とまではいきませんが、公用車の買換え時には、原則電

気自動車としていまして、交通における脱炭素化を推進してまいりたいと思います。私から

は以上でございます。 

 

【山口氏】 

市長、ありがとうございました。八王子市はいろいろな取組をされておりまして、多分皆様

も、今日ご紹介があった八王子の仕組みのうち、何か一つくらいは普段関わりのある仕組み

などもあったのではないでしょうか。 

それでは、ここまで皆様の取組についてご紹介を受けてきたのですが、やはり私たちが今や

らなければいけないんですよね。なので今後、脱炭素社会に向けて私たちが何をしていくべ

きなのか、またどんな社会にしていきたいのかということについて、皆様とお話をしていき

たいと思います。ではまず初めに、落合さんいかがですか。どんな社会にしていきたいです

かね。 

 

脱炭素社会に向けて、私たちができること 

【落合氏】 

そうですね、現在世界的に電気自動車への移行は進められていると思うのですが、日本は海

外に比べて遅れをとってしまっていると自分は感じていて、その一つに発電方法の違いが

あると思っています。海外は太陽光発電や、風力発電といった二酸化炭素の排出が少ない発

電方法を利用しているのに対して、日本はまだ火力発電を主流としていて二酸化炭素の排

出が多い状況が続いているというのが原因の一つであると考えています。また電気自動車

はガソリン車に比べて航続距離が短くて長距離走行に欠点

があるという課題が、脱炭素化できていない理由だと思い

ます。こういう課題を解決していくには、まずコンビニな

どの街に数が多い施設等に、電気自動車の充電設備を新た

に設置したり、IOT技術や IT技術を用いて、空いている充

電設備をドライバーに通知したりという技術や、また電気

自動車のそういうモーターの性能の省エネルギー化やバッ

テリー性能の向上などの技術が必要だと私は考えていま

す。こういう技術が人々の生活の助けになればいいなと考

えていて、そのためにはやはり今のうちに、自分たちが知

識や技術を身につけて、将来世界で活躍できるようなエン

ジニア等を人材育成していくというのが、私たちにできることだと考えています。以上です。 
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【山口氏】 

ありがとうございます。実は皆様、落合さんは今高校３年生なんですね。将来大学でこの

まま工学の分野の勉強を続けていきたいというお話を先ほど控室でお聞きしたのですが、

まさにまだ高校３年生の彼が今の課題をちゃんと認識して、今後どういう社会になってい

くべきなのかということを理解されているというのが分かったかと思います。実際皆様も

今日話を聞いて、次に自動車を買うときは電気自動車にしようかなと少し思うと思うんで

すね。でも思った次の瞬間に、いや電気自動車も良いけれど、どこでコンセントにつなげ

るんだろう。家はいいですよね、家はできるようにする。でも、家から乗って次はどこで

できるのだろうって疑問になりますよね。そんな情報がもしあったならば、落合さんが考

えているような、例えばコンビニに行けばどこでも充電できるよとか、まして空いている

場所を教えてくれるシステム、そんなことができる社会になったら本当に便利になるので

はないかなと思います。そんなことを考えているわけですが、日本は立ち遅れているとい

うお話を、先ほど堅達さんよりいただきましたが、堅達さんに少しお伺いしたいと思いま

す。世界のほかの国々における電気自動車の実際の普及状況や、社会での対応状況をお話

いただけますでしょうか。 

 

【堅達氏】 

この２年くらいでものすごく状況が変わっているんですね。やはり今のお話にもあったと

おり、走行距離が短いとか、バッテリーの問題など課題が多かったのですが、コロナからの

リカバリーの際に、グリーンリカバリーという政策を取るときに、欧米では真っ先に充電ス

テーションをものすごくお金をかけて増やし、今どんどんテクノロジーが進化しています。

私が先週驚いたのは、テスラがとうとう EVのトラックを発表したのですが、この走行距離

何キロだと思いますか。なんと 800キロ。これはすごいですよ、800キロ走れるようになっ

たら、もう大抵のことは解決しちゃうんですよね。ですので、私はやはり本当に意思を持っ

てそっちの方向に行くときに、イノベーションというかマーケットのお金も入ってくるし、

若者もそれを研究するスタートアップなどが出てくるし、やはりこれしかないんだと思っ

てガッといくというのは、すごく大事なことなのではないかなと思っています。これは面白

いもので、電気自動車って内燃機関の難しいエンジンなどと違って、割と途上国でも簡単に

つくれるようになってくるので、今そういったところでも安い軽自動車的なものの EVも出

てきて、ある意味、例えば宅配便が街の中を少しだけ走る分には走行距離が何百キロもいら

ないわけですよね。もっとシンプルな EVの車でも、用途に応じたそういったものができる

こともあるので。日本は二重投資になる可能性があります。今まだ水素も両方にらんでやっ

ているのですが、水素は水素で使わなければいけないところがたくさんあります。重工業の

脱炭素化で必要ですから、むしろ乗り物や電気の方はどちらかというと、既に技術が確立し

ている再生可能エネルギーという方向性がいいのではないかなということで。結構欧米は

EVに関してはがっつり行っているというのが最新の情報ですね。 



33 

 

