
令和４年度第１回川崎市環境審議会 会議録 

 

１ 開催日時 令和４年５月 18 日（水）午後２時 00 分から午後３時 36 分まで 

 

２ 開催場所 テレビ会議（川崎市役所第３庁舎 15 階第１～３会議室） 

 

３ 出席者氏名 

（１） 委員（50 音順、敬称略） 

 青木 康展、赤川 真理、内山 元、浦野 敏行、大川原 勝、片谷 教

孝、亀屋 隆志、佐土原 聡、志水 里恵、関口 和彦、武田 晋、寺沢 

弘子、寺園 淳、長野 修司、平野 創、藤野 純一、水庭 千鶴子、森 

安男、山下 りえ子、横張 真、若松 伸司、和合 大樹、鷲北 栄治（24

名） 

（２） 事務局 

・環境局関係 

     三田村環境局長、武藤総務部長、井田脱炭素戦略推進室長、神山脱炭素戦

略推進室担当部長、小林環境対策部長、山本企画課長、内田脱炭素戦略推

進室担当課長、加藤脱炭素戦略推進室担当課長、石塚脱炭素戦略推進室担

当課長、入江地域環境共創課長、喜内地域環境共創課担当課長、北川廃棄

物政策担当 担当課長 

・建設緑政局関係 

建設緑政局長、みどりの事業調整課長 

 

４ 議題 

（１） 川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例の改正に向けた重要施策の考え方

について（諮問）及び脱炭素化部会の設置について 

（２） 環境リスク評価を活用した事業者による自主的な化学物質管理の促進に向け

た考え方について（諮問）及び大気や水などの環境保全部会の設置について 

（３） その他 
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５ 配布資料 

   次第 

   資 料 １ 川崎市環境審議会について 

   資料２－１ 川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例の改正に向けた重要施策 

の考え方について（諮問） 

   資料２－２ 川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例の改正に向けた重要施策 

の考え方について 

      資料２－３ 脱炭素化部会の設置及び諮問の取扱い等について（案） 

   資料３－１ 環境リスク評価を活用した事業者による自主的な化学物質管理の促

進に向けた考え方について（諮問） 

   資料３－２ 環境リスク評価を活用した事業者による自主的な化学物質管理の促

進に向けた考え方について 

   資料３－３ 大気や水などの環境保全部会の設置及び諮問の取扱い等について

（案） 

   参考資料１ 川崎市環境審議会委員名簿 

   参考資料２ 市側出席者名簿 

   参考資料３ 川崎市環境基本条例・施行規則 

   参考資料４ 川崎市環境審議会の概要 

   参考資料５ 令和４年度の川崎市の組織（環境審議会関係） 

 

６ 公開又は非公開の別 公開 

 

７ 傍聴人の数 ２人 

 

８ 発言の内容 次のとおり 
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－開会－ 

事務局（総務部長）（審議会の成立、傍聴者の確認、議事の紹介、委嘱状の取扱い等に関

する説明） 

事務局（企画課長）（資料等の確認） 

 

○三田村環境局長 

 川崎市環境局長の三田村でございます。開会に当たりまして一言御挨拶申し上げます。 

 皆様には、日頃から本市の環境行政をはじめ、市政全般につきまして、御理解、御協力

を賜りますことにつきまして厚く御礼申し上げます。また、このたび、大変お忙しい中、

第10期の委員を快くお引き受けいただきましたことにつきましても誠に感謝申し上げま

す。 

 さて、本市におきましては、昨年度、川崎市地球温暖化対策推進基本計画の改定や川崎

市大気・水環境計画の策定を行うなど、環境関連計画の改定、策定等を行っております。

地域の環境問題のみならず、地球規模での環境問題の解決に向けた取組を進めているとこ

ろでございます。 

 本日は、これらの計画に位置づけられた取組であります「川崎市地球温暖化対策の推進

に関する条例の改正に向けた重要施策の考え方について」、そして「環境リスク評価を活

用した事業者による自主的な化学物質管理の促進に向けた考え方について」の２点につい

て、諮問を予定しております。委員の皆様におかれましては、豊富な知識と御経験から活

発な御意見、御指摘をいただければと存じます。 

 また、この４月には、市民、事業者と一体となった脱炭素に向けた取組につきまして評

価されまして、国の脱炭素先行地域に本市が選定されました。今後、市民の皆様を巻き込

んださらなる取組を推進するためにも、本市の取組などを市民に分かりやすく伝えていく

ことも非常に重要であると考えております。今年度、環境基本計画の年次報告書を白書と

して公表していくことを計画しており、こちらにつきましても本審議会への報告を予定し

ておりますので、その際にはいろいろと御意見等をいただければと存じます。 

 簡単ではございますが、開会に当たりまして御挨拶と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。 

 

○事務局（総務部長） ありがとうございました。 
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 なお、本日の本市の出席者でございますが、参考資料２といたしまして出席者名簿がご

ざいますので、こちらを御確認いただければと存じます。 

 それではここで、今期から新しく委員になられた方もいらっしゃいますので、環境審議

会について、簡単ではございますが御説明させていただきます。 

 

○事務局（企画課長） 資料１に基づき説明。 

 

