
1 

第４回川崎市環境審議会脱炭素化部会（議事録） 

１ 開催日時 令和４年９月１３日（火） １０時００分～１２時０７分 

２ 開催場所 パレール三井ビル１３階会議室 

３ 出席委員 藤野部会長、赤川委員、浦野委員、小林委員、小泉委員、志水委員、平野委員、

山下委員（8名）  

※藤野部会長、赤川委員、小林委員以外はオンライン参加 

４ 事務局 井田脱炭素戦略推進室室長、神山脱炭素戦略推進室担当部長、 

内田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、 

加藤脱炭素戦略推進室担当課長、市川脱炭素戦略推進室担当課長、 

鈴木脱炭素戦略推進室課長補佐、両瀬脱炭素戦略推進室担当係長、 

飛田脱炭素戦略推進室担当係長  

須山建築管理課課長、笹川建築管理課担当係長 他 

５ 傍聴者 １名  

６ 議題 

議題１ 全体スケジュール及び前回部会での意見等について 

議題２ 川崎市地球温暖化対策推進条例の改正に向けた重要施策の考え方について 

（１）全体事項等について （第１～３章） 

（２）（仮称）建築物再生可能エネルギー総合促進事業の考え方について （第４章） 

（３）（仮称）事業活動脱炭素化取組計画書・報告書制度の考え方について （第５章） 

（４）その他事項 （第６章、付属資料） 

議題３ 環境審議会及び脱炭素化部会に係る今後のスケジュールについて 

７ 資料  

資料１－１ 全体スケジュールについて 

資料１－２ 第３回脱炭素化部会御意見等を踏まえた考え方の整理 

資料１－３ 第４回脱炭素化部会に向けた各委員事前ヒアリング意見 

資料２－１ 答申案について本日お伺いしたい事項 

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（答申案） 

資料３   評価制度に関するシミュレーション 
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資料４   環境審議会及び脱炭素化部会に係る今後のスケジュールについて 

参考資料１ 部会委員名簿 

参考資料２ 第３回脱炭素化部会議事録 

参考資料３ 川崎市地球温暖化対策推進条例の改正について（市民説明想定資料） 

参考資料４ 基礎資料集１「（仮称）建築物再生可能エネルギー総合促進事業関連」 

参考資料５ 基礎資料集２「（仮称）事業活動脱炭素化取組計画書・報告書制度関連」 

参考資料６ 基礎資料集３「その他市政全般」 

８ 議事内容 

○内田脱炭素戦略推進室担当課長 

ただいまから、令和 4年度第 4回川崎市環境審議会、脱炭素化部会を開催させていただ

きます。本日はオンラインと対面のハイブリッド開催となっており、通信回線や音声の乱

れなどがないように努めてまいりますので、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 

私は本日の司会進行を務めさせていただきます、環境局脱炭素戦略推進室担当課長の内

田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

まず初めに委員の出席状況等について報告させていただきます。委員 13名中、現在、8

名の委員にご出席いただいております。従いまして、川崎市環境基本条例施行規則の規定

に基づき半数以上の委員のご出席により、本日の部会が成立していますことをご報告申し

上げます。 

また、本部会は、会議の公開に関する条例により原則公開となっており、本日の配付資

料および会議録につきましては、本市ホームページに掲載させていただくとともに、公文

書間等で閲覧に供することとしております。なお、議事録につきましては、環境審議会同

様、委員名が分かる形で作成させていただきます。また、神奈川県がオンラインで傍聴に

入っていることをご報告申し上げます。 

それでは部会の開催にあたり、当室長の井田よりご挨拶させていただきます。 

〇井田脱炭素戦略推進室室長 

皆様おはようございます。本日は急遽、当初予定にございませんでした第 4回の部会開催

となりますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。この間、たくさんご意見いた

だきまして、事務局といたしましては、皆様のご意見を資料に反映できるような形で整理を

してきたところでございます。まだまだ足らぬ点等、論点等もございます。今日の審議を通

じて、第 5回の部会に向けて資料をさらにブラッシュアップしていきたいと思いますので、

本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

〇内田脱炭素戦略推進室担当課長 

それではこれからの議事は部会長にお願いしたいと思います。藤野部会長よろしくお願
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いいたします。 

〇藤野部会長 

おはようございます。本日もよろしくお願いします。井田さんからもご挨拶がありました

が、今日が第 4回で、10月 13 日が第 5回で、第 5回までに答申をまとめられたらというこ

とですけれども、本当に議論を尽くしてこそだと思いますので、本日もどうぞよろしくお願

いいたします。 

それでは議事に入らせていただけたらと思います。まずは議題 1 の全体スケジュールの

変更および、前回部会での意見等について、事務局からご説明をお願いします。 

〇内田脱炭素戦略推進室担当課長 

それでは次第の 1、全体スケジュール及び前回部会での意見等についてご説明させていた

だきます。それでは資料 1－1、こちら全体スケジュール、前回ご案内した資料でございま

すが、9 月 13 日、本日第 4 回の部会におきまして、答申案等のご議論をいただいた後に、

こちらに記載の通り、9月下旬に事業者のヒアリングなどを行いまして、最終的に 10 月 13

日、第 5 回の部会において答申として取りまとめていただくというようなスケジュールで

ございます。 

次に資料の 1－2、こちらは画面共有しておりますが、第 3 回前回の部会でいただいた意見

および、その後追加でメール等でいただいた意見をまとめたものでございます。この内、メ

ールで追加でいただいたものについて簡単にご紹介させていただきます。0番の最初のとこ

ろですが、馬場副部会長からいただいたもので、報告書の制度につきまして、温対法の改正

に伴い、EEGS による電子的な申請においてオープンデータ化されるようになりましたが、

川崎市のこの取り扱いについてといったようなご意見でございまして、川崎市事務局の回

答といたしましては、記載の通り、システム改修を予定しておりその中で対応していくこと、

また、それにあたって、公にすることにより不利益になる場合はその該当部分は公表しない

こと、また、提出書類については、書類の様式の統一などにより負担の軽減を図っていく、

といったような考え方を示させていただいております。 

次に、藤野部会長から追加でいただいた意見ですが、再エネ義務制度について、太陽光発

電設備に、4行目ですが、太陽光発電設備には設置可能なケースも考えられることから、そ

のような表現にするか、除外規定に関することですが、「CO2 削減に寄与しない建築物は除

外対象とする。」「経済メリットが無い建築物は除外対象とする。」など基本的な考え方を記

載し、答申後以降に検討の指針にした方が良いのではないか、といったようなご意見でござ

います。これに対して、事務局といたしましては、ご指摘を踏まえて答申案に基本的な考え

方を記載するように修正している、との回答でございます。 

次に、再エネ促進センターについては、川崎市が出資する地域エネルギー会社は、一定の

役割を担わせる手法も考えられるのではないか。その際に、温暖化センター及び、JPEA 等
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の連携を検討したほうが良いのではないかといったご意見を踏まえて、答申の案文に修正

を反映させていただいたという考え方でございます。 

次にロードマップについて、2050 年までに再エネポテンシャルの達成を目指していくこ

とを答申の後段に記名してはどうか、また、主な活動スケジュールについても示してほしい、

といったことでございますので、こちらに記載の通り２つ目の「・」ですけれども、再エネ

義務制度や再エネ促進センター等の総合的な取組により、本市の目指す 2030 年の再エネ導

入目標の達成を目指し、さらに 2050 年の再エネポテンシャルの実現を目指していくことを

答申案に反映していく、というような形で対応してございます。 

次に 4番目の、答申作成後の進捗確認する現時点の考えを記載願いたいということで、こ

ちら、記載の通りなんですが、PDCA を基本として、審議会の中で、環境審議会の中で報告

し、進捗管理を行っていくといったことを答申の案文に記載させていただいてございます。 

次に資料の 1－3でございますが、こちらは各委員の皆様に、今回の部会開催にあたり事

前にヒアリングした内容を取りまとめてございます。1番から 3番まで、各項目についてま

とめてございますので、ご参照をお願いします。 

議題の 1についての説明は以上になります。 

〇藤野部会長 

どうもご説明ありがとうございました。ただいまの説明に対しまして、ご質問とかコメン

トとかありましたら、是非ご発言ください。挙手ボタンを押すか、画面で手をあげるか、声

を出すか、よろしくお願いいたします。 

いかがでしょうか。よろしいですかね。今のは、ほぼ確認的なものと対応方針が示されま

した。もしまた何か後でありましたら、ご発言いただけたらと思います。 

それでは続きまして、議題 2の（1）の条例改正の全体事項について事務局から 7分程度

ですか、ご説明をお願いします。 

〇内田脱炭素戦略推進室担当課長 

はい。それでは、次第に沿って説明させていただきます。 

こちら、2番目の（1）全体事項から（4）その他事項までのものについて、議題につきま

しては、答申案そのものを使ってご説明させていただきたいと思います。資料 2－2になり

ます。こちらが答申案でございます。 

こちらについて（1）では、全体的事項として資料の第 1章から第 3章までを中心に説明さ

せていただきます。 

初めに目次ですが、まず序章・基本的事項がございまして、その次、第 1章として地球温

暖化対策強化の必要性の背景、第 2章として川崎市の基本計画の概要、第 3章 背景を踏ま

えた対応の考え方、第 4章、第 5章が今回の骨格で本質になる部分ですが、建築物再生可能

エネルギー総合促進事業の考え方と、事業活動脱炭素化取組計画書・報告書制度の考え方、
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第 6章として施策展開に当たって、その他・付属資料というような形になってございます。 

序章・基本的事項につきましては、5 月 18 日の諮問に対して今回答申するといったよう

な記載になってございます。 

次に、こちら小林委員、山下委員からの意見を踏まえて作成したものでございますが、こ

ちらの答申案 87 ページになり、資料が多いものですから、最初の数枚で全体の概要がわか

るような形でポイントを整理してございます。簡単にご説明いたしますと、第１章のポイン

トといたしましては、全体背景等として、温暖化対策は今後数年間が正念場であること。国

においては、46％削減の目標を掲げていること。第 6次エネルギー基本計画においては、新

築住宅の 6割で太陽光発電の設置を目指すということを国で掲げているということ。 

次に再生可能エネルギー総合促進事業に関わる背景といたしましては、エネルギー価格

が 18ヶ月連続で値上がりしていて、また建築物省エネ法改正に当たっては、全ての新築住

宅、非住宅に省エネ基準等の義務付けなどが進められている、といったようなこと。また、

現在建築されている建築物の多くが、2050 年にストックされるといったようなこと。 

また、4つ目の四角でございますが、川崎市の再エネポテンシャルとして 99％、ほぼ全て

が太陽光発電であるといったような背景があること。 

第 5 章の背景といたしまして、事業活動の報告計画書制度に係る全体背景といたしまし

ては、脱炭素の取り組みが重要な成長戦略でもあるという側面があるということ。また、川

崎市は製造品出荷額等が政令市最大ある一方で、政令市最大の CO2 排出エリアでもあって、

取組の影響が大きいといったようなこと。 

第 2 章のポイントといたしましては、川崎市の計画では、2050 年の脱炭素社会の実現を

目指し、2030 年度の目標として、温室効果ガス排出量 50％を目標として掲げるとともに、

再生可能エネルギーにつきましては、33 万 kW というチャレンジングな目標を設定している

といったようなこと、2030 年度の目標達成に向けては、5大プロジェクトを中心に進めてお

り、その中で今回の答申でいただく内容というのは大きな影響があるといったようなこと

を記載させていただいております。 

第 3章のポイントといたしましては、背景等を踏まえた対応の考え方として、条例改正の

考え方として、国においては「2050 年カーボンニュートラル」が温暖化対策推進法の改正

に伴って法定化されていると。それにあわせて「条例の目的」も含めた全体的な改正が必要

であるということ。また、今回ご議論いただいております「建築物再生可能エネルギー総合

促進事業」および「事業活動脱炭素化取組計画書・報告書制度」を早期に同様に位置づけ、

導入をすべきといったようなこと。 

第 4章・第 5章につきましては、次の 1の（2）以降の議題でご議論いただくこととして

おりますが、ここで簡単にまとめとして触れておりまして、第 4章・第 5章のポイントとし

て、再生可能エネルギー総合促進事業に関わる制度１から 4番目まで、また事業活動脱炭素

化計画書・報告書制度の制度として制度 5といったような形でまとめてございまして、それ

ぞれの導入効果をこちらで表しております。 
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また、それぞれ制度 1から 5番目までの基本的な考え方について簡単にまとめておりまし