【山口氏】 

ありがとうございます。実は私も海外にはまだコロナが始まってから一度も行っていなく

て、正直世界の状況を知らなくて、やはり少しでもコロナがおさまってきたら世界の都市の

状況を見て歩きたいなと思っています。ありがとうございました。 

続いて、松田さん。落合さんは今高校生で、これから勉強をしてそういった技術を身につけ

ていく、そしてまたそれを教えていく、そういったことに夢を描いているのですが、松田さ

んはいかがですか。 

 

【松田氏】 

そうですね、私が思うことは、まず今の環境に対する意識というのは皆様今から持つこと、

もう持っている方もいると思うのですが、今から持つことというのがもちろん大事だと思

います。しかし、それを続けていかなきゃいけない、一つ先の未来、若者の未来というのを、

我々はそこに注力をして活動していくべきなのかなと思っております。具体的に言います

と、我々工学院大学が科学教室というものを行っていまして、そこで二日間で 7,500名くら

いの小学生に訪れていただけるイベントがあります。そういったイベントで環境に対する

知識などを小学生たちに教えて、若い世代に未来を想像していただく、まず最初のそこの気

持ち、考え方というのを我々の活動で共有できたらなと考えております。 

またですね、これから求められる人材というのが自分で

言うのも恥ずかしいのですが、技術者の卵として言わせ

ていただくと、やはり電気自動車だけを考える人材とい

うのは、これからはあまり必要なくなっていく、それだ

けじゃ足りないという考え方ですね。人や街そのもの全

体を把握しながら、その電気自動車がどう貢献できるの

か、どういった使い方をするのかということを考えられ

る人材が必要になってくると思います。そういった考え

方を皆様に共有して、メンバーにもそういった技術者の

卵、これからの世界を担う若者たちの教育の基盤をつく

りあげていきたいなと私は考えております。 

 

【山口氏】 

ありがとうございます。その脱炭素社会に向けて、人材の育成というのがやはり肝であると

いうお話だったのですが、実は八王子、学園都市ですよね。皆様ご存じかと思います。八王

子市内には 21 の大学等がございまして、なんと 10 万人の学生さんが学んでいるんですよ

ね。これは国内でも本当に有数の学園都市なんですね。松田さんはそういった学園都市なら

ではの横のつながりもお持ちのようなのですが、ご紹介いただけますか。 
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【松田氏】 

そうですね、八王子駅前では環境フェスタや、学生天国などが行われていて、皆様も見かけ

たことがあるかと思います。そういった活動の中で他大学の学生との交流も増えてきてい

ます。具体的に言いますと実際に広報誌など学生が主体の広報などでソーラーカーのこと

を取り上げていただいたり、まずその学生天国などに出場している学生が、皆様意識の高い

学生が多く集まっていまして、そこで環境に対することを実際に話したり、ソーラーカーの

説明をしている中で、意識的なところ、学生間、横のつながりというのを、これからも深く

やっていきたいなと考えております。 

 

【山口氏】 

ありがとうございます。これも学園都市ならではの動きだと思うんですよね。なかなかほか

の大学と連携をして考えるという機会は少ないかと思います。私も大学で教員をしており

ますので日々大学生と触れ合っていますが、今どきの大学生に、「環境について考えよう」

なんて言うとなかなか寄ってこないですが、日々の生活において、実はすごく環境のことを

考えています。例えば私の授業、気候学を教えておりますが、気候学の授業 50人ぐらいな

んですね、実験をやる関係で。50人クラス、鞄を開けさせるとほぼ 100％誰もペットボトル

を持っていません。代わりに何を持っているかというと、水筒を持っているんですよね。中

にはつわものもおりまして、その水筒の中身も、なんと学食に行って給茶機からお茶を入れ

ているんですよね。足りなくなったらまた、地下の食堂に行って入れてくるんですよ。もう

なんて環境に配慮した日々を暮らしているんだろうということに気づかされます。でもそ

れが実は環境を専門に、いわゆる地理学科で気候学を学んでいる学生だけではなく、いわゆ

る教職科目で、ほかの学部の学生にも教えるのですが、法学部や経営学部などの学生たちも

みんな水筒を持っているんですよね。思わず授業のときに、みんな水筒持って偉いねと言う

と、いやどこが偉いんですか、当たり前じゃないですかとみんな言うんですよね。なので今

どきの若者たち、実は環境についてすごく考えて生活をしている、そんなことが伝わってく

るかと思います。 

では続きまして、大竹さん、日々の活動から次の活動へと何かお考えがあれば教えていただ

けますか。 

 

【大竹氏】 

私たち一般市民としましては、やはり自宅や、地域でコツコツやっていくことが必要かなと

思っております。それで、私の今後の取組としては大きく二つあります。一つ目は、今行っ

ている活動をそのまま継続していきます。そして、活動できる人を増やし、実践する人をも

っともっともっと増やしていきたいと思っています。 

二つ目は、先ほども少しお話したのですが、脱プラスチックに向けて、私の所属している中

央地区環境市民会議でも環境フェスティバル等に出展して、クイズ等を交えてプラスチッ
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クの今の状態、また別の代替商品の紹介などもしております。エコバッグが一般化しました