○事務局（総務部長） それでは、次に正副会長の選出をお願いしたいと存じます。正副

会長の選出につきましては、川崎市環境基本条例施行規則第13条の規定により、委員の互

選により定めることとしております。委員の皆様の御発言をお願いいたします。 

[発言なし] 

 よろしければ、事務局案をお示しさせていただければと考えておりますが、よろしいで

しょうか。 

 それでは、事務局といたしましては、第９期の審議会の取りまとめに御尽力くださった

佐土原委員に引き続き会長をお願いしたいと存じます。また、副会長につきましても、同

じく第９期の審議会から御尽力いただいております若松委員に引き続きお願いしたいと存

じますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○事務局（総務部長） ありがとうございます。それでは、佐土原委員に会長を、また、

若松委員に副会長をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。佐土原委員と

若松委員におかれましては就任の御挨拶をお願いしたいと存じます。初めに佐土原委員か

らお願いできますでしょうか。 

 

○佐土原会長 引き続き会長を拝命いたしました佐土原と申します。 

 脱炭素をめぐる社会の大きな変化を初めとしまして、環境への取組がさらに重要性が増

していく今の状況の中で、このような重責に身が引き締まる思いでございます。副会長の

若松先生、委員の皆様、また事務局の方々、皆さんの御協力をいただきながら役割を果た

せればと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 
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○事務局（総務部長） ありがとうございます。 

 それでは、若松委員、お願いいたします。 

 

○若松副会長 御指名いただきました若松でございます。 

 川崎市では、これまで全国に先駆けて先進的な環境対策の取組を進めてまいりまして、

その中で環境審議会の果たした役割というのは大変大きいと思います。これからもさらに

地球温暖化問題や化学物質管理に関しまして、この環境審議会において十分審議されて、

全国に先駆けて様々な施策を提案、実施していっていただければ非常にすばらしいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。微力ではありますが、佐土原会長をサポートさせ

ていただきますので、委員の皆様方、市役所の皆様方の御指導をよろしくお願いいたしま

す。 

 

○事務局（総務部長） ありがとうございました。 

 それでは、ここからの議事は会長にお願いしたいと存じます。佐土原会長、よろしくお

願いいたします。 

 

○佐土原会長 それでは、改めましてどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入りたいと思います。まず初めに諮問があると伺っておりますので、

事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局（総務部長） 今回の諮問案件は、「川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例

の改正に向けた重要施策の考え方について」、「環境リスク評価を活用した事業者による自

主的な化学物質管理の促進に向けた考え方について」の２件でございます。諮問書は、本

来ならば市長から会長へお渡しすべきところでございますが、この後の説明の際に画面に

て共有することとさせていただきます。なお、委員の皆様には事前に諮問書の案を送付さ

せていただいておりますが、内容は変更ございませんので、そちらを御覧いただければと

存じます。 

 

○佐土原会長 ありがとうございました。ただいま諮問を受けました。 



 5

 それではまず、川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例の改正に向けた重要施策の考

え方について及び脱炭素部会の設置について審議に入りたいと思います。 

 初めに、事務局から諮問について説明を受けたいと思います。事務局から説明をよろし

くお願いいたします。 

 

○事務局（内田脱炭素戦略推進室担当課長） 資料２－１及び２－２に基づき説明。 

 

○佐土原会長 御説明、どうもありがとうございました。ただいまの御説明に関して、御

意見、御質問をいただきたいと思います。御質問等ありましたら、先ほどの御説明のとお

り、オンラインで参加の方は、リアクション、挙手をいただければ、対面で御参加の方は

手を挙げていただければと思いますが、いかがでしょうか。藤野委員、お願いいたしま

す。 

 

○藤野委員 どうもありがとうございます。まず、計画のほうも無事策定できてですが、

事務局の皆さんの頑張りと前の大野部会長が本当にリードしていただけたということかな

と思います。あと脱炭素先行地域も、実は評価委員会のほうに入っていて、利益相反があ

ると思って評価には入っておりませんけれども、採択されてよかったかなと思います。 

 今回、より具体的に条例のほうも考えながら、対策を考えていくということで非常に重

要な流れになっていると思いますので、私もできる限り御一緒に検討していきたいと思い

ますし、あと、今日御参加の委員の皆様の、今日でもそうですし、また後日でもアドバイ

ス、御示唆いただけたら、また、どうやってステークホルダーの皆様とこれを実現してい

くかというところについても、アドバイスいただけたらと思います。大事な仕事だと思い

ます。ありがとうございます。 

 

○佐土原会長 どうもありがとうございます。基本計画の改定の部会でもいろいろ御尽力

いただきました藤野委員から、今少しその経過も含めてお話しいただきました。 

 ほかにいかがでしょうか。特に御質問等はございませんでしょうか。皆様、大変重要な

取組ということで、内容については、これから検討を十分進めるということで御理解をい

ただいているものと思いますが、特に御意見等はございませんでしょうか。手を挙げられ

ている方、お名前が見えづらいのですが、どうぞお話しください。 
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○武田委員 市民委員の武田と申します。今日から参加をさせていただくことになりまし

