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第５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１０月１３日（木） １０時００分～１１時３３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、馬場副部会長、浦野委員、大川原委員、小泉委員、小林委員、 

志水委員、平野委員、村上委員、和合委員（10名）  

※藤野部会長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 ２名  

６ 議題 

議題１   前回部会を踏まえた検討事項 

議題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（答申案審議） 

議題３   今後について  

７ 資料  

資料１   前回部会ご意見に対する事務局見解 

資料２   前回部会を踏まえた検討事項 

資料３   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等について 

参考資料１ 部会委員名簿 

８ 議事内容 

〇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 5 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
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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

どがないよう努めてまいりますので、皆様のご理解と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。 

初めに、委員の出席状況についてご報告させていただきます。委員 13名中、現在 10 名の

委員にご出席いただいております。したがいまして、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、川崎市環境審議会等の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、公文書館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、環境審議会と同様、委員名がわ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おります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。よろしくお

願いいたします。 

〇井田脱炭素戦略推進室長 

委員の皆様、どうもおはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。脱炭

素化部会第 5 回目ということでございまして、当初予定しておりました 4 回から 1 回増え

て、皆様にご協力いただきまして、ここまで審議の方、進んできたところでございます。 

本日は最終的な答申の段取りに向けてですね、より詳細なところ、最後の詰めのところで

すね、ご審議いただければというふうに思ってございます。 

本日も忌憚ないご意見をお寄せいただきまして、より良いものに仕上げて参れればと思

っておりますので、どうぞご協力のほど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存じます。藤野部会長よろしくお願

いいたします。 

〇藤野部会長 

皆様どうもおはようございます。いよいよ今回は最終回ということですね。 

議論のあるところをぜひ尽くして、良い答申にまとめていけたらと思っています。 

今年の 5月に開催されました川崎市の環境審議会の諮問時に、本部会、こちらの脱炭素化

部会での決議をもって環境審議会の決議とすると委任をいただいておりますので、今日の

本部会での審査結果がそのままですね、環境審議会での方針になっていくということを、最

初にご認識いただけたらと思います。 

それでは今回も議題に従いまして、議事を進めさせていただきたいと思います。まず議題
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1 ですね。前回部会を踏まえた検討事項、こちらについて事務局の方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 

はい、それでは画面の方を共有させていただきます。こちらは本日の次第になっておりま

して、まず議題 1前回部会を踏まえた検討事項についてご説明させていただきます。 

こちら資料 1 が前回部会の意見に対するリストと、それに対する事務局の方の見解をま

とめてございます。 

初めに全体的な事項といたしまして、第 4 回部会終了後、毎回やってございますけれど

も、追加の意見を求めてまいりましたが、今回につきましては追加の意見はございませんで

した。 

次に、主なご意見とそれに対応する対応状況についてご説明させていただきます。 

初めに 1番全体的事項ですが、第 6章に国際・グローバルな視点を盛り込んだ方が良い、

といったようなご意見がございましたので、こちら答申の本文の方に第 6章のところに「施

策展開にあたって」といった項目のところに、「カーボンニュートラル社会の実現を図ると

ともに、国際競争力の維持・強化を図るべきである」といったような文言を追記するととも

に、（4）国及び他都市等との連携につきまして、最後のところですが、「さらに、UNEP、IGES、

JICA 等との国際機関と連携し、川崎市の優れた環境技術を活用した国際連携・情報発信等

の取組も推進していくべきである。」といったような追記をさせていただいております。 

次にこちら、4番のところでございますが、序章・基本的事項に、なぜこの制度をやらな

ければならないかの要約を追加していった方が良い、といったようなご意見がございまし

たので、ご指摘を踏まえまして、資料 3のこちら本文のところですけれども、こちら序章・

基本的事項のところに、「答申の目的・意義」といたしまして、「建築物再生可能エネルギー

総合促進事業の目的・意義」、「事業活動脱炭素化取組計画書・報告書制度の目的・意義」、

並びに「地球温暖化対策の推進に関する条例の改正の目的・意義」などを取りまとめさせて

いただいて、序章のところに記載させていただいているところでございます。 

ここまでが全体的な事項でございますが、それぞれ再エネの総合促進事業、並びに、報告

書総合評価制度について、それぞれどのような形でご意見いただいて対応してきたかとい

うのを、次に説明させていただきます。 

〇両瀬脱炭素戦略推進室担当係長 

議題の途中に申し訳ございません。ただいまですね傍聴者の希望が現地で 1 名ございま

して、部会ルール上ですね、部会の承認いただいた上で入室を許可するとなってございます。

こちらの傍聴者 1名につきまして入室を許可してもよろしいでしょうか。 
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○藤野部会長 