ね、それと同じようにプラスチックに代わる製品が一般化するようにいろいろと紹介して

いきたいと思っております。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

【山口氏】 

継続した活動の重要性をお話いただきました。私もコロナで今、停滞ぎみではあるのですが、

住んでおります地元のお祭りで、なんと使い捨て容器をやめたんですよ。でもお祭りといえ

ばやはり屋台の食べ物や飲み物は必要ですし、私たちも買ったり飲んだりしたいです。じゃ

あどうしたらいいのか。家からお弁当箱持ってきてくださいと書いてあるんですね、お祭り

のチラシに。飲み物を買いたい人は、縦長のいわゆるプラスチックボトルでもなんでもいい

から家から持ってきてくださいと。そうしたらそこに入れてあげますよ、そんな取組を地元

のお祭りでしております。でもコロナ禍で、今お祭り自体が開かれていないのですが、堅達

さん、世界の国々でそういった大竹さんのような地道な活動、多分いろいろ行われているの

ですが、何か日本では見られないなとか、これは面白いなという活動があったら教えていた

だけますか。 

 

【堅達氏】 

そうですね、脱プラスチックでいうと今日残念ですが、ペットボトルと使い捨てプラスチッ

クコップを出していて、環境のシンポジウムで本当はやってはいけないし、フランスだった

ら、国の法律で禁止なんですよ。もう使い捨てプラスチックが法律で禁止されていて、しか

も 2020年から禁止です。ニューヨークでも、さっき言ったたこ焼きを入れる発泡スチロー

ルのトレーがありますよね。ああいうのも禁止で、３回違反したら罰金 10万円ですよ。世

界はもっと進んでいるんです。日本はすごく丁寧に、できるだけマイボトルを持っていきま
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しょう、レジ袋はやめましょうと、努力目標にしていますが、世界はこれを義務化している

ので、差がついているというのがあるんです。私もコロナで出張にほとんど行かなかったの

ですが、私が COP26や COP27に行って、すごく驚いたのは、例えば COP26のレストランの会

場のメニューは値段の隣に CO2排出量が書いてあるんです。だから、スコティッシュビーフ

バーガーというスコットランドのビーフバーガーの排出量と、ビーガンパスタの排出量が

一目で分かるようになっている。もう消費者のところにまで、こういう時代が来ているんだ

と思ってすごく驚いたのと、同じように例えばスーパーでは、売っている商品に全部これが

どれくらい CO2を排出しているかという数字、あるいはお客様に一目で分かるようにグリー

ンからレッドなど色で、これがどれくらいエコ的にいいのか悪いのかが、ぱっと分かる。お

客様がそういうふうに環境に配慮した商品を選びやすい工夫がすごくされていると思いま

したね。あとは例えば、私が泊まっていたビジネスホテルに出てきたヨーグルトも、オーガ

ニックなのは向こうでは当たり前なのですが、このプラスチックコップによく似た一番シ

ンプルなプラスチック容器に、カバー紙を巻いてヨーグルトが出てきたんですね。それは何

だと思ったのですが、実はこれ一番分解しやすいように最初から設計してあるんですよ。そ

ういう商品が出回り始めていて、ちゃんとそこ

には QRコードがついていて、どういう環境配慮

を企業がしているかということが一目で分かる。

だからこれも競争で、市民もそういう環境配慮

商品をマークで選ぶ時代になっているし、企業

側もそういうもので最初から設計したものじゃ

ないと売れない時代に突入しているというのに

私は結構驚いて、日本はまだまだ駄目だなと思

って、この分野でも追いついていかないといけ

ないなと思いました。 

 

【山口氏】 

ありがとうございます。なかなか世界は進んでいますよね。日本が遅れているのをひしひし

と感じている毎日ですが、やはり誰にでも分かりやすくする工夫というのは、すごく大事で

すよね。特にラベリング。私、実は大学に行く前は東京都庁で技術職として働いていたので

すが、その仕事の一つでいわゆる省エネラベル、皆様知っていますかね、冷蔵庫やエアコン

に星のマークがついている緑色っぽいシールが貼ってありますよね。あれ、実は東京都が先

に始めたんですよね、国の前に。その始めたときに私ちょうど担当しておりました。もう最

初は電気屋さんに頭を下げて「どうかシールを貼ってください」と。でも電気屋さんにして

みれば面倒くさいですよね。ただでさえ値札貼るのに何でそんなシール貼るんだ、みたいな

ことを言われたのですが、今や当たり前ですよね。大きな家電店に行ってもみんな省エネラ

ベルがついています。皆様多分それを見られると思うんですよ。だって省エネすれば電気代
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が安く済むわけですから。結局環境にも優しいし、私たちの家計にも優しいわけですよね。

なのでそんな仕組みづくり、やはりこれが今求められているのかなと。分かりやすく表示し

て、それを市民が選べる社会に、そんな社会になったらいいなと思いました。 

西村さんは会社の代表として来られておりますので、なかなか難しいお立場かと思います

が、今後に向けてどんな社会を目指していくのかお話を頂戴できればと思います。 

 

【西村氏】 

先ほど電気をつくる・つかう・つなぐというお話をしましたが、そこで脱炭素化をしっかり

図っていくことができると思います。 

それと同時に、災害に強い街も実際に実現できるのではないかと思っております。（資料 16）

我々電力会社なので、災害に強いとなるとまず、電気をしっかり災害のときにも使っていた

だけるということです。今遠いところで発電して、ネットワークを使って送電して、皆様に

お使いいただくということで、台風があったり、地震があったりというときには、やはりネ

ットワークが寸断して電気が使えないという状況をどうしても起こしてしまうことはあり

ます。 

そこで、例えば個で、家庭ですと太陽光発電をしっかりつくりながら、電気自動車あるいは

蓄電池、そういったところをセットで導入すれば通常のときも使えますし、全部は難しいと

ころがありますが災害になったとき、ある程度の時間、容量は使えるようになりますのでよ

り災害に強くなっていくということです。 

資料 16 
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また、それを街単位、地域単位で広げていくこともできるかと思っております。そうするこ