た。ありがとうございます。 

 冒頭になりますけれども、川崎市さんの取組をいろいろ勉強させていただくと、本当に

先進的な取組をされていることが改めて一市民として分かってまいりました。少しでもお

役に立てればと思っています。 

 最初の審議事項１のところについて、ちょっと私が感じたことを申し上げると、これか

ら非常に難しい問題に取り組んでいくことになるので、こうした公表制度というか、評価

制度みたいなもので、各事業者の方たちが何を取り組んでいるかということがしっかり見

えてくることが、これからますます問われてくることだと思いますので、この仕組みが実

効性を上げていかれることを期待したいと思っています。 

 その上で、ちょっと私が思ったのは、各事業者さんの取組は必ずしも順風満帆にいくこ

とだけではないと感じていて、非常に大きな課題に対して皆さん善意というか、総意を向

けてやっていくんだけれども、なかなか手ごわい課題だと思っています。幾つか例を挙げ

ると、では、どういうふうにして今の実態が見えているのかとか、あるいはどう計画をつ

くって実施に移すのかという全体工程を回すことも、非常に難しいのではないかなと一つ

は想像されます。 

 あともう一つは、実行に当たっては、１社だけの力でできるということは非常に限られ

てくるので、どういうふうにして横の連携がもう少し複合的にできてくるのかということ

が求められてくるのが、これからの時代じゃないかなと思っています。 

 ちょっと思ったことで申し上げたかったのは、必ずどこに目詰まりは起きるはずなの

で、そういう目詰まりがどこで起きているのかということがしっかり見えてくることも、

一方では大事なことなのかなと思っています。それが新たな支援だとか新たな補助という

ところにつながるような、それを考えるようなきっかけになるのかなと思っています。僣

越ですけれども、一言御意見を申し上げました。ありがとうございます。 

 

○佐土原会長 どうもありがとうございました。ただいまの御意見について、事務局から

何かコメントはありますでしょうか。 

 

○事務局（内田脱炭素戦略推進室担当課長） ありがとうございます。しっかりと議論し
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て実効性のある制度を検討してまいりたいと考えてございます。 

 

○佐土原会長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、長野委員が手を挙げられています。よろしくお願いいたします。 

 

○長野委員 長野です。よろしくお願いします。 

 資料２－２の第３章(4)についての質問ですが、京都市と東京都というのがあって、京

都市のスキームで、京都市は０円ソーラーという仕組みを採用されていると思うんですけ

れども、そういう設備を負担して普及させるみたいなことも考えられるんでしょうか。そ

ういう質問です。 

 

○佐土原会長 御質問ですね。事務局のほうでいかがでしょうか。 

 

○事務局（石塚脱炭素戦略推進室担当課長） 御質問ありがとうございます。川崎市も、

神奈川県で０円ソーラーという仕組みが既存でございます。こちらにつきまして、今現

在、県と共に普及啓発に努めておりますので、そちらのほうは引き続き続けていきたいと

思います。今回につきましては、まず設置をしてもらうというところの義務制度の設置と

なりますので、こちらをしっかり議論していきたいなと思っているところでございます。

貴重な御意見ありがとうございます。 

 

○佐土原会長 ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。寺園委員、お願い

いたします。 

 

○寺園委員 ありがとうございます。寺園です。私、脱炭素の分野は専門外ということ

で、皆様の御意見等を拝聴する程度がいいかなとは思っていたんですけれども、少し気に

なったことを申し上げます。 

 非常に重要なテーマですので、これから具体をつくって検討いただくということでよろ

しいと思います。審議事項１と２ということで、１が主に事業者さん、２につきましては

再エネを活用する可能性がある方々ということで、大規模、小規模とありますけれども、

市民もこれは住宅の建設とか影響される方は多いかなと思っています。 
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 私が申し上げたいのは、これからの川崎市での脱炭素に関連する分野にとどまらず、建

築物の新築等に非常に影響が大きいので、これにつきましては、市民の方々、事業者の

方々、川崎市の中で関係されている関係者の方々の理解が非常に必要だと思っておりま

す。 

 一方で、これは非常に重要な議題について議論しているはずなんですけれども、本日オ

ンラインで会議をやっているので、川崎市役所さんの中での傍聴者の方は、私にはあまり

見えていないんですが、以前の審議会のときにも少し申し上げましたけれども、この審議

会自体、傍聴者というか、市民の方々の関心をあまり呼んでいないように私は感じており

ます。審議会の構成メンバーも学者、自分を含めて研究者、大学の方がほとんど多くて、

市民公募の方が一部いらっしゃる。事業者の関係の方もいらっしゃいますけれども、非常

に多くの市民の方々の関心があるはずのこと、これから非常に関わっていくはずのことな

のに、あまりその人たちの目に触れていないところが気になっております。 

 せっかくオンラインも可能になったので、会場に入っての傍聴ということだけでなく、

もう少し積極的にこの審議会をオープンにされたり、あるいは部会の中で検討事項を、こ

れからパブコメはするということですけれども、もっと目立つような形で市民の方々の御

理解を得る方向で議論を進めていただきたいなと思います。 

 関連しまして、私は直接関係していないので恐縮ですけれども、川崎市の中で脱炭素か

わさき市民会議という市民団体があって、昨年の11月にも提案を市長にされていたと思い

ます。私は直接の関係者ではないので、この中身をよく理解しておりませんけれども、関

心があって活動されている方々がいらっしゃって、市長にも提案をされていた。恐らくは

そういうこともあって、市長からは審議会に諮問されていたとは思うんですけれども、こ

の審議会の中でその辺のお話等があまり見えていないので、少し市としても分けて議論さ

れているのか、あるいは専門の部分だけでこっちでやってみようということなのか。よく

分からないんですけれども、川崎市全体を巻き込んで進めていく脱炭素化というところの

中で、この審議会での議論ですとか市民の提案ですとか、その辺はどのようにお考えにな

って今これを始められようとしているのか、ちょっと気になって伺いたくなりました。 

 