あのどなたが、傍聴希望。 

○両瀬脱炭素戦略推進室担当係長 

新聞社様が。報道者様でございます。 

〇藤野部会長 

異論、特にありませんね。もし異論あればですが、ないということなので、それでは傍聴

許可させていただけたらと思います。 

○両瀬脱炭素戦略推進室担当係長 

それでは傍聴許可させていただきます。ありがとうございます。失礼いたしました。よろ

しくお願いします。 

〇内田脱炭素戦略推進室担当課長 

それでは続けさせていただきます。議題 1の途中から。 

〇石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

それでは、建築物再生可能エネルギー総合促進事業につきまして、私、石塚の方からご報

告申し上げます。 

まず、前回ですね大きく 4つほど宿題をいただいております。そちらについて、修正箇所

を含めてですね、ご説明させていただきます。 

まず 1つ目でございますが、こちら資料の方 12番でございますが、小林委員からのご指

摘でございました。今回の制度の全体の仮称名称についてでございますが、こちらの記載で、

今「計画」という形で記載してあるのですが、全て「義務」としてはどうか、といったご意

見がございました。 

またですね、こちら「義務」が難しいようでしたら、こちら全て「報告書」を除いて、導

入制度の方が制度の内容が伝わって良いのでは、といったご意見がございました。こちらに

ついてですね、資料の方をご用意いたしました。こちら資料 2でございます。こちら前回の

ご指摘を踏まえて、3パターンほど用意してございます。 

まず、第 4回答申案、こちらが前回までの答申案でお示しした内容でございます。上から

導入計画書、導入報告書、説明制度。また一番下の緑の「その他案」、こちらが小林委員

の意見を踏まえて、つくった内容でございます。こちら導入義務制度、導入義務制度、説

明義務制度。今回、事務局側から提案させていただいているのが、第 5回答申案といった

内容でございます。こちらは、計画書・報告書、そういった言葉を取りまして、導入制度、

導入制度、説明制度、そういった内容でございます。 
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また、事前の副部会長レクの際に馬場副部会長の方から、ご意見いただきまして、こちら