とによって、よりたくさんの発電が集まり、蓄電能力も上

がっていきますので、そういった街単位で、安全な街とい

うのもつくっていけると。災害のときには既存のネットワ

ークから切り離せれば、ある程度の街の電気は使えるとい

うことですので、我々東京電力としてはこういった先ほど

の脱炭素化を進めるとともに、こういう個の災害に強い、

あるいは地域・エリアでの災害に強い、そういったまちづ

くりをしていきたいと思っております。 

もう一つですね、先ほど堅達先生も八王子の長所という話

で、自然の話があったと思いますが、八王子は本当に高尾

山など、いろいろ自然環境が豊かな土地だと思っておりま

す。 

我々東京電力も、皆様ご存じかもしれませんが、尾瀬で自然保護活動を長年やっております。

そこで培った知見や技能を、八王子の自然の保護・維持に生かしていければ、自然に優しい

サスティナブルな社会の実現に貢献できるのではないかと思っております。脱炭素化を図

りながら自然環境あるいは災害に強い街、そういったことを目指していければと思ってお

ります。 

 

資料 17 
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【山口氏】 

ありがとうございました。実際に今日来ていらっしゃるのは、市民の皆様ですので、この市

民の皆様が日々の生活においてどうやってうまく電気を使っていけばいいのか、何かアド

バイスをいただけますでしょうか。 

 

【西村氏】 

基本はやはりできるだけ省エネルギーの家電製品を使うということが、最も大事な観点だ

と思います。まずは節電していただくということが大事になっております。今現状でも節電

ポイントや、あるいは国から節電に対するインセンティブが出ておりますので、そういった

ことも楽しみにしながら、獲得を目指しながらそういったモチベーションを保ちながら、や

はり節電あるいは省エネルギー機器をしっかり使いながら電気をうまく使っていただくと。

そういった生活を、ぜひしていただければ、我々もだいぶウクライナで燃料代も上がってお

りますので、そういう燃料費も節約をしながら共存していくということが大事かと思って

おります。 

 

【山口氏】 

ありがとうございます。自然環境の話も先ほど触れられていましたが、やはり八王子といえ

ば皆様、高尾山ですよね。世界の高尾山であるわけですが、日本の首都でもある東京という

と、多分世界の人からは高層ビルが立ち並ぶイメージが強いかと思うのですが、そんな東京

都、実は三分の一が自然公園区域なんですよ。国立公園や、この八王子の場合ですと国定公

園の区域です。また、東京都立の自然公園区域ということで八王子市内はほとんど自然公園

区域に入っているんですね。なので、この自然を活用しない手はないと思うんですよね。そ

こに東京電力さんには、尾瀬でのご経験というのがございますので、ぜひそのご経験を八王

子の自然環境に生かしていただく、そんな活動を今後お願いしたいといいますか、お力添え

をしていただきたいなと思っております。 

では最後に、市長から今後の八王子に向けてあるべき姿、また未来の八王子についてお話を

頂戴できればと思います。 

 

【石森市長】 

先ほど堅達さんからこのペットボトルの話がありまして、主催者側としてうかつだったな

と思いました。何か飲みづらくなってしまいましたけれども。 

脱炭素社会に向けて、我々にできることですがまず３点お話したいと思います。一つ目は、

意識の改革です。まずは、一人ひとりが今直面している地球温暖化問題を自分事として認識

することが大切だと思うんですね。そして、認識したら行動を起こしてみることが重要で、

一人ひとりの行動というのは小さいかもしれませんが、実行しなければ何も変わらないと

思います。小さな意識の改革が、やがて大きな力となると考えています。 
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例えば、市におきましては、自発的に地域で環境保全活動を行っている環境市民会議の皆様