て、全体として序章の部分で 4～5枚程度で全体のポイントが分かるといったような形にし

てございます。 

また、本文の方では、こういった形で赤枠で囲って、各委員の皆さんからいただいた意見

を吹き出しで、踏まえて修正した箇所を赤枠で囲って吹き出しを付けているといったよう

な構成にしてございます。 

私の説明は以上ですが、ここでは、序章、基本的事項について、資料構成を中心にご意見

を伺いたいと考えております。また、第 1章・第 2章の部分につきましては、内容の過不足

等についてご確認いただければと思っています。また、第 3章、対応の考え方についてはこ

れまでの議論、委員意見等を踏まえて整理しましたので、ご確認いただきたいと考えてござ

います。 

〇両瀬脱炭素戦略推進室担当係長 

すみません、ちょっと 1点補足させていただきますと、今回は、今表示している画面の資

料でございますが、資料を事前送付させていただいた以降に、「てにをは」等、事務局で気

づいた点ですとか、また事前にご指摘いただいた点などが一部ございましたので、内容変更

がない範囲での一部修正をさせていただいてございます。こちらお新しいバージョンで、ホ

ームページに掲載させていただくといった点をご承知いただければと存じます。以上でご

ざいます。 

○藤野部会長 

ご説明ありがとうございました。それでは今のご説明に対しまして、何かご質問とかコメ

ントとかありましたら是非お願いいたします。いかがでしょうか。まだ全体の話であります

けど、もし今の時点で全体の方向性含めて。 

小林委員お願いします。 

○小林委員 

小林です。ありがとうございます。いろいろ改良されたと思うのですけど。今の時点で言

うべきなのがいいのかどうか分からないのですけど、答申の概要のポイントでこの制度の

骨格が出てくるところが、６ページや７ページだと思うのですが、序章の基本的事項という

のは、この答申で一番伝えたい部分なのだと思います。ここを付けていただいたのとてもあ

りがたいと思う一方で、結論が出てくるのが 6 ページ 7 ページぐらいなのですよね。これ

は逆に結論だけが書いてあって、ロジックが分からないのですね。ロジックはどこに書いて

あるかというと、本文になるのです。40 何ページのところに。もちろん、事業、工場相手の

制度についていろんな解説をされていますけれども、この住宅関係のところは 47 ページだ

と思うのです。結局、私としては少し言いっぱなしかもしれないですけど、後で部会長と事
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務方とでご相談いただければいいと思うのですけど、やっぱり答申であれば、一番、なぜや

らなきゃいけないのかっていうことが書いてあるのが 40 何ページにあって、何をやんなき

ゃいけないかって書いてあるのが 6 ページとか 7 ページに書かれているので、本当に説得

すべきは、何をやるのかというよりは、やっぱり答申本文としては、なぜやらなきゃいけな

いかということの方が、私は大事なような気がするのです。となるとその、なぜやらなきゃ

いけないかの要約が現状では書かれていない、という風に今は言わざるを得ないかなと思

うのです。 

そこから後はどうすればいいかってちょっと趣味の範囲になっちゃうかもしれませんけ

ど、私でしたら、その 4ページのところにここに答申するというところで、一遍に書くので

はなく、検討行ってきた結果、具体的に言えば、脱炭素は国民全体の責務になっており、か

つ脱炭素をするための有効な手段として太陽光発電があって、それはその脱炭素だけじゃ

なくて色々なメリットがあって、手が届くことになっている。まずは沢山の住宅を建てる人

に、いい性能の住宅を建てていただくということが必要だということで、以下、答申した。

というような構成にしていただくと、ロジックが出てくると思うので、私はそういう文章が

あるべきじゃないかなと思います。単にサマリーをおけば、分かりやすくなるということで

は私はないという気がいたします。言いたいのはその今のご説明あったところに関して言

えばそれだけであります。編集の問題かもしれません、中身がいけないと言っているもので

はありません。 

○藤野部会長 

事務局いかがでしょうか。 

○内田脱炭素戦略推進室担当課長 

はい、承知いたしました。全体のちょっと構成、わかりやすく結論が先に出るようになど、

ちょっと検討していきたいという風に考えてございます。ありがとうございます。 

○藤野部会長 

結論もそうなのですけどロジックですよね。何故やるのかっていうところが、最小限の文

章にはなると思うのですけれども、市民の方に一応こういう論理で、今回条例改正案を作り

ました。ということがないと、結論だけ書いてあって、これをしなさいみたいなことになる

っていうのは、初めて見る人からすると、何か上から降ってきたなみたいな感じに思わせて

しまうかもしれないので、その辺りは、是非、せっかくそういう議論をずっとしてきたわけ

ですから、勿体なくなるので、ぜひご検討いただけたらと思います。ありがとうございます。 

他委員の皆様何かご意見とかありますでしょうか。小林委員どうぞ。 
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○小林委員 

凄く些末っていうか、どうでもいい議論かもしれませんけど、6ページのあの概要版のと

ころの制度の 2 の説明として、延べ床 2,000 平米未満の建築物を新築する特定建築事業者

への導入義務と書いてあるのですが。新築だけなのですか。新築販売とか何かの方が良いの

でしょうか、新築だけなのかなって思うのですが。 

〇藤野部会長 

その辺りいかがですか。正確に。 

○神山脱炭素戦略推進室担当部長 

 まだ案文という形にはなってございませんけが、答申の中では、こちら制度 2ですので、

52 ページ、53ページのイの義務内容の中で、義務対象建築物の考え方ということでありま

すが、その上か、すいません、新築する延べ床 2,000 平米未満ということで今のところ整理

してございます。 

○小林委員 

すいません。そうかもしれませんけど、特定建築事業者の定義はどこに。 

○神山脱炭素戦略推進室担当部長 

特定建築事業者の定義は、ここの今の 6ページ上はまだ載ってございません。本文の方を

見ないとまだ分からないということです。 

○小林委員 

答申本文のことですね。 

○神山脱炭素戦略推進室担当部長 

はい。 

〇小林委員 

その特定建設建築事業者の定義は、その答申本文では何ページに書いてありますか。 

○神山脱炭素戦略推進室担当部長 

52 ページでございます。中段辺りの少しの黒いところが考え方で、一番上のその 2,000

平米未満の新築建築物、中小規模建築物を年間一定程度供給する建築業者ということで。 
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○小林委員 

ここですけど、少し市役所の方で条例審査の方に見ていただいた方が良いと思うのです

けど。一定の供給量を持つ事業者なので、だからなんと言うか、供給しないと義務はかから

ないのではないかと思っています。建築する行為にかかるのかどうかで、少し要約の問題と

して、私だったら、新築し供給する特定事業者と書いた方が丁寧な気もするし、新築だけで

要約しちゃうと、新築だけで義務がかかるということになるので。まあ、そういうケースは

あると思うのですよ、新築したけど売れなかったとか、それはどうなんだとかあると思うの

ですよね。その辺少し、条例審査の方がチェックした方が良いと思いますけど。ただ、少な

くともここは新築する特定事業者だと、やっぱり市民の方に対して親切な要約でないです

ね。少なくとも、供給するあるいは販売するということがないとおかしいと個人的には思い

ます。些末な部分で申し訳ないです。 

○藤野部会長 

どうもありがとうございます。これで誰に義務がかかるかについての非常に重要なポイ

ントなので、そのあたりは明確にしないと、曖昧なまま誰が義務をかかるかわからないので、

本文の方もよく精査していただきたいですし、あと最初の要約については後ろを見なくて

も分かるようにするのが本来要約のあるべき姿なので、その点のご配慮をお願いします。は

い、ありがとうございます。 

他、何かお気づきの点とかありますでしょうか。小泉委員、手が挙がりました、よろしく

お願いします。 

〇両瀬脱炭素戦略推進室担当係長 

小泉委員、ミュートになっている状況でございますが。 

〇藤野部会長 

操作中でしょうか。はい、どうぞ。 

○小泉委員 

資料 1－2について、馬場副部会長から、申請方法について提出書類の負担減のコメント

がありました。この報告書を分かりやすくするというのは書いてあるのですけど、是非、電

子申請を検討していただきたい。市役所全体での取り扱い方針もあろうかと思うのですが、

以前に私が企業にヒアリングしたときも、臨海部の方から市役所に来るだけでも大変とい

うか苦難もあるので、電子申請についても検討していただければと思いましたので発言さ

せてもらいました。以上です。ありがとうございました。 
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○藤野部会長 

ありがとうございます。事務局いかがでしょうか。 

○加藤脱炭素戦略推進室担当課長 

脱炭素戦略推進室 加藤でございます。今ご指摘いただきました通り、電子申請の方も、

市役所の方でちょうどシステムの方の改修等もございまして、そういうところを機会に新

たに追加させていただくというところで今は準備を進めさせていただきたいと考えており

ます。 

〇小泉委員 

はい、ありがとうございました。 

○藤野部会長 

どうもありがとうございます。是非、他にもありましたらお願いします。 

赤川委員お願いします。 

○赤川委員 

すいません、小林委員と同じことなのですけれども、要約のところでですね、まあ建築士

が説明するとたぶん要約しかほとんど見ないじゃないかと思うのですけど。ここでやっぱ

り市民・クライアントに説明するときに、どうしても川崎市にいる限りは付けないといけな

いんだよという、重要な川崎市民へのメッセージが無いなっていうところが、少しどこなの

かなっていうのを、川崎市民だから必要だというメッセージが要約にも欲しいところなの

ですけども。見落としていたら分からないのですけど、その辺あったら教えていただきたい。 

○藤野部会長 

事務局いかがでしょうか。 

○両瀬脱炭素先行推進室係長 

はい。こちら、要約版には仰る通り、なぜ川崎市民が、とりわけ再生可能エネルギーを導

入するべきかというところは表現としては弱い状況でございまして、あくまで結論の部分

だけが今先行して掲載しているという状況でございますので、こちらは、答申案の第１章の

ところに、川崎市のエネルギーポテンシャルですとかの記載はあるのですが、こちらをもっ

と分かりやすく川崎市が必要であるといったことを、序章・基本的事項のポイントの章のと

ころに、小林委員が仰ったところに記載するか、あるいはこの概要ポイントのところに分か

りやすく載せるか、いずれかを検討いたしまして、早期作成したしたいと思います。 
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○藤野部会長 

よろしいですか。 

〇赤川委員 

はい。 

○藤野部会長 

ありがとうございます。本当、重要なポイントで、おそらく皆さん要約しか見ない。見な

いって言ったら失礼ですけれども、大部分の人は要約を見て、更に分からないことがあった

ら本体を読むみたいな感じになると思いますので、ある意味ここのページ数をある枚数に

収めようとするのではなくて、ここだけで読んでちゃんと十分に理解でき、だれかに説明し

ないといけない方にとって必要十分な情報が入っているというものに是非していただきた

い。あとやっぱり、建築士の方など向けにスライドみたいな要約を作っていただいて、スラ

イドもあればそっちの方が多分説明しやすいかもしれないので、試しというか、できるかど

うか分からないですが是非作っていただいて、本当に分かりやすくなっているのか、必要十

分なのかという精査をしていただけたらと思います。 

第 5 回まで、ちょうどというか１ヶ月あるわけなのですけれども、いきなり 10 月 13 日

に見させられて、何かまたあの今の議論を繰り返すと、少し最後まで辿り着く自信がないの

で、できましたら 1、2週間ぐらいには作っていただいて、事前に委員にはご覧なっていた

だいてですね、それでコメントいただいて、1回ぐらい手直ししたものが 10月 13 日に出て

くる、いうような手続きでご検討いただけたらと思いますけれども、あの事務局いかがでし

ょうか。 

○両瀬脱炭素先行推進室係長 

はい。そうですね、早めに。今回、これ以降もいただく意見を対応いたしまして、早期に

事前に見ていただけるようなスケジュールで、資料を事前にお送りさせていただきたいと

考えてございます。 

○神山脱炭素戦略推進室担当部長 

よろしいでしょうか。 

〇藤野部会長 

はい、どうぞお願いします。 

○神山脱炭素戦略推進室担当部長 

今回の赤川委員からご指摘いただいた内容につきましては、最終的に行政計画として出
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す版と、それからこの答申として、こういう内容が書かれているんだというものと、おそら