○佐土原会長 大変重要な御意見をいただきましてありがとうございます。事務局でお答

えいただけますでしょうか。御質問も後のほうにあったかと思いますけれども、いかがで

しょうか。 
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○事務局（脱炭素戦略推進室長） ありがとうございます。 

 大変貴重な御意見かと思っております。脱炭素を進める上では、市民、事業者、行政一

体となった取組が重要でございますので、多くの関係者の御意見をいただきながら議論を

進めていくことは大変重要だと思ってございます。そうした意味では、当然審議会の中で

各専門的な御議論をいただきながらも、その間に事業者さんのヒアリングをさせていただ

いたりですとか、市民の方との対話の機会なども設けながら行っていくことは重要かと思

ってございます。そういう意味で、審議会ということで少し特出しになりますと、専門的

なところはあるかとは思いますけれども、いろいろな関係者の皆様の意見、英知を集約し

た形で最終的に市としても制度設計をしてまいりたいと考えているところでございます。 

 

○佐土原会長 後半のほうで質問がありました市民会議での市長への提案とか、そのあた

りはどんな位置づけ、この審議会との関係とか、何かありましたら、そこをちょっと補足

いただけるとありがたいです。 

 

○事務局（脱炭素戦略推進室長） 市民会議からも貴重な御提案をいろいろいただいたと

ころでございます。そのほか、いろいろな各種団体様からもいろいろな御提案とか御意見

などいただいております。そうしたものが全て、昨年度の審議会の経過なども踏まえて計

画を策定しておりますので、その計画に基づいて今回審議会に諮問をさせていただいてい

るということでございますので、いろいろな御意見を踏まえたパブコメも昨年実施させて

いただいておりますので、そういった多様な御意見を踏まえた上でつくった計画に基づい

てさらに深掘りしていく、そういう位置づけと理解しているところでございます。よろし

くお願いいたします。 

 

○佐土原会長 分かりました。よろしいでしょうか。 

 

○寺園委員 ありがとうございます。この審議会自体、注目度が低いなと思っていますの

で、そういった方々の注目をもっと浴びて議論が活性化できればいいなと思っています。 

 

○佐土原会長 どうもありがとうございます。そのほか何か御意見はありますでしょう
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か。よろしいでしょうか。 

 

○事務局（企画課長） 武田委員が会場で手を挙げていらっしゃいます。 

 

○武田委員 市民委員の武田と申します。２回も発言して非常に恥ずかしいんですけれど

も、審議事項２のところについても一言だけ、意見というほどではないんですが、発言さ

せていただければと思います。 

 審議事項の再エネ義務制度については、私も非常に大切な取組だと思っています。これ

もぜひ実効性というか、しっかりと広がりを持ったものとして実効性が上がるような仕組

みであってほしいなと思っています。 

 それは２つあって、１つは、環境問題の中で、事業者、消費者、行政と３つの方が関わ

っているわけだけれども、今までどちらかというと、事業者と消費者が後ろにいて、その

後ろにいる部分を行政の方たちが一生懸命になって先導してきたのが、これまでのやり方

だったのかなと思います。そういう意味で、事業者と消費者が、どういうふうにしたらも

う少し責任ある立場で関わることができるかということを押していくような仕組みじゃな

いかなと思っています。 

 ２つ目は、環境問題に関わるコストが今まで経済活動の中で外部化されてきてしまって

いたので、それが環境に対する負荷をかけてきたことがあったんじゃないかなと思いま

す。それで、環境のコストをどういうふうにして内部化していくかということが問われて

いるので、この２つの意味で、ぜひ何かこういう制度が、川崎市さんの先進的な立場の中

でしっかりと推進していくことが大切かなと感じています。 

 ちょっと雑駁ではありますけれども、以上になります。 

 

○佐土原会長 御意見いただきましてありがとうございました。 

 それでは、赤川委員、お願いいたします。 

 

○赤川委員 今日初めて参加させていただきました。神奈川県建築士会川崎支部の赤川と

申します。よろしくお願いします。 

 今日初めて参加いたしましたので、一通りの流れを初めて聞いたというところではあり

ますけれども、私の立場からいきますと、建築士でありますので、まず省エネの、例えば
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設置義務になった場合などを、市民に説明する一番の入り口の立場になる人間であること