が、総合的な学習の時間などを活用して、小中学校向けに浅川や上川の里などにおいて体験

学習を含めた環境教育支援事業を実施しています。未来を担う子どもたちに、八王子の豊か

な環境を知ってもらい、親しみや愛着を持ってもらうことで、地域の環境保全活動に自ら参

加していただけるよう、引き続きこのような取組を進めていきたいと考えています。また、

本日ご登壇いただいた大竹さんをはじめといたしまして八王子市地球温暖化防止活動推進

員の方々にも、講座やイベントなどを通じて、地球温暖化問題に関する正しい知識を、市民

の皆様に積極的に広める活動をこれからもお願いしたいと思っています。 

そして二つ目ですが、市民の皆様には快適な生活を送って欲しいということなんですね。こ

れは少し話がそれるような感じもいたしますが、地球温暖化対策といっても、寒い日に暖房

もつけずに過ごすというような、省エネルギーで我慢を

強いることではないと思うんですね。例えば、断熱性能

が高く、再生可能エネルギーを導入したエネルギー収支

の少ない住宅は、生活環境としても快適で健康な暮らし

が送れるものではないかと思います。先ほどお話したよ

うに、市では省エネルギー設備や再生可能エネルギー設

備の導入に対する支援制度の実施や、国・東京都の補助

制度の情報などを広く周知しておりますので、ぜひ市民

の皆様にはご活用いただきたいなと願っております。 

最後は、エネルギーの自立化を目指すということになり

ます。再生可能エネルギーの導入促進により、地域でのエネルギーが自給自足できることを

目指していきたいと考えています。それには、再生可能エネルギーの導入促進が重要となり

ます。公共施設はもとより、市民の皆様も再生可能エネルギーの導入を図り、合わせてさら

に快適な生活が送れるよう、皆様が導入しやすい様々な手法をお示ししていきたいと思い

ます。東京電力パワーグリッド株式会社様と締結いたしました連携協定の中では、再生可能

エネルギーの利用拡大についても検討を始めておりまして、今後も課題解決に向けて一緒

に取り組んでいきたいと思っております。 

地球温暖化対策は、省エネルギーで我慢を強いることではなく、どうしたら自分の生活が快

適になるかを考え行動することが、地球温暖化対策につながるものと思います。「我慢」で

はなく、「快適を目指す」という意識を持って、地球温暖化対策をこれからも市民の皆様に

ともに進めていただければと考えております。私からは以上でございます。 

 

【山口氏】 

ありがとうございました。八王子市、いろいろな施策を今まさに進めている、また進め始め

たばかりのものもいろいろ持っております。市民の皆様はそれらをうまく活用し、決して我

慢するのではなく日々の生活の中できちんとそれを回していく、そんな生活が大切なんじ
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ゃないかなと思っております。 

最後に堅達さん、今日パネルディスカッションでいろいろな世代の人たちからお話をいた

だいたわけですが、ご意見等いただければと思います。 

 

【堅達氏】 

今まさに市長がおっしゃられたとおり、どうしても温暖化対策というと、江戸時代に戻れと

いうのかなどと、本当にネガティブに捉える人が多いですが、やはり脱をポジティブに捉え

て気候変動対策を取ることで暮らしも快適になる。私たちの健康もよくなるんだというよ

うな視点で取組を見ていくことが、私は一番重要じゃないかなと常々感じています。 

そしてもう一つは、今日このシンポジウムが非常にいいのは、若いお二人が参加してくださ

ってることが素晴らしいことで、つまり彼らが当事者なんですね。私たち、残念ながら 2100

年までは生きられないお年頃の人たちが多いですが、もしかしたら落合くんは今 20歳くら

い？そうか、高校生だから、18ですよね。80年経っても、すごく健康寿命も延びています

から 2100年にだって生きているかもしれない。そのときに暴風が来て、鉄塔が倒れるよう

な災害級の強大な台風の中で毎日暮らしていかないといけなくなる、当事者である彼らの

世代の声をやはり取り入れていくことは本当に大事なことで、よく札幌、ほかにも杉並など

でもやっていますが、気候市民会議といって、気候変動対策に若者にも入ってもらう。ある

いは私も COP26に挑む若者や、COP27のときも自分でカメラを回して若者を取材してきまし

たが、地方の環境審議会の委員に若者が入るとか、同じテーブルに入って同じように未来を

見つめて、今ならまだ変えられるのだから、とにかく一緒に未来をつくっていくという、そ

ういう市に八王子がもし進んでいっていただけたら、とても素晴らしいことだなと思いま

す。今日は東京電力パワーグリッド様も入っていただきましたが、省エネは実は電力部門だ

けが頑張るのではなくて、まさに今おっしゃったように住宅の断熱化を進める、省エネ家電

を買うなど、みんなで力を合わせると電気の使用量も減らすことができるし、知恵を今出し

ていくときじゃないかなと思っておりますので、ぜひネガティブに捉えるのではなくて、少

し知恵を出して、予算も限られている中でほかの政策にも役立つ、健康にも少子化対策にも

高齢化社会にも役立つ、でも防災や気候変動にも役立つ、そんなアイデア出していきましょ

うよとなっていったらきっと 1.5℃も実現できるのではないかなと思っております。期待し

ております。 

 

【山口氏】 

堅達さん、ありがとうございました。まさにこの 2100年、この落合さんを代表とした若者

たちが生き続けられる地球にしていきたいと思いますので、皆様、まさに今日から未来の地

球に向かって一つでも何か環境に配慮した行動、そういったものを皆様で取り組めればと

思います。それでは、本日のパネルディスカッション、これで終了とさせていただきます。

皆様、ありがとうございました。 
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市民フォーラム・未来を語る

本市は令和4年（2022年）2月に「ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、
2050年までに市内の二酸化炭素排出実質ゼロの実現を目指しています。
脱炭素社会の実現には、市民・事業者・行政のオール八王子としての取組が必要です。
今私たちに何ができるのか、八王子の未来を一緒に考えてみませんか？
ぜひ、会場へお越しください。

堅達 京子 氏 （げんだつ きょうこ）

早稲田大学・ソルボンヌ大学留学を経て、1988年、NHK入局。2021年、
NHKエンタープライズに転籍。NHKスペシャル「2030未来への分岐点」
など、環境問題に関する多数の番組を制作。主な著書に『脱炭素革命へ
の挑戦 世界の潮流と日本の課題』『脱プラスチックへの挑戦 持続可
能な地球と世界ビジネスの潮流』ほか。

第1部 講演 「本気で目指そう！脱炭素社会」

12月10日(土)