く 2種類出てくることになるかと思います。 

今の藤野部会長からいただきました宿題につきましては、答申案をなるべく分かりやす

く、市民にこういう考え方で我々は答申を出してるんだということを委員の皆様が仰って

いると、そういうベースで作らせていただければと思います。 

○藤野部会長 

そうですね、まず答申案しっかり作っていただいて、あと必要に応じて建築士の方がです

ね、これも本体に書いてありますけれども、彼らが建築主の方に説明する際の支援を今後行

うと書いてありますので、そこら辺のツールっていうのはどんなものが有り得るかってい

うのは、是非事務局の方でご検討いただけたらと思います。 

他ご意見いかがでしょうか。よろしいですか。またこちらに戻っていただいてもいいです。

本文の方に入っていけたらと思います。ありがとうございます。 

今度の議題なのですけれども、順番でいくと、（2）が待っているのですが、いつも（3）

の評価支援制度の議論が時間足りずになっているので、すみませんが私の提案で、まず（3）

の（仮称）事業活動脱炭素化取組計画書・報告書制度の考え方について、第 5章の部分で先

に事務局から説明していただいて議論したいのですが、よろしいですか。 

特に異論なければ、そちらで進めさせていただきたいと思います。では、よろしければ、

（3）について事務局、ご説明をお願いできますでしょうか。 

○加藤脱炭素先行推進室課長 

はい。脱炭素戦略推進室 加藤でございます。私の方から（3）の事業活動脱炭素化取組

計画書、報告書制度の考え方についてというところでご説明させていただきたいと思いま

す。 

前回の部会では、評価制度の方について、具体的にどういう感じかが見えるようにシミュ

レーションする要望をいただきました。今回、シミュレーション資料を作らさせていただき

ましたので、まずはこちらの資料をご説明させていただきたいと思います。 

資料 3 をご覧ください。まず 1 ページ目でございます。こちらシミュレーションについ

てということで、まず前提として評価基準のイメージを掲載してございます。 

こちら排出量の削減を例にしてございますけれども、真ん中より下の赤カッコですね、こ

ちらの排出量の評価基準、こちら市の目標になってございますけれども、例えば産業部門で

あれば、3年間で 5.5％以上削減していくことが市の目標達成に繋がるというところで、こ

の 5.5％ということに対して、概ね 9割以上ですね、達成すれば A評価と、そういうイメー

ジを持っていただければと思います。 

次のページ以降が具体のシミュレーション結果でございます。まずこちら、実際の企業の

これまでの報告などの情報を元にシミュレーションしてございます。当然、企業の情報でご
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ざいますので、企業名の方は伏せて産業部門というふうにさせていただいております。 

まずこちらの企業ですと産業部門でございますけれども、排出量削減についてはこちら。

まず、計画ですけれども、計画では排出量の方を大きく削減できないということで、Cラン

クと。一方で、省エネの方は取り組んでいくというところと、再エネの方も排出係数という

ところである程度点が取れそうだという計画をいただくとともに、中長期の取り組みとし

て、もう既に 2050 年目標を定めていたり、CO2 フリーエネルギーの取り組みですとか、そ

ういったことはされているので、中長期は計画的には A評価というところでございまして、

次のページが実際のその報告の方を落とし込んだところでございます。結果的に、排出量削

減はすべて A 評価となっていて、こちら事業活動に影響されたというところが結果として

は大きかったのですけれども、A評価をいただいているというシミュレーション結果でござ

います。その他、省エネの方は達成できなかったんですが、再エネ導入中長期というところ

については、事前の計画同様だったというところでございます。 

次に、こちらエネルギー転換部門の企業でございます。こちらにつきましてもやはり排出

量削減については厳しいという計画がございました。省エネ・再エネというところについて

もはなかなか難しいっていうところでは分かったのですけれども、2050 年に向けては、も

う既にやはり目標を定められていたり、それぞれ取り組みをされているというところで、こ

ちらは Aランクというところでございました。実際のこちら報告でございます。こちらもや

はり、事業活動に左右されるところもございまして、排出量削減につきましては 1つ抜かし

て Aであったというところで、中長期もやはり Aというところでございます。 

3 つ目、業務部門でございます。こちらについては排出量削減、計画通りの削減目標を立

てていると共に、省エネ・再エネのところも一定程度、進めてく目標があり、中長期につい

ても 2050 年目標以下定めているというところで、A ランクというところではございました

けれども、成果というところで、なかなか成果が業務部門では上がりにくかったというとこ

ろと、省エネについても達成できなかったと。一方で中長期は Aというところでございまし

て、いずれの企業につきましても、排出量削減ですとか、省エネですとか、そういったとこ

ろは事業活動に若干左右されるところがあって、Aから Cというところが付いているんです

けれども、一方で中長期の目標をしっかり定めて、2050 年に向けて取り組まれていると、

そういうところについてはこちらの中長期のところで A というところで評価できると、い

うところが改めて確認できるところかなと考えてございます。 

次のページがフロー図でございます。こちら実際の届け出から公表までのイメージの方

をちょっと時系列に並べさせていただいたものでございます。 

現行制度同様に 7月末に計画書報告書の方を提出いただきまして、8月以降、市の方で届

け出内容の確認ですとか、評価案を作成した上で、有識者の方にご評価いただいて、評価の

方確定する、これを概ね 1 月末までにさせていただくと。というところと、2 月にですね、

事業者様の方に評価結果を通知させていただくとともに弁明の機会ということで設けさせ

ていただいて、なければそのまま公表に、もしあれば、その内容について有識者による確認
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の方をさせていただいた上で、最終的に公表に繋げていくというところでございます。 

この間委員の皆様、あと事業様の方からご指摘いただいた事項としまして、一つ公平公正

な評価をされるのかというところにつきましては、真ん中の審査の段階の有識者による評

価というところで、公平公正なところをやっていくというところが一つと、実際に評価結果

について、やむを得ないものであるとか、そういったところに対する一定のフォローという

ところで、こちら弁明の機会ということで、こちらも有識者による確認というところでしっ

かりやっていくというところは、経過として書かせていただいているところでございます。 

こちらがシミュレーションの結果およびフロー図でございます。こうしたところを元に、

今回、第 5章という形で、本文・答申案の方は制度について考え方を記載させていただいて

いるところでございます。 

資料 2－2の 61 ページをご覧ください。こちらが第 5章の、計画書・報告書制度の考え方

でございます。内容につきましては、前回の部会のときの内容と同様でございますので、こ

こでは、改めて答申の方の案の組み立てというところを中心にご説明させていただきたい

と思います。 

まず 1として、新制度の目的・狙いという形でまとめさせていただいてるところでござい

ます。続いて 2番として全体イメージということで、現状制度に加えて新たな評価制度とい

うことで項目を増やしていく。それと支援制度をプラスしていくというところで、事業者の

意欲を高めて取り組みを誘導していくというところの図でございます。 

次のページ 3番、現行制度の概要でございまして、こちら現行制度について記載をさして

いただいてるところでございます。 

飛びまして、こちら 65ページ目 4番でございます。こちら新制度のコンセプト・評価軸

の考え方というところでございまして、こちらにつきましては（2）にございますように、

2030 年、2050 年という評価軸を①②と 2 軸で評価をしていくというところでございます。 

次のページ 5番でございます。評価方法の考え方ということで、シミュレーションの通り

A、B、Cという評価でランクを付けさせていただくというところでございまして、6番の評

価項目の考え方というところで、次のページに参りますけれども、（2）の評価項目の設定イ

メージということで、今申し上げた 2030、2050 ということで、評価項目①が 2030、評価項

目②が 2050 という形で 2 軸で評価項目の方を設定していくという内容にしてございます。 

次のページには、案ということでイメージとしてですね、細かく評価軸①②の具体的な評

価項目のイメージを記載しているところでございます。 

7 番の評価基準の考え方でございます。こちら、これまでも部会でご指摘いただきました

ところも踏まえまして、市の基本計画に位置づけた削減目標ですとか、その算定基準となっ

ております、国の計画・目標、あとは市の施策等、そういったところを判断基準としまして、

配点を定めるべきであるという形で記載してございます。 

次のページ、69ページ目に参りまして、8番の結果の公表の考え方でございます。こちら

（2）の公表イメージに記載してございます通り、2 行目にございます事業者別評価等を、
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分かりやすく一覧表で取りまとめて市のホームページ等へ一定期間、公表すべきであると

いうところでございます。 

その次のページに参りまして、そのフォローアップというところでございます。こちらに

つきましては（3）の 1行目に書いてございます通り、評価結果特定事業者の不利益となる

ことを回避・軽減するというところで、下にイメージとして書かせていただいてるところで

ございまして、例えば②の時限的・経過的措置、そして同時に③のところで、フォローアッ

プで高評価へ誘導していくというところを記載させていただいているところでございます。 

次のページにまいりまして、簡易版の考え方でございます。こちらにつきましては（2）

にございます通り、フル制度、条例の義務対象制度と比較しまして、必須項目を少なくして、

任意を多くしてアピールいただくところはアピールいただく、という制度の形にしてござ

います。 

次のページ、10 番、誘導・支援策の考え方でございます。（1）の大規模事業者でございま

すけれども、こちら赤字のところでございます。評価軸①2030 年度目標につきましては、

助言・指導の強化を図るというところと、評価軸②2050 年に向けましては、イノベーショ

ン支援に力を入れていくというところを記載させていただいてございます。 

一方で（2）の中小規模事業者向けの誘導でございます。こちらにつきましては、1 行目

にございますように、まずは簡易版制度が広く事業者に活用されるような制度設計という

ところと、次の行でございまして、当該制度を活用したこと自体を事業者の努力として一定

評価する、というご意見をいただいてるところを反映させていただいているというところ

でございます。 

次のページのその他でございまして、義務対象者については現行制度と同様、評価期間の

考え方につきましても、現行同様計画書については 3年、報告書については毎年とすべきで

あると記載させていただいてございまして、その一方で、事業者の作業負担軽減ということ

で様式等の同一とするべきであるというところを記載させていただいてございます。 

最後のところでございますけれども、2050 年に向けまして、制度を適切に運用していく

という部分、当然ございますし、その 2030 の計画目標の達成状況に応じて、国の排出権取

引に関する議論等を見据えながら、制度の見直し改善を行うべきであるという形で、委員の

指摘の方を踏まえさしていただいたところでございます。 

こちらの方が答申の案でございまして、本日お伺いしたい事項としましては、こちらでご

ざいます。資料の 2－1の 3ページ目まとめてございます。本日につきましては、赤字のと

ころでございますけれども、これまでの議論、委員ご意見を踏まえて整理しましたので、本

日お示ししました評価シミュレーション等を踏まえましてご意見を伺えればと考えてござ

います。以上でございます。 

○藤野部会長 

ご説明どうもありがとうございました。今まで、もちろん意見はいただいていたのですけ
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れども、改めまして丁寧に議論できたらと思います。 