は間違いがございません。そのときに、まず説明できるような理由は必ずこの場で協議さ

れるもの、審議されることだとは信じております。 

 市民にまず興味がないだろうという話の延長で、この話が進んでいきますと、街並みが

変わってしまうということになるんです。もし太陽光が義務化されることになれば、必ず

まちが、景色が変わってしまうんです。それが10年、20年後にはもう全然違うまちになっ

てしまうのではないかということも視野に入れて、まちづくりという観点も必ず考えたほ

うがいいのかなと思います。 

 あと、再生エネルギーのことですけれども、現状としまして、新築の建物に、住宅じゃ

なくても、商業ビルなり進める場合は、太陽光ぐらいしかないというところが現状である

と思うんです。今、太陽光のパネルという形でしか販売されていないものですから、たし

か横浜のほうで液体を硬化させる開発をしている方がいらっしゃいまして、ポーランドが

技術開発されたというのが、ちょっと前にそういう技術を見ました。そういう技術に関し

ても、川崎市から支援ができるとか、そういうようなことも視野に入れたことはお考えい

ただけないかなというのが私の願いでございます。 

 長くてすみません。失礼します。 

 

○佐土原会長 御意見ありがとうございました。ただいまの御意見について、事務局でコ

メントをいただけますでしょうか。 

 

○事務局（石塚脱炭素戦略推進室担当課長） 御質問、御意見ありがとうございます。ま

ず１つ目の今回の義務化について、しっかり市民に説明できる理由というところで、至極

当然の御意見だと思っております。今回なぜこういう義務が必要なのかというところを、

我々はこの部会の中でしっかり議論させていただきまして、市民の方、あるいは事業者の

方々に納得していただけるような理由をしっかり決めていくというか、説明していきたい

と考えているところでございます。 

 また、先ほどまちづくり、街並みが変わるというところでございます。当然のごとく、

太陽光を設置していきますと、景観が損なわれる部分がございます。再エネを増やすこと

は大変重要ですが、景観を守る、緑を守るといった部分も当然ありますので、そういった

部分も含めて、こういった計画をしっかりつくっていきたいと思っております。 
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 また、最後に最新の技術の支援といったお話がございます。川崎市、特に臨海部のほう

では、技術の研究とかそういった部分もたくさんされております。そういったところと一

緒に、我々行政も支援を含めた取組を進めていきたいと考えているところでございます。 

 

○佐土原会長 どうもありがとうございました。 

 ほかにはよろしいでしょうか。大変熱心な御意見をいろいろいただきまして、それを踏

まえた形で検討を進めていただければと思いますが、もしよろしければ、時間のこともあ

りますので、御質問等はここまでにさせていただければと思います。 

 それでは、諮問の取扱い等について、事務局から説明がございますので、よろしくお願

いいたします。 

 

○事務局（企画課長） 資料２－３に基づき説明。 

  

○佐土原会長 ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありました部会の設

置について、委員の皆様から御賛同いただければ、事務局の案にありますとおりの部会を

設置しまして、今の御説明のとおり、私から部会委員を指名させていただきますけれど

も、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○佐土原会長 御賛同いただけたようですので、この形で部会委員を指名させていただき

ます。どうもありがとうございます。 

 それでは、脱炭素化部会の委員の皆様、かなりタイトなスケジュールでの審議になりま

すけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議題１は以上とさせていただきます。 

 続きまして、議題２、環境リスク評価を活用した事業者による自主的な化学物質管理の

促進に向けた考え方について（諮問）及び大気や水などの環境保全部会の設置についての

議事に入りたいと思います。こちらにつきましても、まず事務局から諮問について説明を

受けたいと思います。御説明をよろしくお願いいたします。 

 

○事務局（地域環境共創課担当課長） 資料３－１及び３－２に基づき説明。 
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○佐土原会長 御説明ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に関しまし

て、御質問、御意見がありましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。どな

たか、御質問、御意見等がありますでしょうか。吉村委員、お願いいたします。 

 

○吉村委員 吉村です。御説明ありがとうございました。これから議論する点は理解でき

たと思うんですけれども、一つ教えてください。 

 資料３－２のパワーポイントの３ページで、改めて数の分類が書かれていますが、主に

議論するのは有害性情報がある34物質になると思います。規制等が既にかかっている22物

質が諮問の対象には入っていないように私は理解したんですが、これは既に規制等がかか

って、安全な状態にあるというところが背景としてあって対象外になっているんでしょう

か。それとも単純に既存の法令で規制がかかっているから今回は議論しないということで

すか。もし現状として濃度がある程度高い場合は、同じようにリスク評価をして、その優

先度を検討していくほうがいいのかなとは思いましたので、そこを教えていただけると助

かります。 

 

○佐土原会長 御質問ありがとうございました。事務局でいかがでしょうか。 

 

○事務局（地域環境共創課担当課長） 御質問ありがとうございました。今回、こちらの

規制等が必要のものでないものを対象物質とさせていただいております。規制があるもの

はそちらの基準等をしっかりと今までどおりに取り組んでいくことで、今回は規制対象外

のものを対象とさせていただいているところで、こちらを、環境リスク評価を活用して、

未然防止の観点から取組を実施するものでございます。 

 

○吉村委員 ありがとうございます。規制がかかっているものに関しては、基準を守って

いれば、有害性低リスクになっているという考えでそういうふうに定義されたということ

ですね。 

 

○事務局（地域環境共創課担当課長） はい。 
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○吉村委員 分かりました。ありがとうございます。 

 

○佐土原会長 ありがとうございました。 

 それでは、長野委員、お願いいたします。 

 

○長野委員 長野です。環境リスクの判定を行うのは市が行うということでいいんでしょ

うかというのが１点と、あと、管理するところが事業者の自主管理というところが提案さ

れているんですけれども、自主管理でうまくいくのか、なぜ自主管理なのかというところ

をお伺いしたいです。 

 