ファシリテーター

パネリスト

生涯学習センター
（クリエイトホール）

八王子市東町5－6

山口 隆子 氏（法政大学 准教授 / 八王子市環境審議会 委員）

西村 幸治 氏（東京電力パワーグリッド株式会社多摩総支社長）

大竹 邦江 氏（八王子市地球温暖化防止活動推進員）

落合 涼太 氏（工学院大学附属中学校・高等学校 自動車部）

石森 孝志（市長）

入場無料

14：00～16：00

日時 会場

（開場13：30～）

プログラム

講師

(株)NHKエンタープライズ エグゼクティブ・プロデューサー

第2部パネルディスカッション 「私たちが今できること～脱炭素社会に向けて～」

堅達 京子 氏（講演講師）

（申込不要）

先着

150名

【動画配信】
当日収録した動画を八王子市ホームページ
「市民フォーラム・未来を語る」で公開し
ます。公開日時につきましては、後日、市
広報、市ホームページ等でお知らせします。

※駐車場のご用意はありません。

手話通訳・要約筆記あり 託児あり（要事前申込）

政府が『2050年までに、温室効果ガスの排出を実質ゼロにする、脱炭素社会の実現を目指す。』と宣
言した背景には何があるのか。数々の気候変動や脱炭素の番組を制作する堅達京子氏が、取材から得
た視点を基に、今、なぜ脱炭素に取り組まなければならないのか、その必要性についてわかりやすく
解説します。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用、アルコール消毒、検温にご協力ください。

総合経営部 広聴課
【お問合せ】八王子市

電話：042-620-7411 FAX：042-620-7322

電話：042-620-7384 FAX：042-626-4416
環境部 環境政策課

2022年

5階ホール）

松田 直大 氏（工学院大学 ソーラーチーム）



 

  



 

 

来場者95名 回答者66名 回収率69.5％ 

本日は、「市民フォーラム・未来を語る」にご参加いただきありがとうございました。お手数です

が、以下のアンケートにご協力をお願いします。（該当するものに○をつけてください） 

あなたご自身についてお聞かせください。 

年 齢： 20歳未満（1.5％）  20代（4.5％）  30代（1.5％）  40代（10.6％）  50代（39.4％） 

60代（15.2％）    70代（15.2％）  80歳以上（10.6％）  未記入（1.5％） 

お住まい： 市内（81.8%） 市外（9.1％） 未記入（9.1％） 

職業等： 自営業（3.0％） 会社員（13.6％） 農・林業（0.0％） 公務員（市職員（36.4％）・その他（3.0％））  

アルバイト・パート（3.0％） （専業）主婦・主夫（6.1％）  

 
小学生（0.0％） 中学生（0.0％） 高校生（1.5％） 大学生（1.5％） 専門学校生（0.0％）  

大学院生（1.5％） 無職（18.2％） その他（4.5％） 未記入（7.6％） 

 

 １．『市民フォーラム・未来を語る』を何でお知りになりましたか。（○はいくつでも） 

(1) 広報はちおうじ（33.3％）   (2) ホームページ（16.7％） 

(3) ツイッター・フェイスブック・LINE（13.6％） (4) 新聞（3.0％） 

(5) ポスター・チラシ（31.8％）   (6) 友人・知人から（31.8％）  

(7) その他（10.6％）      

 

２. あなたは、脱炭素に向けて取り組んでいますか。 

(1) 取り組んでいる（42.4％）    (2) しばしば取り組んでいる（24.2％） 

(3) 時々取り組んでいる（13.6％） (4) 取り組んでいない（9.1％）   未記入（10.6％） 

 

  (1) から (3) を選んだ方、取り組んでいることはどのようなことですか。（自由記述） 

 

３. 本日のフォーラムに参加して、地球温暖化について意識の変化はありましたか。 

(1) 大きく変わった（34.8％）  (2) 少し変わった（45.5％）  (3) あまり変わらない（12.1％） 

(4) 全く変わらない（3.0％）  未記入（4.5％） 

 

４．本日のフォーラムは、いかがでしたか。 

(1) 良かった（68.2％）     (2) まあまあ良かった（21.2％）     (3) あまり良くなかった（0.0％） 

(4) 良くなかった（1.5％） 未記入（9.1％） 

 

ご意見やご感想などを自由にお書きください。（自由記述）

「市民フォーラム・未来を語る」来場者アンケート 



 

自由記述抜粋 

 