是非ご意見いただけましたら。いかがでしょうか。平野委員お願いします。 

○平野委員 

はい、平野です、よろしくお願いいたします。 

シミュレーションしていただいてとても良かったと思っています。結果を見ていますと、

やはり業種による固有性が浮かび上がってくるところがあったなあと思いました。 

エネルギー転換などの部分が結構苦しくて、その一方で業務部門では結構やりやすいと

ころがあったという点で、こういった情報が何年か蓄積されていくと結構色々なことが分

かってくると思います。より制度をリファインしていくということができるように思いま

した。 

1 つ質問したいのですけど、このシミュレーションは、実際、市役所の職員が入力された

わけですね。この入力作業に、今回はどのぐらい時間がかかったのでしょうかという点をお

伺いします。 

○藤野部会長 

どうでしょう。 

○加藤脱炭素戦略推進室担当課長 

作業するにあたって、私共でやってる部分と、色々データをまとめるというところで、委

託という形でやらせていただいてる部分もございますので、これまでのそのデータの積み

上げ、当然基礎情報を得ていく上でやっていく作業と、今回出すというところがセットにな

りますので、一概に今回だけの作業にどれだけ時間がかかったかというというのは説明が

難しいところでございます。 

○平野委員 

分かりました。気にしていることは、評価制度というものが導入されて、その脱炭素が本

当に進んでいけばいいのですけど、一方で事務手続きの肥大化という問題がどうしてもあ

るので、それによってこの事務手続きが多すぎるがために、日本から産業立地がなくなって

いくという局面があって、そういう足かせの一つにならないようにしていただきたいなと

思っています。 

なので、私としてはこれ見て拝見した限りでは、それほど大変ではないのかなというイメ

ージを持っているのですけども、実際にやってもらわないと何とも言いようが無いので、そ

の辺を配慮して事業者さんがある程度短い時間にできるということを確認してから制度を

作られた方がいいのかなと思いました。 

それで、さっきの小泉委員の発言にもありましたように、やはり電子申請を含めて、事務
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手続きの簡略化みたいなものと並列していただければいいなと思いました。 

それからちょっと話が変わって、気になるのが評価制度です。9 割が A で、B が 5 割で、

C が 49 以下という形で、これは何かこれ少し違和感があるところもあるのですね。という

のは大学の教員として、日々成績評価をしていると、なんとなく Aは 80 で、合格点の Bは

60 という世界に住んでいるので、これ ABC のすみ分けっていうのを、この 9 割をあえて設

定したっていうのは、聞きしたかもしれないのですけども、何だったのかなという確認をし

たいです。 

A、B、Cの 3 段階ぐらいが楽だと思うのですけど、A、B、C、D、Eとかの 5段階もあるの

で、将来的に実際に導入される時に、しっかりと検討していただければなと思っています。 

それから、また別の論点なのですけども、追記していただきたいことは、やはり脱炭素に

貢献することで産業競争力を強化するっていう話が出ているのですけども、それと同時に、

脱炭素と進めながらも既存の産業の競争力をしっかりと維持していくという表現です。産

業競争力の維持も同時にやっていくという視野に入れていることを書いていただきたい。 

もう 1つ、追記していただくとしたら、川崎というのはやっぱり特殊な環境にあって、他

の地域へのエネルギー供給の拠点にもなっている役割を果たしているので、必ずしも川崎

市の負担分だけではなくて、背負っているんだという視点を、どこかに書いていただければ

と思いました。以上です。 

○藤野部会長 

はい。ありがとうございます。 

1 つ 1つというか、まず A、B、Cの割合、これどういうふうに決めたかっていうことなの

ですがいかがでしょうか。 

○加藤脱炭素先行推進室課長 

はい。まず、あくまでもイメージという部分ではございますけれども、設定の仕方としま

しては、市の温対計画の 2030 目標を達成していただくためには、一定 Aの方がしっかり果

たしていただけなきゃいけないと。というところで、Aはまず温暖計画をしっかり達成して

いくためには取っていただく必要があるというところで、高めのところとさせていただい

ているところです。 

一方で、簡単に Cになってしまうというところでは、事業者様のちょっとやる気を削いで

しまうというところもあるというところもあって、実際、いろいろとシミュレーションした

中で、5割程度にすれば、ある程度の事業者、ある程度やろうとしている事業者の数を拾え

るというところもございましたので、Bを 5割という形で設定させていただいてるというと

ころでございます。 
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○両瀬脱炭素先行推進室係長 

1 点補足よろしいですか。 

○藤野部会長 

お願いします。 

○両瀬脱炭素先行推進室係長 

はい。C評価のところでございますが、この間の田村委員からの意見や、公表に伴う法律

面な部分の訴訟リスクなどがございまして、そういった点も踏まえまして、あまり高いとこ

ろの中で Cとした場合に、法律的な課題なども踏まえまして、50％未満としたところが、配

慮した点の 1つでございます。補足は以上でございます。 

○藤野部会長 

この A、B、C については変えられる可能性があって、答申としては、67 ページに 9 割以

上が Aと書いてあるのですよね。こちらは評価項目の設定イメージになっているので、最終

的に来年度以降に暫定施行して、そこで変わりうるということだとは思います。 

あと他にも論点いただきましたが、事務局いかがでしょうか。 

○加藤脱炭素先行推進室課長 

まず手続きの肥大化というところと、電子申請というところいただいたかと思います。こ

ちらにつきましても、やはり利用者様が難しいような形でこれに作業に時間かけてしまう

というのも本末転倒かなという、仰る通りだと思います。この先、制度の方を詳細作ってい

くにあたりまして、どういうふうに簡単に、より簡便にやっていただけるような、いわゆる

入力支援ツールであったりとか、そういうようなところも含めて工夫させていただきたい

と思います。 

あと、5段階というところでございますけれども、こちらについても当然制度の方を進め

ていく中で委員から御指摘がございました通り、当然、状況によって見直しというのは必要

かと理解してございますので、今後運営をしていく中で、状況に応じて検討させていただけ

ればと考えてございます。 

最後に、答申のところに、産業競争力の維持という部分、あとエネルギー供給拠点という

ところでございます。こちらのは記載の検討をさせていただければと思います。 

○藤野部会長 

ありがとうございます。少しイレギュラーかもしれないですけど、先ほどの手間のところ

は NTT データさんがやったのでしょうか。実際どうでしたか、例えば、最初の産業部門で計

画段階と報告段階と、これを色々資料から読み解くにあたって、どれぐらい手間があったの
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かっていうところについて教えていただけますか。 

○NTT データ経営研究所 桑畑 

ご質問ありがとうございます。排出量の削減につきましては、現行の計画書制度である程

度カバーしているものがありましたので、データがございました。省エネにつきましても事

業者様が環境報告レポート等で公開されている情報が多くございました。 

一番苦労したのが再エネの部分でございまして、実際、再エネの導入率がどのくらいなの

かというところと、現在の調達電力の排出係数がどうなのかといったところデータがござ

いませんでしたので、既に導入されている再エネ量といったところと、使用されているエネ

ルギー使用量といったところを割り戻して割合を設定しております。 

実際にはもう少しいい数字も出ようかと思いますけども、データがありませんでしたの

で、公表されている再エネ導入量といったところが少し評価の低くなったところかなと感

じております。 

○藤野部会長 

ありがとうございます。 

そういう意味では、基本的にはもう事業者さんが持っているデータを、ここに当てはめて

入れるということなので、そもそもここで苦労している事業者がいること自体が問題かも

知れないのですけれども、それを電子で普通に入れられれば、そこまで苦労はしないかもし

れない。やってみないと分からないので、ぜひ事業者ヒアリングをして再確認してください。 

また、細かいところで、kWh のキロは、表示は小文字なので修正をお願いします。 

○平野委員 

追加で一点。申し訳ないのですが。 

○藤野部会長 

お願いします。 

○平野委員 

ABC のところを、例えば 2割ずつで A、B、C、D、Eで切るって考え方もあるのですね、そ

うすると、何か評価というよりは少しニュートラルな感じになってきて、低い評価を付けら

れたからっていうふうに受け取られにくい。これは評価ではなく位置づけであるみたいな

感じになるのではないでしょうか。どのくらいの位置にいるかってことを示しているだけ、

と言うこともできるのかなと思いました。均等で割っておくと、この成果を出てきたものを

集計して何か市で分析しようと思ったときに、使いやすいのじゃないかと。Aにいる事業者

が何割、Bにいる事業者が何割って 2割ずつ区切っておいた方が、後ほど使いやすい気がし
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ました。これはコメントです。報告書の運用に関する意見ですので、特に今の時点でどうこ

うということではないです。以上です。 

○藤野部会長 

コメントありがとうございます。小林委員お願いします。 

○小林委員 

今の平野委員と同じようなところなのですが、念のための確認なのですけども、シミュレ

ーションが分かりやすいので、シミュレーションで言いますと、左の部分、評価結果じゃな

くって、評価の内容の方もオープンになるのでしょうか。 

それから、そもそもこの条例が変わって、この、こういう報告書を出しなさいと言った場

合に、例えば、私が市民で、その報告書の情報公開を求めることはできるのか、生データが

見えるということはすごく大事ですけど、単に A、B、Cだけが見えるというのでは、何かや

っぱり疑わしい。説得されない方は説得されないし、評価を受ける事業者の中でも怒る人も

出るかもしれない。でも生データ、今、平野さんのお話がありましたけど、生データは事実

の数値ですから、これは例えば市は A と評価しているけど俺はそうじゃないと思う人がい

たっていいと思うのですよね。そういう意味で、生データはどこまで見せてもらえるのか、

そういう制度として構築するのかについて確認をしたい。 

私の意見は当然、生データも見えるべきと考えます。ただ生データだけで解釈ができない

ので、お助けしたりモチベーションを付けるためには A、B、C、Dとかでいいとか悪いとか

を評価する、という理解をしてきたのですが、そういう理解でいいのかどうか。今、平野先

生がとても良いご質問されたので、気になってお伺いした次第であります。 

次いでに、ここの部分に関する答申の本文の鏡の部分で、さっき再エネを義務付ける話と

同じように、簡単に書けるとは思うのですが、例えば、市内の排出量の 80パーセントを占

める多量（排出）事業者さんの排出削減が思うように進んでないので、関係の運用を作る計

画書制度、報告書制度について制度の強化を図る必要がある。以下は本文で。その程度の話

で良いので要約を書いといた方がいいじゃないかなと思いました。 

また、手続きはなるべく合理化すべきだと思うのですけど、たださっき少し部会長が仰っ

てましたように、そもそも自分の再エネ割合や排出係数を知ってない方が問題で、そこまで

してない人を助けてまであげる必要は、私はない思う。サボってきて、手続き費用を惜しん

できたから環境が壊れたのだと思います。そうであれば負担すべき環境利用料は払う必要

がありますので、ですから簡素化っていうよりは合理化、っていうような不要な努力をさせ

る必要はないのですけど、でもやることはやっぱりやってもらおうという趣旨にして、その

辺は節度を持ってやっていただきたいなと、部長会の話を聞いて思いました。ありがとうご

ざいました。 
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○藤野部会長 

はい、事務局いかがでしょうか。 

○加藤脱炭素先行推進室課長 

はい、ありがとうございます。まずデータの公開につきましては、基本原則公開という形

でデータの方、公開させていただきます。 

ただし事業者様の方からやはりイノベーションとかその辺の情報で出せるものと出せな

いものがあるとお話いただいてございますので、答申の方にも記載させていただいてござ

いますけれども、答申の文章としては、但し、イノベーション技術などの比較情報について

は公表を差し控えるべきである、というところでその部分だけ例外という形で想定してご

ざいます。 

2 つ目は、簡素化についてご指摘ありがとうございます。再エネの方と合わせるような形

で、表現の方を検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○藤野部会長 

念のためですけど、公開っていうのは数値も含めての意味なのですよね。 

○加藤脱炭素先行推進室課長 

はい。 

○藤野部会長 

分かりました。ありがとうございます。 

他あとこちらについては、前にも行いましたが、すみません、ひょっとしたら何人かの委

員の方にとっては少し遠い話かもしれないのですけど、一応一通り全ての委員の人の意見

を聞かせていただけたらと思います。あいうえお順で赤川委員から、何かコメントをいただ

けましたらお願いいたします。 

○赤川委員 

今の評価制度のその 49％っていうのが対象者の割合が半分ということですか。 

○藤野部会長 

そうではなく、達成しなくてはならない水準の半分以下、半分もできてないっていう。 

○赤川委員 

半分、そうですね。その半分以下っていう人もいるわけじゃないですか。 
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○藤野部会長 