○佐土原会長 ありがとうございました。それでは、事務局から回答をお願いいたしま

す。 

 

○事務局（地域環境共創課担当課長） 御質問ありがとうございます。リスク評価に関し

ましては、市のほうがリスク評価をしていくというところでございます。専門家の方々の

意見もいただきながら、リスク評価をしていくというところでございます。 

 あともう一つ、自主管理で効果があるのかというところですが、資料３－２の３のこち

らのグラフはＰＲＴＲ対象物質の総排出量の推移でございます。こちらのＰＲＴＲ制度に

関しましても、特に規制というものではなく、届出をしていただくことで、事業者の方々

のある意味自主管理をしていただいて、こちらのほうに減っていったという実績がござい

ますので、今回も自主管理を進めていくことで、環境リスクが減っていくと考えてござい

ます。 

 

○長野委員 ありがとうございました。何となく分かったんですけれども、ちょっと心配

だなと思いました。私は川崎市に引っ越してきて10数年たつんですけれども、３年ぐらい

前からぜんそくになりました。直接の関係は分からないんですが、地域の人に聞くと、私

が住んでいる地域はぜん息患者が多かったりとか、あと空気汚染が激しかったりするとい

うので、今その相関関係について問合せをしている状況なんです。なので、こういったデ

ータは出るのかもしれないんですけれども、実質上はどうなのかなというところがちょっ

と心配になって質問しました。 
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○佐土原会長 ありがとうございました。そのほかにいかがでしょうか。寺園委員、お願

いいたします。 

 

○寺園委員 ありがとうございます。長野委員が今発言されて、最後の部分は私も非常に

感じるところがありましたけれども、川崎市は大気汚染と対策の歴史は非常に長く重いも

のがあって、私でなくて、この委員の中でも非常に関わられた方がいらっしゃって、大分

良好な環境にはなってきたと思っております。しかしながら、現状で一定の影響、被害に

苦しんでいらっしゃる方がいるのは確かだと思いますので、そこへの対応は引き続きお願

いしたいということ、あと、今回のこの取組につきましては、資料３－２の３ページのと

ころで他自治体にはない取組とも書かれておりますし、先進的な取組だとは感じておりま

す。ちょっと難しいことですけれども、例えばこういうデータとか情報をつくっていくこ

とで、かえってこれがよくないじゃないかということで、せっかくよそでは知らないで済

んでいたことが、こういう取組をすることでかえって逆効果になってしまう、市の政策が

逆側になってしまうことは、少し心配はあります。ＰＲＴＲに基づく環境リスクの把握

は、先進的なもので必要なものなんですよというところの御説明を、引き続き丁寧にやっ

ていただければありがたいな、重要な試みであるな、と考えております。 

 その上で少し質問があるんですけれども、先ほど規制の対象物質については対象外かど

うかということで御質問があって、御回答は私も理解しました。少し関連することとし

て、今回の御検討の対象については、34物質の中に全て限るものなのかどうかというとこ

ろが少し気にはなっております。有害性情報についても、広く集めれば集めるほどまたい

ろいろ出てくると思いますし、市内で大気排出があるかどうかということも、探していけ

ば増える可能性もあるかなと思っています。 

 部会の中で、まずは環境リスク評価の考え方の提示と、あと基準等の審議を進められる

と思いますけれども、資料３－２の５ページにあるような具体的な諮問内容につきまして

は、理解はしておりますが、ここだけに限る審議内容になるのか、あるいはもう少し広い

情報収集も含めて、こういったものにも気をつけておきましょうみたいな広い内容につい

ては入るか、入らないか、今答えられにくいかもしれませんけれども、お考えをお聞かせ

いただければ幸いです。 
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○佐土原会長 御質問ありがとうございます。それでは、事務局から回答をお願いいたし

ます。 

 

○事務局（地域環境共創課担当課長） 御質問ありがとうございます。今後、有害性情報

と、また物質等の変化があればということの質問と理解しているんですけれども、この後

の部会で、将来的な考え方のところでいろいろと検討のサイクル等もお示しさせていただ

いて、考え方を議論していきたいと考えております。 

 

○寺園委員 必ずしも限定ではないと理解いたしました。ありがとうございます。 

 

○佐土原会長 ありがとうございました。 

 それでは、関口委員、お願いいたします。 

 

○関口委員 関口です。よろしくお願いします。御説明ありがとうございました。 

 今の御質問にちょっと近いところもあるんですが、有害性情報をどう扱うかというとき

に、基本的に閾値をどういうふうに考えていらっしゃるのかというのをお伺いしたかった

んです。つまり、有害情報で、これは有害だといっても、ある濃度よりは閾値があって、

それより上は危ないよ、物質によっては、閾値がないので、ある一定濃度に決めないとい

けないとか、有害性情報の取扱いはすごく慎重に考えなきゃいけないかなというところが

あると思うんです。 

 なので、例えば有害情報は載っているけれども、結構な濃度にならなければ、有害性は

出ないといったときに、果たしてそれを規制することは必要なのかとか、あとは、もしち

ょっとでも出たら有害性が出てきそうなものについて規制をかけていくのかとか、その辺

の濃度閾値的な考え方をどうしていくのかというところは、ちょっと専門性が高いところ

かもしれないですが、もしお考えがあればお伺いしたいところです。 

 