 
1. 私は土木工学科の学生で、CO₂原単位を下げたコンクリートの研究を行っています。（20 代） 

2. 近い距離の移動はなるべく自転車を使う。食べ残しをしない。（30 代） 

3. LED 化、エコカーの購入。（40 代） 

4. マイボトルを使う。自転車通勤。（40 代） 

5. 自家用車を持たず自転車に乗っています。遠出に公共交通機関を使っています。食品を購入

する際は、消費期限、賞味期限の近いものから購入し昼食はお弁当を作っています。（50 代） 

6. リサイクル、電気自動車への乗換など。（50 代） 

7. なるべく歩く。厚着する。紙を使わない。（50 代） 

8. マイボトル、マイバック、省エネ家電、電気自動車（50 代） 

9. 食品ロス、公共交通機関の活用、エコバック、マイボトル、生ごみ資源化、手前どり、エコドライ

ブ（50 代） 

10. 電気をマメに消す。エコバックの持参。（50 代） 

11. エコバックの活用、節電（こまめに電気を切る）、マイボトル持参、プラリサイクル（50 代） 

12. 脱炭素を意識した生活スタイル。（50 代） 

13. マイボトル、エコバック、無洗米を使う、近場は車でなく自転車を使う。（50 代） 

14. 省エネ、リサイクル、その他。業務上も取り組んでいる。（60 代） 

15. 省エネ住宅。低燃費。物を大切に扱い、買替を控える。車は長く乗る。割り箸を使わない。でき

るだけ旅行に出ないで、歩き（散歩）で日常を過ごす。ペットボトルは小さな物を買わず、大きな

物にする。ソーラー発電している。（60 代） 

16. 節電、節燃料（節約もある）。リサイクル品の利用（古着趣味なので）。今乗っている車を乗り続

ける（新しい資源を節約）。（60 代） 

17. 車の運転（低燃費運転）、マイボトル、市のごみ分別への協力（60 代） 

18. 10 年以上、バイオマス発電の事業体の役員をやり、バイオマス燃料由来の発電、熱供給（蒸

気供給）に取り組んだ。バイオマス発電は燃料に水蒸気を多く含み、その除却に自己の発生し

たエネルギーを多く使い、発電効率（熱効率）は低レベルである。（70 代） 

19. 自作のコンポスター（生ごみを出さない）（70 代） 

20. 太陽光発電の設計（70 代） 

21. 省エネ、エコ等（70 代） 

22. 八王子市地球温暖化対策推進員として脱炭素の運動を市民に呼びかけ、自身でも実践して

いる。（70 代） 

23. ①照明 LED化  ②二重窓  ③雨水利用  ④風呂毎日→一日おき（2021年より） ⑤給湯ガス

ボイラー→エコキュート（80 歳以上） 

「脱炭素」に向けて、具体的に取り組んでいること。 



 

24. 炭素を出さない生活。公共交通機関を利用。3R を実施等すべて実行しています。（80 歳以

上） 

25. ハイブリッド車の使用。空調をひかえめにする。ゴミを最小限にする。エコバック、マイボトルの利

用。（年齢未記入） 

26. マイバックを利用している。（20 代） 

27. ゴミの分別。（40 代） 

28. 車はハイブリッド、通勤は自転車、エコバック使用、消灯意識。（50 代） 

29. 省エネ家電、SDGｓの取り組み（学生）（50 代） 

30. 節電、節水、公共交通の利用、アイドリングストップ、エコバック。（50 代） 

31. 冷暖房の設定、温度の調整。不要照明の消灯。（50 代） 

32. 節電の取組。環境に配慮した商品の購入。マイボトル、マイバックの持参。（50 代） 

33. 買い物には歩き・自転車をなるべく使用する。みどりのカーテン。（50 代） 

34. 省エネに心掛けている。無駄に電気を使わない。ゴミを出さないようにする。（50 代） 

35. マイバック、マイボトルを使用。コンビニやスーパーでプラスチックスプーンなどは受け取らない。

節電。（60 代） 

36. 省エネ運転、節電、エコバック使用（60 代） 

37. ダンボールコンポスト、省エネ電球の支援。（60 代） 

38. 節電、機器の交換（60 代） 

39. 植木の水やりは米のとぎ汁やすすぎの水をためて使う。自動車は持っていない。ゴミの分別、コ

ンパクトにして捨てる、水切りをよくする。トイレ便器には暖房はつけない。使っていない電灯な

どこまめに切る。買い物にはマイバックを使う。エアコンの設定は 21.5℃。洗い物はまとめてす

る。自分のゴミは持ち帰る。食料品は捨てないようにする。（70 代） 

40. ①エアコンの温度のセーブ ②風呂温度のセーブ ③不要な照明器具の電源を切る（70 代） 

41. 節電等（20 代） 

42. マイボトル、エコバックを使うようにしている。（20 歳未満） 

43. 車を使わず、自転車・徒歩で。（40 代） 

44. 車をハイブリッド車に乗り換え、省エネ性能の高い電化製品を購入する。（50 代） 

45. 冬期、エアコンをできるだけ使用しないよう服で調整している。（50 代） 

46. なるべく車の使用を控え、自転車を利用することにしている。（50 代） 

47. 省エネ（ムダの防止）を心がけている。（50 代） 

48. マイボトル、自転車移動（50 代） 

49. マイボトル、マイバック。公共の交通機関の利用。野菜を食べる。（50 代） 

50. 節電、ゴミの分別、食べ物の廃棄を出さないよう作りすぎない。買いすぎない。（50 代） 

51. 電気ガスの使用を極力少な目にしたり、不用なものを購入しない様に。又、ゴミ等の減少にも

気を使っています。自動車の使用も少なく、公共の乗り物を利用に努力。（80 歳以上） 



 

52. 自家用車の使用を控える。電化製品のスイッチをマメに切るなど。ペットボトルに水分を入れて

外出。使い捨て容器は買わない。容器入りの製品は再利用。米のとぎ汁は植木に。（８０歳以

上） 

 

 

 