ほとんどいないと思いますけど、僅かにいると思います。 

○赤川委員 

少しその辺、程度が分かりませんでした。意見はそのぐらいです。 

○藤野部会長 

気になったところですね。分かりました。ということは 49％以下っていうところの扱い

を、ちゃんと押し上げていくようにしないといけないけれども、そこへの対処についてちょ

っと注意が必要かなということでしょうか。 

○赤川委員 

そうですね。やっぱり、私はそのエネルギーの全体のその削減に関しての努力っていうの

が、A、B、Cでも、全然私専門じゃないので分からないので。今お聞きして下限が 49％って

いう事業者はそんなにいないということが分かったのですけど、なかなか少し下限のこと

が分からなかったなと思いましてお聞きしました。 

○藤野部会長 

ありがとうございます。ぱっと 49％だけ見ていると、全体の 49％の人のようにも見える

ので、そこのところが間違いがないように伝わった方がいいですね。 

○赤川委員 

そうです。あと、達成しやすいのか、しにくいのかっていうのすらも少し分からなかった

ので。要は、20％そこそこぐらいの人なのか、そういう人が沢山いるのかとか、そういうの

で比率的に結構いるのかどうかとか、そういう全体の比率が分からないというのがありま

して、今お聞きしました。 

○藤野部会長 

事務局どうぞ。 

○井田脱炭素戦略推進室室長

今の関係ですね、シミュレーションをして私どもも感じたのですけど、これをどう生かす

かが結構重要で、全体像がやっぱり今わからないので、Aの区分が何％いましたとか、Bの

区分が何％いますとか、Cの区分が何％いましたみたいなことを、多分総括が必要になるの

かなと思っています。 
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〇藤野部会長 

そうですよね。 

○井田脱炭素戦略推進室室長

 先ほどの平野委員のコメントにも重なるのですけど、やはりこれを積み重ねていって、業

種ごとの特徴みたいにとらえて、市の政策として生かしていくっていうことが重要かなと

思っております。以上でございます。 

○藤野部会長 

ありがとうございます。そういう意味では、まだ分からないというか正確な答えがなく、

1年間の暫定施行を通じて、もう少し具体像が多分見えてくるということと、あと先ほど平

野委員が発言されましたけど、その業種ごとで例えば排出量の評価基準の目標値が違うの

で、ある業種にとっては実はやりやすくて、ある業種にとっては非常に厳しい数字になって

いる可能性も、資料 3の最初のページですね、あるのかなっていうと、そこは 1年間様子を

見て、ある業種だけみんな C だか B に近いのかってなるとその目標値の設定自体が本当に

良かったのかっていうこともあるので、そこは要検討かなと思います。その辺りをもう少し

答申の申し送り事項というか、よく気をつけて検討いただきたいということかなと思いま

す。 

赤川委員どうもありがとうございました。それでは続いて、浦野委員いかがでしょうか。 

○浦野委員 

はい、丁寧な説明ありがとうございました。以前もお話をしたと思うのですが、評価され

る対象事業者の皆さんの反応とか、納得度、ここも大事かと思いますので、数字は走ってみ

ないと分からない点もあると思いますので、その辺は分析とかですね、後々の資料になるよ

うな数値に置き換えていければいいと思うのですが、まずは走るという意味では、対象事業

者の納得、それと丁寧な説明、ここが前提の中で進む、というふうにされれば良いのじゃな

いかと思います。 

以上です。 

○藤野部会長 

どうもありがとうございます。そのあたり、事務局はよくよく気をつけて進めてください。

はい。ありがとうございます。 

小林委員、追加で何かありますか。よろしいですか。ありがとうございます。小泉委員も

し追加あればですが、いかがでしょうか。 
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○小泉委員 

特にございません。全体的に、今まで議論したことがだいたい反映されていて、非常にい

いかなと思いました。 

それから、今日の平野委員の発言を聞いてですね、今までの制度と比べて、企業も全体に

自分の立ち位置がどの辺にあるかというのを、会社全体で本社でも分かるので非常に良い

と思うのですけど、市役所全体もこの脱炭素について、概ね業種的にとかですね、全体の趨

勢とか、どういう状況かということが分かる良い制度で運営されていけば、非常にいいなと

思いました。以上です。 

○藤野部会長 

どうもありがとうございます。それぞれの業種ごとで見えてくるかなと思います。ありが

とうございます。 

では志水委員、いかがでしょうか。 

○志水委員 

はい、ありがとうございました。私もやはり対象事業者に丁寧な説明が非常に重要だなと

思っておりますし、あと説明義務のところで聞く側として考えると、確かに川崎市としてや

ってかなきゃいけないっていうのは分かるのですけど、ただ、では他の都道府県はどうなっ

ているの、私はたまたま川崎だから、こういうことになっているの、って思われないような、

情報というかそのあたりも丁寧に説明をしていただきたいなと思いました。以上です。 

○藤野部会長 

どうもありがとうございます。そうですね。なぜ川崎なのかっていうところと、どちらか

というと川崎で先進的な取り組みをして、他のところにも広めていくっていう努力ってい

うかですね、いずれ国とも連動していただけたらなと思います。どうもありがとうございま

す。 

はい。それでは平野委員、追加で、もしあればお願いします。 

○平野委員 

私からは先ほどほぼ申し上げたので追加で特にございませんけれども、やはりこれを市

で活用するということまでイメージして作られていくと良いと思います。その際に、さっき

申しましたように、2割ずつ区切ってとか、業種ごとにどんな状況にあったとか、分析かけ

られるような状態でデータを保持されていくといいと思いましたし、それが逆に外部に見

えると、外部の方がそれを使って分析していろんな知見が広まっていったり、川崎の良さが

発信できたりすることもあるので、その辺も配慮して作っていただければ嬉しいなと思っ

ております。よろしくお願いいたします。 
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○藤野部会長 

ありがとうございます。そういう意味で、先ほど平野委員が提案されたような、パーセン

テージを変える方法みたいなもの少し付議できるのであればしていただいたら良いのかな

と思います。ありがとうございます。 

それでは、山下委員、いかがでしょうか。 

○山下委員 

ありがとうございます、山下です。部会長始め、委員の方々のご意見伺っていて、私が最

後になりまして、その通りかなと思っております。 

まず、短時間で大変丁寧なシミュレーションを本日示していただいたことに対して感謝

申し上げたいと思っています。実際にどのような制度になっていくのかということについ

て、とても良い説明の資料であったと思います。とにかく目的が、産業の競争力維持という

ことはもちろんですけれども、やはりそれを市民に対して説明する説明義務を果たしてい

くという観点から非常に分かりやすい内容であったと考えています。 

お話したいのは簡単に 2点です。既に出ましたが、全体のドットのような形での分布とい

ったものが見えると良いなということと、それから、平野委員が先ほど仰っていましたよう

に、A、B、Cの考え方なのですが、シミュレーションの一番の結論として、ポイント、ラン

クとあります。ランクというと、確かに競争付けの中での自分の順位ということになると思

うのですが、むしろ、水平的に A、B、Cと切り分けたときには、達成水準、レベルといった

考えの方が穏やかでもあり、また自分の立ち位置を知るということに関して見ると良いの

ではないかなと。業態別に、確かに良い点を目指していくものではあるのですけれども、そ

の中で成績を付けるというものよりは、自分のレベルが分かるっていった表現の方が、実際

に実態にも合うのかなというような気持ちがしております。 

2 点目ですけれども、どれぐらいのタイムスパンで考えていくのかということで、常に既

存の制度では 1年ごとの計画、そして 3年ごとの報告、もちろん、その間でもっと短期間で

出したいというご希望があれば、それも可能ですよというご説明を承っております。 

そのような 3年区切りの中で、実際進めますと 2030 年まではスパンとしてあっという間

でございます。そういたしますと、3年ごとのしっかり区切りにもしかすると合わないかも

しれませんが、例えば 2030 年を経過して、2030 年の結果が出た段階で、非常に難しい話な

のですが、評価軸というのはぶれない、一貫性ということが必要です。但し、この答申の申

し送り事項として、やはり技術革新その他、これから大きく制度が変わろうとしていく中で

すので、例えば 30年の達成自体を見て、一旦見直すというようなことも留保しておいてよ

ろしいのではないか、あるいは見直しも計画の中に入れておいて良いのではないかという

気もいたします。ただ、それによって数字がバラバラになることによって、逆に一貫した目

標、あるいは基本的・統計的な分析が困難になるようでは困るので、その点の細かい点につ
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いては技術検討委員会に任せたいと思っていますが、そういう視点も入れていただきたい

と思っています。とにかく川崎市が、この先進的な取り組みで、大きな産業を抱えるような、

特に港湾の都市、全国においてモデルとなるようであると素晴らしいと思いながら、お話を

承っておりました。以上です。ありがとうございます。 

○藤野部会長

どうもありがとうございます。大変貴重なご指摘で、いかがでしょうか事務局。 

○加藤脱炭素戦略推進室担当課長 

はい、ありがとうございます。まさに今いただいた通りかと思っておりまして、特に 2030

の状況を見据えてというところは、当然あるかと思っております。一応、答申の方にもです

ね、2030 の状況を踏まえて、あと国の議論を踏まえながら、というところも入れさせてい

ただいたところでございますけれども、まずは進めていきながら、必要に応じて、確かにお

っしゃる通りの統計的な分析というところも考えながら、検討を進めていきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

○藤野部会長 

はい。ありがとうございます。今、すごくいい言葉で、評価水準とおっしゃった。レベル

ですよね。だから A 評価、B 評価、C 評価だけだと先ほど赤川委員がおっしゃったように、

何か全体の中の点数づけみたいなイメージを持たせてしまうので、レベルとか、水準ってい

う言葉を入れた方が誤解はない。達成すべき水準っていうものに対してきちんとできてい

るのが Aだし、次ぐらいが Bで、それが少し駄目だなっていうのが Cという意味ですよね。

なので、ばらつきというよりは絶対評価的な話というところをきちんと伝わるようにして

いただけたらなと思います。あと、昨年度 2030 年度の目標値を決めて、そこから逆算して、

こういう評価ができているのですが、現実問題、各部門で達成できるところもあれば、達成

しようとすると少し異常な負担をかけて、そもそもの産業活動自体に影響が及ばすような

ことが起こっては本末転倒になるので、そのあたりについては現実を見て、特にその各部門

の目標値っていうところについて、毎年毎年チューニングしていかないといけないのかも

しれないなっていうところを、どういうメカニズムで、平野委員もおっしゃっていましたけ

ど、どういうふうに具体的に動かしていくかっていうところはよくよくシミュレーション

していただけたらなと思います。 

あと、山下委員がおっしゃったように、川崎が産業都市として更にリードしていくってい

う意味では、やっぱり日本全体でもそうですし、アジアだったり世界に、ちゃんとこういう

ふうにやっているのですよ、みたいなところで、グローバル水準でも、そもそもコンビナー

トでゼロカーボン目指すということですから、それに資するものになっているかどうかっ

ていうのは、常に確認しながら進めていっていただけたらなと思います。 
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あと非常に細かいところで、本体の 62 ページとか 63 ページに、下に事業者区分別提出

状況であったり、数字が色々書いてあって、こういう数字を見るとなんでこういう数字がで

きているのかな、とかっていうのはいちいち見たりとかしていて、167 者とか 173 者、172

者っていう値がどうやってできているのかとか、自分なりに謎解きをしたりすると、これ一

見してすぐに分かる人がどこまでいるのかなと思いました。あと隣の 169 者って右に左に

は 169 者という記載が無いのだけど、一体何だろうと思いました。非常に細かい話ではある

のですが、少し注意して書いていただけたらと思います。あと、任意という言葉があるので

すね。1 企業、1 事業体が、この 1 番、62 ページの上に義務対象事業者、第 1 号、第 2 号、

第 3号、第 4号とありますけど、そこにない人で、自分で自ら提出している人がいるのでし

ょうか。 

○加藤脱炭素戦略推進室担当課長 

はい、任意で自ら提出した事業者が１者おります。 

○藤野部会長 

ぜひ褒め称えて、もっとそういう人が出てくるようにしていただけたらなというふうに

思います。私からは以上です。 

他、委員の皆さまでどなたか、追加で、この議案につきまして、ご意見ある方いらっしゃ

いますでしょうか。よろしいですか。 

最後に、事務局からまとめて、私がきちんと委員の皆さんの意見に対して事務局に振って

なかったところもあるかもしれませんので、全体の最後まとめて事務局からご反応をいた

だけますか。 

○加藤脱炭素戦略推進室担当課長 

はい。ありがとうございます。細かいところは議事録等を踏まえながら対応させていただ

くところでございますけれども、まず手続きの煩雑さというところも踏まえて、電子申請の

検討ということもいただきました。この辺は取り組ませていただきたいと考えているとこ

ろでございます。 

併せて、評価の割合のところ、あとは評価のその基準何割というところ、あと併せて評価

というところをレベルというお話でいただいたかと思います。はい、この辺運用の部分と両

方あるかと思いますけれども、精査できるところは精査していただきたいと考えていると

ころでございます。 

併せて、答申の方の文章のところで、産業競争力の話、後はエネルギー供給拠点で川崎市

はあるというところを、しっかりと前提として記載さしていただくという背景のところを

伝わるように対応したい、と考えてございます。 

後は、データを今回動かしていく中で、集まってきたデータを市としてもしっかり活用し
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ていくようにというところと、情報公開していくことによって、外部的にもしっかり分析が