○佐土原会長 ありがとうございます。いかがでしょうか、事務局でお答えいただけます

でしょうか。 

 

○事務局（地域環境共創課担当課長） 環境評価はもちろん市のほうが実施していくので
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はございますが、いろいろと物質を選定するに当たっては、そちらの情報等々いろいろな

ことがございますので、その際には専門家の先生方の御意見等を聞いて、こちらのほうで

決めていきたいなと考えてございます。 

 

○関口委員 分かりました。恐らく先ほどの寺園先生のお話にも関わってくるところで、

例えばちょっとでも出たらという話が閾値で出てくると、情報を調べれば調べるほど、多

分どんどん有害性情報は広がっていくような気もしますので、どこかで限定するところは

出てくるのかなという気がします。多分余裕を見て設定していくほうがいいと思いますの

で、十分な安全性を見た形で進めていただければなと思います。よろしくお願いします。 

 

○佐土原会長 どうもありがとうございました。青木委員、お願いいたします。 

 

○青木委員 青木でございます。初めて参加させていただいて、ありがとうございます。

環境リスクの分科会の臨時委員になっている者です。非常に貴重な御意見をいただけたと

思いますし、また、非常に身の引き締まる思いでございます。 

 まず、物質選定、資料３－２これの３ページ目です。事業者の皆様の自主的な取組に資

するという意味があると思うんですが、このとき、34物質もありますと、そこは満遍なく

対策を取るというよりも、対策を取るべき物質を選定していくのが非常に大きいんだと思

います。つまり、あくまでもリスクは相対的なものですから、34物質全てにリスク懸念が

あるというよりも、懸念をすべき物質がこのプロセスの中で選ばれてまいりまして、そう

いう意味で、規制物質以外のリスク評価を行うことは意味があることではないかと理解し

ております。 

 先ほど寺園委員からも御発言がございましたが、こういうことは、本当はオールジャパ

ンでやっていただきたいんですけれども、そういう中で川崎市が先進的な取組をされてい

ることに非常に敬意を表しますし、また、そこに参加させていただくことについても非常

に意義深いものと思っておるところでございます。 

 それから、先ほどの閾値、質の問題というのがなかなか重い問題ですが、毒性学専門な

ので、私の御説明できる範囲でということになってしまいます。有害性情報があるという

ことは、実は、これはちょっと専門的な用語になってしまうんですけれども、ある用量の

化学物質を暴露させたときに、これだけの影響があるということが非常にはっきり分かっ
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ているものが、有害性情報があると私は理解をしております。ですから、こういう議論の

中で、先ほど委員から御指摘があったような問題は必然的に明らかになってくるものだと

理解をしております。ですから、その審議については非常に意義深いものであると思いま

すので、ぜひこの取組は進めていただけたらと思うところでございます。 

 以上でございますが、あと何か川崎市さんから追加がありましたらお願いいたします。 

 

○佐土原会長 いかがでしょうか。事務局から何かありますか。 

 

○事務局（地域環境共創課担当課長） 御意見ありがとうございます。部会でしっかりと

審議していただき、こちらを進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○佐土原会長 ありがとうございました。 

 それでは、片谷委員、お願いできますでしょうか。 

 

○片谷委員 片谷でございます。本日は遅れて出席しまして申し訳ございませんでした。 

 今、青木委員が私の考えておりましたことの大半をおっしゃってくださいましたので、

あまりもう追加することはないんですけれども、この部会は、昨年度までありました前身

の組織もありまして、そこでいろいろ積み重ねてきたことがございますので、もちろんそ

れをそのまま全て継続するということではないわけですが、またメンバーの中で議論を重

ねながら進めていきたいと思っておりますということ。 

 先ほど寺園委員がおっしゃいました諮問内容に限定されるのかというところも、昨年度

までの部会でも、しばしば諮問内容からはみ出しているかのような議論もしつつやってま

いりました経緯がございます。したがいまして、そこは臨機応変といいますか、必要な状

況があれば、諮問内容を少しはみ出るような議論もいとわず進めていきたい。事務局とは

考えが少し違うのかもしれませんが、私はそういう意識で取り組みたいと思っていること

を念のため申し上げておきます。 

 私からは以上です。 

 

○佐土原会長 どうもありがとうございました。御意見をいろいろいただきましてありが
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とうございます。 

 それでは、亀屋委員、お願いいたします。 

 