1. 温暖化の具体的な問題を知ることができた。（20 代） 

2. 気候変動は差し迫っている問題であることを再認識できた。（30 代） 

3. 堅達さんの講演がわかりやすく理解できました。（40 代） 

4. 「自分が理解する」だけではなく、「発信する！」ことが大事だと話していた堅達さんの言葉が強

く残りました。（50 代） 

5. 友人、仲間ともっと未来について語っていこうと思いました。ここを出てからできることを一つ取

り組みたいです。今日はありがとうございました。（50 代） 

6. 落合涼太さんの意見がしっかりしていて良かった。色々な人のパネルディスカッションが楽しか

った。モニター（要約筆記）の手書きの文字入力が便利でした（聞き逃した内容が分かった）。

山口さんの司会がていねいで良かった。ありがとうございました。（50 代） 

7. 地球温暖化の問題の深刻さを改めて感じました。より一層、出来ることに取り組んでいきたい

と思います。（50 代） 

8. 1.5 度というキーワードを初めて聞きました。現在の自然災害多発の危機とつながっていること、

すぐにでも一人一人が取組を開始しないといけないことを実感しました。企業の努力、大竹さ

んのような市民の方々の活動も知ることができました。ありがとうございました。工学院の学生

の 2 人が素晴らしかったです。（50 代） 

9. 脱炭素の実施には、ある程度利便性を我慢する必要もあると考えます。（50 代） 

10. 日々地球を壊している人類の責任は重いことを改めて認識しました。にもかかわらず、今こうし

ている間にもミサイルが飛び、CO₂を増大させているのはどうにかならないのでしょうか。宇宙

へのゴミ問題も人類によるものであり、一日も早く世界中の人々が気持ちを一つにして地球及

び宇宙を守れることを願います。（50 代） 

11. 堅達先生のお話を聞き、日本が環境問題に対して遅れていることをひしひしと感じました。さら

にカーボンニュートラルに向けて取り組んでいこうと思いました。（50 代） 

12. 表のきれいごとだけでなく、もっと実質的な部分の話が聞きたかった。（60 代） 

13. 八王子市で「ゼロカーボンシティ宣言」をしたとのことだが、それから 10 か月も経っているのに、

市民にわかりやすい行動が見えてこない。今日のフォーラムの情報さえ、市の HP、クリエイトホ

ール HP で探すことができなかった。市民への意識を高める取組は具体的にどんなものがある

か疑問に思ってしまった。（60 代） 

14. 火力発電が 30％以上であるのに、EV を推すのはどうか。原子力発電で過渡期に 50 年くら

いまかなうのであれば、はっきり明示して欲しい。それまでは節電でいくしかないのでは？市民

ご意見・ご感想 



 

意識から変えるのも大事だが、政治家に理解が少なく、愕然とすることが多い。オイルショック、

光化学スモック、公害があった 30 年前から 40 年前が転換点だった。人口爆発にも触れて欲

しい（成長の限界）。（60 代） 

15. 若者の素晴らしい意見に感動した。市の方針もわかりやすかった。（60 代） 

16. メディアなど質素にした方がいい。世の中のスピードをもっと押さえた方がいい（昭和 50年代く

らいの感じ）。ぜいたくをあおらない。大食いの番組をやめてもらいたい。（70 代） 

17. エネルギーを創出する八王子市を目指す。企画があれば協力したい。（70 代） 

18. 今日のフォーラムでパネラーに提供されたペットボトルの水が問題になりましたが、どのような対

応が可能なのか知りたい。（70 代） 

19. 直近の行動要求を強く感じた。八王子市の取組達成に向け活動したい。（70 代） 

20. 市民の意識改革の促進を急ぐべきだと思いました。（70 代） 

21. 排出量の明示をしてはどうか。（70 代） 

22. ①堅達氏の講演は日頃の情報で 80％位は理解している。新しい部分を勉強したい。②個人

の努力には限界があり、国レベルでもっと取組みを進める必要がある。③拙宅の対策は終わっ

た。残るは再エネとクリーンエネルギー電力を供給してもらうのみ。④市民の声も聞いてほしか

った。（80 歳以上） 

23. こういう機会を多く開いてほしいと思っています。今日は大変参考になり、ありがとうございまし

た。（80 歳以上） 

24. 身近な話でもっと多勢の人に聞いてもらいたい。フォーラム、PR でもっと集まる工夫を考えて

ほしい。（80 歳以上） 

25. 本日語られた方が出版なさっている本が知りたい。（80 歳以上） 

26. フォーラムで具体的な取組を知ることが分かった。（８０歳以上）  

27. ありがとうございました。とても勉強になりました。（20 代） 

28. ペットボトルの会議での使用は全庁へ周知してはどうか？（50 代） 

29. 会場の暖房が効きすぎでは。ホールも節電の余地がまだまだありますね。（50 代） 

30. NHK の取材に基づく講演だけあって、共感できる内容だと思う（民放の環境に対する放送は

フェイクに類するものが多すぎる）。堅達さんの言う通りだが、エンジニアとの情報のギャップを

埋めることが大事。それにも増して、市民をどのように今後食わしていくかが重要。（60 代） 

31. 一般家庭向けはほぼ出来ている。今後は事業者、企業向けの削減になろう。その為には法的

規制を主にドラスティックにやらないと間に合わない。（60 代） 

32. 八王子市の脱炭素への覚悟が見られなかった。市長のリーダーシップが必要です。（70 代） 

33. エアコンをもっと控えめにすべき（趣旨からすると）。義務にすれば脱炭素って進むのか？何か

違和感を感じた講演だった。子どもたちが一番しっかりしている。電気は大切に使わなければと

しみじみ感じだ。（年代未記入） 

34. 「脱炭素は時間との戦い」との言葉が印象的でした。世界は環境配慮が進んでいる。日本は遅

れていることを知り、恥ずかしいと思いました。（50 代） 



 

35. これからの活動の参考になった。ネイチャーポジティブ、TNFD など。ロードマップ、スケールとス

ピ―ドを明確にしましょう。（70 代） 

36. 1.5℃大変ですが、一人一人の努力で頑張っていけたらと思います。（80 歳以上） 
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