できるようにという形に持っていける制度にというご指摘いただいたかと思います。しっ

かり対応させていただきたいと考えているところでございます。大きくは以上かと思いま

す。 

○井田脱炭素戦略推進室室長 

井田ですけれども。今色々ご意見いただきまして、やはり個社からの報告書の制度を、全

体としてどう生かすかということが一番やはり重要なのかなというご指摘をいただいたか

と思っております。そういう観点では、やはり今回シミュレーションをしてみて、これを全

体としてどう生かすかということが明らかになったところかと思ってございますので、皆

様のご意見踏まえて、全体としてこれをどう生かせるかという観点でもう一度、この制度の

見直しをしてみて、第 5 回に委員の答申案ができるところは反映させていただければと思

っております。以上でございます。 

○藤野部会長 

ありがとうございます。あともう一点だけ。70 ページ目の公表におけるフォローアップ

手段のイメージで、これももうご意見いくつか出ているとは思いますが、私としてはやはり

ここまで脱炭素をやるっていう、まず覚悟があるっていう上でのフォローアップ手段なの

で、基本的にはすべて開示するというのが全体の姿勢としてあって、不利益があればもちろ

んそこは配慮するのですけれども、相当な理由がない限りにおいて、非公表というのはあま

りよろしくないのではないか。そこら辺はもちろん事業者さんとのやりとりが最初、経過措

置としてはあるのかもしれませんけれども、やはり全体方向としてはしっかりやっていた

だくっていう姿勢を、常に貫きながらのフォローアップをちゃんとやっていただけたらな

と思います。 

こちらは意見です。そこら辺も踏まえて、第 5回に向けてさらにブラッシュアップしてい

ただけたらと思います。 

それでは、よろしければ、次の議題の方に移りたいと思います。 

次は議題の 2の（2）の方、「（仮称）建築物再生可能エネルギー総合促進事業の考え方に

ついて」、特に第 4章にあたるところです。こちら、事務局ご説明をお願いします。 

○石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

はい、事務局の石塚でございます、よろしくお願いいたします。 

建築物再生可能エネルギー総合促進事業の件でございますが、本来、第４章からご説明す

る予定だったのですが、冒頭、小林委員からもありました通り、また他の委員からも色々お

話ありました通り、なぜ川崎市がこの制度をやらなきゃいけないのか、そういったロジック

をもう 1回改めてご説明したいと思います。 
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また、これまでの各委員、こちらの部分かなりたくさんの委員から意見もらっております

ので、そちらを反映させていただいておりますので、第 3章からご説明させていただければ

なと思います。第 3章のページ番号 42ページになります。 

まずこちらの再エネの総合促進事業に関する対応の考え方というところでございますが、

最初のこの 4行目の赤字で書いてある通り、我々、基本計画で位置づけてございます。この

目標達成するためには、現在の 2 倍の導入速度をもって取り組んでいく必要があるという

ことでございます。また‥ 

○藤野部会長 

石塚さん、ごめんなさい。多分さっきの指摘は、これは多分皆さんだいたい分かっていて、

これが最初の部分に書いてないっていうことの指摘だと思います。 

○石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

そうですね、じゃあよろしいですかね。 

○藤野部会長 

ここの説明はするにしても簡単で構いません。 

○石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

分かりました。 

○小林委員 

おそらく、あえて進行のため言えば、後で部会長と事務方でここは進めればいいと思いま

す。 

○石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

分かりました。 

○小林委員 

ロジックはみんな共通だと思っているので。序章に書かれてないと言っただけです。 

○藤野部会長 

そうですよね、そういう意味です。 

○石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

では、キーとなるところだけ説明させていただきます。 
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ここの「とりわけ」のところですね。特に、「とりわけ、川崎市は 150 万人を超えるとい

う大消費地である。また、産業部門だけではなく家庭部門の CO2 の排出量に取り組むことが

必要だ。」、そこの後、「一般家庭も含め屋根の上に太陽光発電を設置することは、メガソー

ラー設置による森林破壊のような環境破壊を伴わないことから、脱炭素社会の実現だけで

なく、エネルギーの地方依存の解消の観点からも、都市未来の一つの姿として積極的に取り

組むべきである」と。また、「川崎市は政令都市、最小の面積でありながら、建築が密集し

ている」と。先ほど部会長からもありました通り、「川崎市が先進的に取り組むことで、他

の同様の都市のモデルとなり、全国の都市で太陽光発電導入の取り組みを加速的に波及さ

せることができる」、こういったことをしっかり冒頭にも書いていきたいと思っているとこ

ろでございます。 

それ以外のところは、また後ほど見ていただければと思いますので、第 4章のご説明に入

らせていただきたいと思います。 

○小林委員 

いいですか。 

○藤野部会長 

どうぞ。 

○小林委員 

せっかく言っていただいた背景ですけど、なぜ川崎かっていうのもあるのですけど、それ

だけじゃなくて、なんと言うか東京にしろどころにしろ、市民の方が太陽光発電するってい

うことの意義も経済的な可能性も書かれた方がいいと思います。つまり今の必要性を言っ

ているだけですけど、基本的には可能性というのか、手が届く、手が届くからみんなやる、

手が届くのにやらない人がいるから規制する。規制のロジックには少し聞いていて難点が

あるので、補助金あげて太陽光を増やしたっていうだけでなく、身銭を切ってやるんだとい

うところをもう少し考えないといけないかなと思いました。あえて議論しなくてもいいか

もしれませんが。 

○藤野部会長 

ありがとうございました。1256 行目からそれに近いことは書いてあるのですけれども、

1253 行目からも書いてありますが、とある方の分析によると付けることの方がメリットは

あるみたいなところもありますので、そこは客観的エビデンス、事実に基づきながら両面で

やらないといけないこともありますけど、逆にやらないことのデメリットも実はあったり

もしますので、やることによるどんな良いことがあるかということも含めて書いていただ

けたらというご指摘かと思います。よろしくお願いします。 
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○石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

はい、ありがとうございます。 

それでは資料の方ご説明させていただきます。答申の 48 ページからご説明させていただ

ければと思います。 

まず再エネ義務の設定の考え方でございますが、こちら小林委員からも何度かお話いた

だいているんですが、義務対象者について、エネルギー消費に係る社会的責任が特に大きい

ものとすべきである。ただし、義務対象者に対しては、過大な負担を課さないように配慮す

べきであると。川崎市が目標を達成させる上で必要最小限の義務内容とするべきといった

ところを追記してございます。 

また再エネ以外の設備、省エネ設備でございます。こちらの考え方でございますが、こち

ら、国の方で建築物省エネ法を改正してございます。川崎市といたしましては最後の行にあ

ります通り、国の法令に準じた取り組みを進めるとともに、誘導支援策により省エネの促進

に関する取り組みを強化していくべきである、といったところを記載してございます。 

また、今回義務の対象外でございます既存の建物の考え方でございます。こちらについて

は、誘導支援策により取り組みを強化していくべきである。後ほど説明いたしますが、新た

な再生可能エネルギー総合支援の枠組みにて、総合的に再エネの促進の取り組みを進めて

いくべきである。ただしですね、「なお再エネの義務の基準量等の設定については、専門家

等による技術的見地からの意見等により今後検討していくべきである」といったところで、

こちらは東京都と同様に、技術検討会といったものを想定しているところでございます。 

続きまして、実際の制度の考え方でございます。まず一つ目の特定建築物再生可能エネル

ギー利用設備導入計画書制度の考え方。こちらでございますが、延べ床面積 2,000 平米以上

の建築物を特定建築物とさせていただきまして、こちらは新築・増築する建築主を対象とし

ているところでございます。以前から、この 2,000 平米の考え方が分かりづらいということ

もございましたので、こちらを改めて記載してございます。CASBEE 川崎には、他の建築物

に関する制度においても、特定建築物として 2,000 平米以上を定義しております。また、建

築物省エネ法におきましても、大規模建築物とされる 2,000 平米以上の建築物に対して省

エネルギー基準の適合義務を課している。こういったことから、2,000 平米以上を特定建築

物として規定させていただいているところでございます。 

義務内容につきましては、新築・増築する特定建築物の再生可能エネルギー利用設備の義

務付けと考えております。こちら当然、多くが 2050 年のストックとなる建築物であるため、

新築・増築の建築物を対象とすべきと記載してございます。 

また、実際の再エネの設置基準量の考え方でございますが、基準量は一律とはせずに特定

建築物の規模に応じた量とすべきということで、延床面積に応じて義務量を設定すべきと

いったところを記載してございます。 

また、先ほど申した通り、再生可能エネルギー利用設備を義務化しますが、実際どういう

ものが該当するかといったところを記載してございます。太陽光以外に、太陽熱利用設備、
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バイオマス、また風力発電、地熱といったものを対象としております。こちらを入れている
理由でございますが、こちらに 2 行目にあります通り、太陽光発電より導入しやすい再エ
ネ設備がある可能性が考えられることから、これらの 4 つについても対象としているとこ
ろでございます。 
また代替・除外規定の考え方でございます。こちらは、物理的に設置が困難、CO2削減寄

与が見込めない場合など、藤野部会長から意見があった通り、記載を直させていただいてご

ざいますが、やむを得ない場合に限り代替措置を認めるべきである。ただしその場合でも、

オフサイト PPA や非化石証書によらない再エネ電源調達といった、再エネ導入量の追加性

に寄与する代替措置を検討すべきである。また、この特定建築物 2,000 平米以上の大規模に

なります。こちらにつきましては、環境負荷に対する社会的責任が大きいため、除外規定を

設けることは慎重に検討すべきであるということで、除外を考えるにしても慎重に検討し

ていくことを記載してございます。こちらの、基準量、代替措置・除外規定の考え方につき

ましても同様に、専門家による技術的見地からの意見などにより、様々なケースを考慮して

設定すべきであるといったところを記載してございます。 

また制度２、こちらは特定建築事業者太陽光利用設備導入報告書制度でございます。 

こちらは延べ床面積 2,000 平方メートル未満の新築建築物、中小規模の建築物。先ほど小林

委員からご指摘ありましたが、年間に一定程度供給する建築事業者、こちらも特定建築事業

者として設定しているところでございます。考え方といたしましては、国の方で地球温暖化

対策計画を改訂してございます。また、第 6次エネルギー基本計画の中で、住宅・建築物に

ついて、2030 年において、新築戸建住宅の 6 割に太陽光発電設備が設置されていることを

目指す、といったことを記載してございますので、これらを踏まえて設定すべき、といった

ところを記載してございます。 

また義務内容でございます。こちらは先ほどちょっと違いまして、太陽光利用設備の設置

というところを限定しているところでございます。同様に、このような建物は 2050 年のス

トックとなるためといったことでございます。 

また、今回ハウスメーカーに一定の裁量を委ねるところでございますが、設備を設置する

具体的建築物および設備の容量を特定建築事業者、ハウスメーカーに選択させて、総体とし

て義務量が達成できれば良いといった考えでございます。 

こちらの設置基準量の考え方でございますが、再エネ設備の最低の基準量は、特定建築事

業者が供給する新築建築物の年間供給棟数と、１棟当たりの基準量 kW に応じた量とすべき

といったところでございます。ただし、本市における建築物 1棟あたりの設置可能な容量と

いった算定基準量をしっかり考慮すべきといったところも記載しているところでございま

す。 

少しページ飛びまして、今ありました算定基準量の考え方でございます。こちらについて

は山下委員からも以前ご意見ありました通り、実際、狭小、変形土地などのような設置が困

難な事例に対して、一定の配慮をするとともに、明らかに日照条件が太陽光発電の設置に適
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さない建築物がある可能性も踏まえつつ、算定基準率を設定すべきであるといったところ