○亀屋委員 ありがとうございます。亀屋でございます。 

 水と大気の環境計画について、先ほどは健康被害との関係を御懸念される声もあったん

ですけれども、規制されている項目と未規制の項目は、どれが健康を害する大きな原因に

なっているのか、残念ながらいまだ分からない状況にあるかと思います。そういった意味

では、総合的に進めなければいけないとは考えておりますけれども、そういった中で、特

定の化学物質が原因じゃないかというところは、これまで何もチェックがなされていない

です。これは全国的にチェックがなされていないものですから、川崎市でリーディングプ

ロジェクトとして、まさに健康診断のような形でいろいろな化学物質のリスクを一度調べ

てみよう、その健康診断の程度を見てから、どういった形で対策ができるのかを考えよう

というのが今回の取組の趣旨ではないかな、そういった理解をしているところでありま

す。 

 そういった中で、リスクですけれども、時々刻々と化学物質を使っている量、捨ててい

る量なんていうのも変わりますし、あるいは有害性情報なんていうのも新しい知見が出て

きたりしますので、そういった意味で、取りあえずは現時点で入手できる情報からスター

トすることになるんだろうと思うんですが、行く行くは更新されていくのも、この分野で

は当然当たり前のこととしてやっていかなければいけないことだと考えているところであ

ります。 

 あと、閾値の御指摘もいただいたところでありますけれども、これも健康診断したとき

に、どの数値だったらお医者さんに行って精密検査するのかとか、治療するのかとか、こ

れも個人個人の方によっても違うと思いますし、実際に診断してみないとなかなか分から

ないところもあるかと思いますので、そういったところをまず全体的に見てみよう、そう

いったプロジェクトとして、ぜひ全国に先駆けて取り組むのがよろしいんじゃないかなと

考えているところであります。 

 

○佐土原会長 御意見、どうもありがとうございました。先駆的な取組であるという位置

づけもいろいろな議論の中からみんなで理解できたのではないかと思います。 

 それでは、寺沢委員、お願いいたします。 
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○寺沢委員 寺沢です。先ほど皆様がおっしゃったようなことに私も同じことを感じてお

ります。意見というよりも感想じみたコメントですけれども、今回の事業者の自主的な取

組というところで、実効性など御懸念されている方もいらっしゃいましたし、私も多少疑

問を感じる部分はあるんですけれども、明らかに有害性があるとか、明らかにこれより低

くしなければいけないものはもちろん既にある規制、あるいは今後規制が強化されること

によって、法的な縛りがかかってくるものではないかと思っております。 

 一方、未規制の物質で、有害性情報があるものという考え方ですけれども、有害性情報

がないイコール有害性がないということではないので、情報がないだけで、下手すると、

有害性の情報がないもののほうが実際に有害性が強いとか、そういったこともありますの

で、自主管理ではなく、やたらと規制という形で事業者に縛りをかけて、安易な代替化、

一見規制がかかっていないけれども、実は、ひょっとすると、情報がないだけで非常に有

害性が高いものに乗り換えてしまうとか、そういったことを防ぐという点からも、こうい

った自主管理、しかも情報があるものからという考え方はすごくいい考え方じゃないかと

思っています。実際に排出量を下げたりといったことは事業者の協力といいますか、事業

者が実行しないと始まらないというか、起こらないので、事業者ができる内容できちんと

管理、指導していくといったことも大切なのかなと感じております。 

 

○佐土原会長 どうもありがとうございました。そのほかございますか。大体御意見をい

ただいたでしょうか。 

 それでは、時間のこともありますので、御意見等は以上とさせていただきます。 

 それでは、諮問の取扱い等についての事務局からの説明をお願いいたします。 

 

○事務局（企画課長） 資料３－３に基づき説明。 

 

○佐土原会長 御説明ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありました部

会の設置等について、委員の皆様から御賛同いただけるようでしたら、事務局案にありま

すとおりの部会を設置いたしまして、私から部会委員を指名させていただきますけれど

も、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○佐土原会長 御意見がないようですので、皆さん御賛同いただいたとさせていただきま

す。 

 それでは、今の御提案がありました部会委員を事務局案のとおり指名をさせていただく

ことにさせていただきます。大気や水などの環境保全部会の皆様には、これからちょっと

ハードなスケジュールですけれども、部会での審議をどうぞよろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。 

 本日の議題については以上ですけれども、そのほか委員の皆様から何かございますでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、特にないようですので、事務局に司会をお返ししたいと思います。よろしく

お願いいたします。熱心な議論をいただきまして、どうもありがとうございました。 

 

○事務局（総務部長） 佐土原会長、ありがとうございました。 

 それでは、閉会に当たり、福田建設緑政局長から御挨拶を申し上げます。よろしくお願

いいたします。 

 

○福田建設緑政局長 川崎市建設緑政局長の福田でございます。本日は、お忙しい中、長

時間にわたりまして御審議いただき、誠にありがとうございました。 

 我々建設緑政局は、環境行政におきまして主に緑に関することを担ってございます。本

審議会では、これまで緑の基本計画の改定についての答申や、緑の保全地域の指定につい

て御議論いただきまして、その結果、現在、緑の保全地域は35か所、35.4ヘクタールとな

ってございます。丁寧な御審議をいただき、積み上げてきた成果が現在の指定状況につな

がっているものと考えておりますので、今後も市民の皆様の御理解と御協力をいただきな

がら、保全緑地の拡大に努めてまいりたいと考えてございます。 

 また、本市は令和６年度に市制100周年を迎えます。これまでの100年を振り返り、次の

100年に向け、より豊かな環境をつないでいくため、都市における緑の価値の創造と多様

な主体による緑の都市づくりを目指す契機として、全国都市緑化かわさきフェアを開催予

定でございます。今後ともお力添えをいただければ幸いでございます。 

 簡単ではございますが、閉会の御挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうご

ざいました。 
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○事務局（総務部長） それでは、これをもちまして令和４年度第１回川崎市環境審議会

を終了いたします。委員の皆様、ありがとうございました。 

 

－閉会－ 