を記載してございます。 

また今回、再生可能エネルギー利用設備といったところで、太陽光発電設備とすべきであ

ると記載してございますが、その理由といたしましては先ほど申した通り、国の目標では、

住宅の 6割に太陽光発電設備と、具体的に太陽光発電設備と記載しておりますので、こちら

の方は太陽光発電設備を対象としているところでございます。 

代替・除外の考え方でございます。こちらも先ほどの大規模の施設と一緒で、やむを得な

い場合に限り、代替措置を認めるべきであるといった考えでございます。ただし、大規模と

ちょっと違うところがございます。義務対象者と住まい手が異なるため、代替措置をとるこ

とが困難であることも想定されることから、除外規定を設けることも検討すべきであると

いったところで、こちらの除外規定の設定もしっかり検討していく必要があるといったと

ころを記載してございます。 

続きまして、制度 3の再エネ利用設備の建築士の説明制度の考え方でございます。まず対

象といたしまして、延べ床 10平米以上の新築・増築建築物の設計に係る建築士としている

ところでございます。考え方でございますが、国の建築物省エネ法においては、説明義務は

延べ床 10平米以上の建築物といったところを規定しております。また、建築確認申請の対

象となる建築物は原則として延べ床 10平米以上とありますので、10平米以上の新築・増築

といったところを対象としているところでございます。 

制度の考え方でございます。こちらは令和 3 年 4 月より、建築物省エネ法の性能につい

て、建築士から説明を義務付ける制度が開始したことあります。また実際、川崎市では今、

補助金制度を実施しておりまして、その際アンケート調査を実施させていただいておりま

す。その中で太陽光発電設備対象機器を導入しようとしたきっかけについて、アンケートを

取らせていただいているんですが、「業者からの勧め」といった回答が全体の 60％以上と最

も高い割合でございました。そういったことから、建築士による提案説明は建築主、お客様

にとっては再エネ導入判断にプラスの影響を与えることが考えられると記載してございま

す。 

また実際問題、この制度を進めていく上では再エネと省エネ、こちらの両輪による取り組

みを進めていくべきであるといった部分も記載してございます。 

実際これらの 3つの制度を適切に履行するための考え方でございますが、冒頭、赤川委員

からも懸念がございました建築士の説明義務に関してのところでございますが、説明のた

めの素材を行政が用意することも含め、建築士の事務負担に配慮した制度運用の工夫をす

べきっていったところを記載してございます。 

また、実際これらの代替措置・除外規定を考慮しても義務を履行できなかった場合につい

て、川崎市が行政指導を通じて、当該事業者に対して義務の履行を促すべきである。それで

も長期間にわたり履行状況に改善が見られない場合については、勧告・事業者名等の公表を

通じて適正な履行を促すべきといったところを記載してございます。 
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また今回、太陽光設置の義務化でございますが、併せて蓄電池の設置も誘導する施策を講

じるということがございました。そういったことを踏まえて再エネ、省エネ、蓄エネ、全方

位的な取り組みとなるといったところも記載してございます。 

最後の制度、誘導支援制度の考え方でございます。こちらは山下委員からもご意見ありま

したが、東京都の住民意見の結果で、若年層ほど義務に肯定的な結果があることからも、

SDGs や気候変動は当然として育っていく世代の人が将来、住宅取得適齢期となった際には、

環境に配慮された住宅を選択できる業界の育成が必要であるといったことを記載してござ

います。 

また、再エネ導入促進に向けてはいろいろ不安があるかと存じます。そういった不安をで

きる限り払拭できるように、太陽光発電に関する正確な情報や、設置するメリット等を事業

者に分かりやすく伝えると共に、正確な知識や技術を持った事業者の育成に取り組む総合

支援を行う必要があるといったところを記載してございます。 

また経済の部分もございますので、ここのところで記載してございますが、義務化に伴い、

ニーズの受け皿となる市内事業者を育成し、市内経済の活性化につなげる取り組みをすべ

きといったところもあわせて記載してございます。 

具体的な支援の考え方でございますが、まず設置やメンテナンス・撤去、そういった段階

での仕様、標準的な料金など、相談できる機能が必要ではないかといったところでございま

す。 

また事業者に対する支援につきましては、専門家による講習会や現場視察など、彼らが知

識と経験を積む方策を検討すべきである。また、義務対象となった事業者は、市の環境行政

に大きく貢献しているため、彼らを広く市民に PRし、集客につなげる取り組みも必要では

ないかといったところも記載してございます。支援制度の運用していく中では、既存の地球

温暖化防止活動推進センター、専門的な知識を有する関係団体、そして今現在川崎市が進め

ております地域エネルギー会社との連携も検討すべきであるといったところも記載してご

ざいます。 

最後にこれらの促進事業の導入効果の部分も記載してございます。真ん中にあります通

り、本資料に提供している想定イメージをベースに導入効果を試算した場合、再エネ義務制

度による追加購入量は 2.8 万 kW であり、目標達成に必要な追加措置 6.5 万 kW の 43％に相

当いたします。これは市の目標を達成に大きく資する値でございます。 

また、これら進めていく中で 2030 年以降についてですが、川崎市は 2050 年の脱炭素社

会の実現に向けて、この 2050 年の再エネポテンシャル 93 万 kW 達成のために、建築物再生

可能エネルギー総合促進事業の進捗管理を適切に行いまして、蓄電池の設置促進など、社会

的情勢に合わせた制度の見直し・改善を行うべきであるといったところを最後に記載して

いるところでございます。説明は以上でございます。 
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○藤野部会長 

どうもご説明ありがとうございました。 

前回から結構書き込みもあるので、ひょっとしたら全体の方向性としてはこの前、だいた

い良いのではいうご意見をいただいたのですけれども、どんどん細かいところになってい

くとまたいろいろご意見あるかと思いますので、是非ご意見いただけたらと思います。どな

たからでも。小林委員お願いします。 

○小林委員 

おそらく意見が分かれることになると思うのですけど。 

○藤野部会長 

どうそ、お願いします。 

○小林委員 

一つはですね、全体の仮称、この事業の仮称を建築物再生可能エネルギー総合促進事業と

してくださったのは、それはそれで良いかなと思うのですけど。ただ中身のところを見ると、

制度 1は「特定建築物再生可能エネルギーの設備導入計画書制度」ですね、これは、義務づ

けするっていうと怒られるから逃げ回っている姿のようで、私はこういうのは全然説得力

がないと思うので、せめてですよ、私だったら義務って書きたいですけど。せめて計画書は

除いて導入するぐらいでも良いじゃないですかと。あえてここまで隠すのですかと、という

気がするのです。同じように 52 ページの制度 2もそうなのですけど、報告書の仕組みじゃ

ないですよね、これ。 

○藤野部会長 

違いますね。 

○小林委員 

そういうのってやっぱり騙し討ちだと思うのです、私は部会長と他の委員の先生方、それ

から事務局にお任せしますが、一応少なくとも議事録には残していただきたい。そういう意

見があったということは残したいと思います。一任します。 

それから、省エネが車の両輪だというのはすごく大事で、東京都と比べたら悪いのですけ

ど、東京都は省エネのことも相当書いてあるのですね。それで今大きい動きになっているの

ですけど。今回省エネは、少し誤解を招くのだけど 48ページに出てきて、これもやるんだ

よって書いてあるのだけど、あとの各論が無いのですね。もしそうであれば、もっと制度目

的の上のところで書いて外しちゃった方が良いと思うのです。これって総合促進制度に入

っているのか入ってないのかすごい不分明なのですが、入っている書き方なのですよね、こ
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のままだと。だけど入っているけど中身が無いのはちょっとまずいので、もし入れるなら、

東京都さんみたいに入れるのなら、もう少し中身を。そうでなくて、これは再生可能エネル

ギーだっていうのだったら、省エネをちゃんとやるんだと頭に書いて、だけど再エネを中心

にやらなきゃいけない、省エネを前提に再エネだってやらなければならないと、どっちかに

しないと具合が悪く誤解を招く気がします。言いたいのはそれだけで、中身については支持

を致しておりますが、既存建物の再エネというカテゴリーはこの中に入っていると思うの

ですけど、その記述が後ろの方にあって少し弱いので、部会長が仰っていた、総合的な促進

のセンターのところに、きちっと既存建物の再エネ導入拡大も一生懸命ってやっているっ

ていうようなことをもう少し書いた方が良いかなと思います。 

少し議論が分かれるところであったので、敢えて申し上げさせていただいたのはそうい

うところです。あとすごく細かいのですけど、これも粗末な話ですが、51 ページになりま

す。基準量の算定対象とする他の再生可能エネルギー利用設備ですが、川崎市だと地熱発電

はなくて、むしろ地中熱利用とか、発電ではなくて熱交換なので、それなのじゃないかと思

うのです。ミスプリなのか、あるいは地熱もあるということであれば地中熱も加えていただ

くと。以上です。 

○藤野部会長 

はい、ありがとうございます。事務局、ご反応お願いします。 

○石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

はい、名称の話は最後にさせていただきます。 

省エネの記載は小林委員ご指摘の通り、川崎の場合、今回東京と違って省エネの部分は特

に義務化してございませんので、そこは書き方を見直すようにしたいと思います。 

あと、既存の建築物の再エネの取り組み、こちら弱いといったところが、まさにご指摘の

通りだと思いますので、こちらも書き方を工夫させていただきたいと思います。 

また、最後の地中熱ですね。こちらは正にご指摘の通りで、川崎に地熱といった部分は今

現在も 0といったところで、あるとしても地中熱といったところですので、こちらも書き方

は見直しさせていただければなと思います。 

あと、冒頭ご意見いただきましたこの制度の名前なんですが、確かに名称を見て、やって

いることとちょっと合ってないっていうのがございまして、我々としては東京都さんの名

称を参考に使わせていただいているところがあるんですが、ただ分かりづらいっていうと

ころも我々事務局もそこら辺は認識しておりまして、正直どちらが正解かっていうところ

は判断しかねている部分ございますので、こちらについてはできれば委員の皆様のご意見

を頂戴できればなと思っているところでございます。 
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○藤野部会長 

なるほど。で、小林委員はストレートに書いた方がいいと。 

○小林委員 

ストレートというか。 

○藤野部会長 

ストレートというか趣旨がちゃんと伝わる名前に。 

○小林委員 

私も甘いので妥協的ですから、せめて報告書というのを除けばいいんじゃないかなと思

います。本当は義務とか、義務付けているのが本体なので、やはりそれを正々堂々と謳うべ

きかと。最終的にはその議会で確立していただけるかどうかと思うのです。だけど、それも

何か荒っぽい。何も喧嘩売らなくてもいいじゃないっていう人もいると思うので、まあ足し

て 2で割れば、報告書っていうのを削って、ただの導入制度とするのが良いかなと。要する

に結論は導入することなので、導入を制度的にやるというものがわかる名称で私は良いと

思いますが、他の委員の方々のご意見もありますし、部会長のご判断もあるのでお任せしま

す。私としては、報告書制度っていうのは、少し羊頭狗肉だっていうのを議事録に残ればそ

れで満足です。 

○藤野部会長 

ありがとうございます。計画書とか報告書っていうのは少し紛らわしいので、隠すなり、

もっといけば義務まで入れるかということですね。ありがとうございます。 

後 10 分少ししかないので、是非ご意見ある方、お願いいたします。 

先に私から。まず 52 ページです。この中小の方ですね、2,000 平米未満で、年間に一定

程度供給する建築事業者とあって、読んでもその一定の供給量を持つの「一定」っていうの

が、どこを読めば示されているのですか。 

○石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

事務局でございます。52ページの‥ 

○藤野部会長 

年間供給量 5,000 平米以上ですね。 

○石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

そうですね。ここで例えば年間供給量 5,000 平米以上とした場合に、上位 23 社で全体
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の・・・ 

○藤野部会長 

そうですね。わかりました。 

○石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

こちらがちょうど戸建ての 60％になります。すみません、説明を割愛させていただいて

おり。一応こちらが根拠になっているところでございます。 

○藤野部会長 

 読み飛ばしていました。 

○石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

申し訳ございませんでした。 

○藤野部会長 

あともう 1箇所、言おうと思ったのですが失念してしまったので、他の委員の方で意見が

ある方、お願いします。 

もしなければ 57 ページ目で、実は説明の中で言っているのですけど、1714 行目の、都市

における住民意見っていうのは東京都ですよね、明らかに。出典等、何のデータなのかは書

いた方がいいと思います。 

○石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

 そうですね。すみません、当初配った資料ではですね、そういう風になっていたんですが。 

〇藤野部会長 

本文は直ったのですか。 

○石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

はい、本文はこちらにある画面を見ていただけると、東京都っていうところで、部会長の

ご指摘の通り直させていただいているところでございます。 

○藤野部会長 

はい、分かりました。はい、他に意見は。 

もし指名させていただくなら特に建築に関連する委員で、赤川委員と、あと今日、大川原

委員がいらっしゃらないので、山下委員に後で聞きたいなと思うのですけど、赤川委員、今
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のところ何かありますか。よろしくお願いします。 

○赤川委員 

小林委員と同じなのですけれども、省エネが結局、国任せの法律であれば、ここの条例で

わざわざ謳ってくれなくてもいいというところもあります。ただし、この条例の基盤となる

考え方は、省エネもありきで再エネもあるということを謳うということだと思うので、もう

少し、省エネの記載に関しては考えた方がいいのかなと思います。これをわざわざ開いて読

んでみても、単純にやっぱり国任せなんだ、となっているのであれば書かない方が良いのか

なと思いました。 

あとは、代替が気になるところでありまして、私は、建築主はここに載っている再生エネ

ルギー利用設備に関して、手が出せる範囲っていったらもう太陽光ぐらいしか住宅なんか

の供給ではないものですから、それにしたって、2,000 平米超えるといっても、川崎市内で

考えたら、なかなか手を出せる設備はありませんので、太陽光しか結局のところ普通はない

ですよね。なので、代替措置というのは丁寧に考えていただきたいし、除外規定に関しても、

除外規定があるっていうとそっちを狙っていく建築者ももちろんいますので、その辺は丁

寧に、今後の話ですけれども、やっていただきたいなと今思っております。 

○藤野部会長 

大変重要なご指摘ありがとうございます。 

あとそれに合わせて、その今後、専門家等による技術的見地からの意見を踏まえて検討が

必要という部分が何ヶ所か出ているのですけど、これ具体的に今後どう進めるご予定です

か。 

○石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

はい、こちらですね、専門家による技術的見地っていう話なんですが、イメージといたし

ましては東京都さんの技術検討会というところをまず一つ考えているところがございます。

ただですね組織体については、市内部ですね、どういった形がいいのかっていうところは関

係局と調整しているところでございます。 

○藤野部会長 

是非、ここがちょっと鍵を握りそうなので、しっかりとご検討お願いいたします。赤川委

員よろしいですか。ありがとうございます。 

あとそれでは、そうか、山下委員、意見いただけましたらお願いします。 

○山下委員 

恐れ入ります。いま、赤川先生から建築士の立場でご意見いただいていたものですから、
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関連して、と思って手を挙げたのですが、最後部会長にまとめていただきまして、やはり建

築士による提案説明義務、その中で、どのような場合に代替措置、ないしは特に除外規定を

適用するのかという点がやはり丁寧に今後も検討いただきたいっていうところだけでござ

います。 

あと一点、これは、ここで伺うと叱られてしまうかしれないのですが。私が理解してなく

て、部会長の方で、当初のご意見の中に 10平米未満という除外規定を儲けることの必要性

についてのご意見を承っていたかと思います。現状では、建築士の提案説明義務の点だけ、

国の省エネ基準および建築確認との関係で、10 平米未満の一律除外という文言が残ってい

る状況かと思います。これは確認だけです。このような書きぶり、ないしは規定でよろしい

のか、それとも、必ずしも省エネ法とリンクしない、実際そういう例がないとは思います。 

ただ、小さなユニットを建築して、それをたくさん建設していくといったプロジェクトが、

もしかしたら無いとも言えず、10 平米未満っていうのは、現実的にあまりないとしても、

わざわざ建築士の説明義務のところにだけその規定を残さなければいけないのかどうかと

いうことについては、確認だけさせてください。そこだけお伺いしたいと思っていました。

どうしても必要ならば、当然、建築士の先生の側の意見としてあれば、そこは分けて記載す

るということですし、そうでなければ、一律の除外規定の中から、特に最小面積の規定って

いうものはいらないという考えで伺っています。お願いします。 

○藤野部会長 

どうもありがとうございます。事務局、見解いかがですか。 

○石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

はい、まさに山下委員のご指摘の通り、我々もこの 10平米っていうのが必要なのか必要

じゃないのかっていうところについて、一つの目安として必要じゃないかということで記

載させていただいているところでございます。 

全ての建物が建築士が関わる関係ではございますので、イメージといたしましては、建築

士が関わる物件については説明義務をしていただきたいっていうところで、そうすると必

然的に建築確認申請、そういったところで 10 平米というところを記載しているんですが、

山下委員、あるいは藤野部会長からのご指摘の通りですね、あえて書く必要があるのかとい

ったところはまさに議論すべきところと思っているところでございます。 

○藤野部会長 

もしこのあたり、赤川委員ご意見があればですが、急に振ってしまって申し訳ないです。

今、もう少し検討されたいっていうご意見ならそれでもいいですし。 
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○赤川委員 

山下委員のご意見の中に一つ建築士としてお答えできるところが、確認申請で対象とな

る建築物ということで、10 平米未満が何回も建築申請無しで増築して全部が 10平米をもち

ろん超えたら申請は必要なのですけれども、10 平米以内だったら何回もやってもいいって

いうわけではないのです。だから細かい増築も何回もやったから申請いらないよという意

味ではなくて、基準がありまして、基準から 10平米以上っていうことです。 

それと、申請上では 10 平米っていうのは確認申請の建築基準法でそういう基準があるか

ら 10平米というのが出ていると思うのですけれど、法令の中では、増築する行為というこ

とでもう 0平米、と言っていいのか分からないのですけど、そういう増築で必ず申請が必要

な場合もあるのですけども、この辺で少し 10 平米というズレが出ているかなと思いました。 

○藤野部会長 

今もう 12時になってしまったのですけれども、少しこの辺りについて、事務局と必要に

応じて、赤川委員や関連する委員の方と調整して、山下委員と私からの問い合わせとしては

10 平米以上という表現がないといろいろ建築士が困ることになるのかどうか。そんなに困

らなければ、わざわざ書く必要があるのかっていうのが、我々の問いなのでちょっとそこに

お答えいただけたらと思います。 

12 時になってしまって、もうあと第 5 回しかないので、すみませんが、ほかにも今の時

点で本質的なところは今日指摘していただかないと検討できないかもしれないのですけど、

何かありましたらご意見いただきたいのですが。いかがでしょうか。よろしいですか。 

いつものように、9 月 20 日までを目処に追加意見等ありましたらぜひ事務局の方に寄せ

ていただけたら。それと、今回は資料が差し替えされているので、念のため、電子ファイル

で最新のものをお送りしていただき、何か気になるとこがあれば文言含めて、最後の方だと、

やはり省エネとかですかね、本当に答申の義務に入っておるものと入っていいないものに

ついては少し明確にしないと少しごっちゃになっているので、そこは整理していただけた

らと思います。 

あとタイトル、名前ですね。名前については、私も実は小林委員と似たような感じという

か、できたら逃げずに何をするのかが読んで分かる名前にできたらとは思っておりますが、

複数案は作った方がいいかもしれません。 

少し議事が遅れてしまいまして、大変恐縮ですけれども、よろしいですかね。では、議題

（4）その他ですね。お願いします。 

○内田脱炭素戦略推進室担当課長 

はい、手短に説明させていただきます。 

2 番の（4）その他事項ということで、資料 2－2の方に戻っていただいて、第 6章のとこ

ろ「施策展開にあたって」をご覧ください。ページ番号の 75 ページになります。 
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こらち多くの委員から意見いただきました、（1）に書いてあります通り、制度化に向けた

多様な主体となる連携について、記載の通り、行政単独で進めるのではなくて、多様な主体

の時ほど連携を進めていくべきであるといったような記載にしてございます。 

また、関連事業との連携の項目では 5大プロジェクトを始めとして、制度連携を進めてい

くべきである、といったような文書としております。 

また次、こちらについても多くの委員から意見いただいているところでございますが、（3）

制度の進行管理・制度の改善につきましては、「PDCA サイクルを基本として適切に進行管理

を行うとともに、継続的な制度検証と時流に合わせた制度改善を図っていくべきである」と

いうような形で記載させていただいております。 

また、（4）国及び他都市等との連携につきましても、「国への働きかけや連携を図ってい

くべきである。また近隣都市や九都県市など、広域的な取組及び連携を一層強化すべきであ

る」というのが記載で結んでございます。 

次のページ以降、その他付属資料として、審議経過、委員名簿、最後にヒアリングの中で

も少しご意見いただきましたが用語解説といったような形で追記させていただいておりま

す。2の（4）の説明は以上でございます。 

○藤野部会長 

ご説明ありがとうございました。何かお気付きの委員の皆様、いらっしゃいますでしょう

か。時間が過ぎている中で申し訳ありません。 

個人的に、何かグローバルに向けてもちょっと入れてもらえたらっていうのと、あと、ひ

ょっとしたら用語説明もう少し足した方がいいかもしれません。それぐらいです。 

他よろしいでしょうか。手が挙がっていないということで、それでは議題 3ですね。環境

審議会および脱炭素化部会に関わる今後のスケジュールについて、こちらお願いします。 

○内田脱炭素戦略推進室担当課長 

資料 4 をご覧ください。こちら今後のスケジュール、冒頭に申し上げた通りでございま

す。次回の開催については令和 4 年 10 月 13 日にオンラインと対面のハイブリッドで予定

してございます。 

今後、脱炭素化部会の扱いなんですが、現時点、答申を行った時点で、臨時委員は答申日

付けで解職となります。部会は解散となりますが、常任委員は親会のみ継続する形になりま

す。 

今後の行政としての対応でございますけれども、答申後、答申を踏まえて行政計画案を作

成してパブコメを実施して、条例改正の検討を進めてまいります。また、改正条例に基づき

まして、規則・要綱・手引き・ガイドライン等の詳細検討を実施いたします。また、それに

あたっては、技術検討会等により、検討するといったような方向で考えてございます 

制度の進行管理については、先ほど申し上げました通り PDCA サイクルを回して、環境審
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議会の年次報告書に報告していくといったような形で考えてございます。説明は以上です。 

○藤野部会長 

どうもありがとうございました。今のご説明に対しまして何かご質問とか、指摘されたい

こととか、ありますでしょうか。 

ここで技術検討会というのが出てきていますので、次回もし可能なら、もう少し具体的な

イメージも説明していただくなり、答申に盛り込めることがあれば、そちらにも入れてもら

った方がいいかもしれません。ここで決めることが多いので、と思いました。 

他よろしいですか。時間を読み間違えており誠にすみませんでした。皆様のご協力により

まして全ての議題、議事が終わりましたので、進行を事務局の方にお戻しいたします。どう

もありがとうございました。 

○内田脱炭素戦略推進室担当課長 

ありがとうございました。本日、いただいた意見のほか、追加の意見等がございましたら、

次第に記載の通り、9 月 20 日火曜日を目処に事務局あてにご連絡いただければと思います

のでよろしくお願いいたします。 

次回は最終回でございまして、10月 13 日の開催を予定しております。開催形式につき

ましてはオンラインとのハイブリッドを想定しております。 

委員の皆様におかれましては、長時間ご審議いただきましてありがとうございました。

これで終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

12 時 07 分閉会 