導入制度ではなく、導入推進ではいかがでしょうか、そういったご意見がございました。 

以上、この第 4回、第 5回、その他、副部会長からご意見ありました導入推進制度、以上

含めて、皆様方のご意見をいただければと考えているところでございます。 

続きまして、2つ目でございますが、こちら藤野部会長からご意見ありました、技術検討

会の具体的なイメージを提示してほしいというところでございます。こちら同じく資料 2の

2枚目、こちらにまとめさせていただきました。 

まず、義務対象者の部分を議論していきたいと思います。例として法人単位とするかとい

う記載がございますが、実際、グループ会社での申請の際、それを会社単位にするのかグル

ープにするのか、そういった議論が必要ではないかと考えているところでございます。 

また、義務対象建築物についてでございますが、仮設の建築物、10 平米未満の小規模建

築物、文化財などの取り扱い、そういった部分を対象にするかどうかといった部分を議論す

る必要があるかと思っております。 

また、義務対象設備でございます。こちら例で所有者と記載してございますが、今回です

ね、第三者でいわゆるリース、PPA みたいな方式で、第三者が保有するパターンがございま

す。そういった場合の考えをこちらで検討していきたいと思っております。 

また一番大きいテーマとなりますが、実際の義務量の算定基準、基準量、あと設置可能率

の数値検討といった部分。また、同じく重要となってきます、代替措置、除外措置。こちら

ですね、オフサイト PPA、非化石証書によらない再エネ調達の量、また日照条件、そういっ

た部分をこちらの技術検討会の中で議論していきたいと考えているところでございます。 

続きまして 3 つ目でございます。こちら 13 番、小林委員からのご指摘でございました。

今現在、省エネの記載が、こちら総合促進制度の再エネに省エネの取り組みが入っているよ

うに見える、そういったご指摘がございました。再エネに特化するのであれば、省エネを最

初に書かないと誤解を招くのではないか、そういったご指摘がございましたので、こちらの

方を反映してございます。こちらはですね、資料 3のですね 45ページ。こちらでございま

す。 

当初、第 4章の建築物再生可能エネルギー総合促進事業の考え方、こちらに省エネの考え

方を記載してございましたが、今回、前の章の第 3章、背景等を踏まえた対応の考え方、こ

ちらに、記載箇所を変えてございます。1,330 行目から 4 行、こちら、「なお、省エネルギ

ーの取組は改正建築物省エネ法によりその対象範囲が拡大され、住宅を含むすべての建築

物に省エネルギー基準への適合義務が課されるなど、国において取組の強化が行われてい

るため、法令に準じた取組を進めるとともに、誘導支援策により省エネの促進に関する取組

を進めることが重要である。」というような記載を追加してございます。 

続きまして、最後でございます。こちら、藤野部会長、また山下委員からご指摘がござい

ました。建築士による説明義務の記載のところでございますが、延床面積 10 平米以上、そ

ういった記載がございました。 
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こちらにつきましてはですね、除外規定を設けることの必要性について、また一律で最小

面積の規定はいらないのではないか、そういった意見がございまして、こちらの方を資料の

方に反映させていただいております。こちらは、57 ページになります。こちらでございま

す。当初、「新築・増築建築物の」の頭に延べ床 10平米以上という記載がございましたが、

こちらのですね記載を取り除きまして、「新築・増築建築物の設計に係る建築とすべき」と

いったような記載に修正しているところでございます。 

はい、建築物再生可能エネルギー総合促進事業につきましては、以上でございます。 

○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。私の方からですね、（仮称）事業活動脱炭素化取組

計画書・報告書制度、いわゆる評価支援の方についてご説明させていただければと思います。

前回いただきましたご意見の方、大きく 5つに分類されるかと思ってございます。 

まず 1 つ目でございます。30 番、志水委員からです。丁寧な説明が非常に重要というと

ころで、事業者への丁寧な説明とヒアリングを、というご意見をいただいております。他、

浦野委員、藤野部会長からも同様のご意見をいただいてございます。これにつきましては、

右側記載でございますけれども、ヒアリングやパブコメ等の機会を通じまして、しっかりと

意見を聞いてまいりたいというふうに、記載させていただいているところでございます。 

続きまして、25 番でございます。浦野委員からでございまして、分析して進めてほしい

ということで、得られたデータの分析活用ということで、こちらにつきましても小泉委員、

平野委員からも同様のご意見をいただいているところでございます。こちらにつきまして

は、資料 3の方で、こちらでございます。新たな制度におけるというところで、様々なデー

タにつきまして、制度全体や業種毎などで分析し、市の施策に活用すべきである、という形

で記載をさせていただいたところでございます。 

次に 26 番、小泉委員からいただきました、電子申請も検討してほしいというところで、

手続きの合理化などといった事業者様の負担減というところで、同様のご意見、小林委員、

平野委員からもいただいているところでございます。こちらにつきましても、同じく 75ペ

ージでございますけれども、こちらですね。「事業者の作業負担軽減に配慮し、計画書と報

告書の様式を同一とするべきである。また、電子申請にも対応するべきである。」というと

ころで、事業者の作業負担軽減というところを記載させていただいたところでございます。 

続きまして 33番、平野委員からでございまして、将来的に 3段階から 5段階にしてはど

うかというところで、いわゆる制度を運用していく中で必要に応じて、評価であるとか、目

標値であるとか、そういったところの見直しをというご意見をいただいてございます。同様

のご意見、藤野部会長、山下委員からもいただいているところでございます。こちらにつき

ましても、75 ページでございますけれども、最後の赤字の部分でございますけれども、国

の動向等を見据えながら、必要に応じて制度見直し・改善を行うべきである、という形で整

理させていただいているところでございます。 
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最後に 40番、こちら藤野部会長からいただいたご意見でございます。レベルや水準とい

った表現の方が、というところで、いわゆるランクではなく水準とした方が事業者様に意図

がしっかり伝わるのではないかといったところでございまして、同様のご意見、山下委員か

らもいただいているところでございます。こちらにつきましては、A水準・B水準という形

で、水準という形に全体的に表記の方を直させていただいたところでございまして、全体的

に対応させていただいたところでございます。 

以上が、評価支援制度に関する前回のご指摘事項への対応でございます。 

〇内田脱炭素戦略推進室担当課長 

議題 1についての説明は以上でございます。 

〇藤野部会長 

はい、ご説明ありがとうございました。それでは資料の 1と資料の 2ですね、こちらにつ

いてちゃんと反映されているかどうかっていうことと、あと各制度の仮称についての案も

ありますので、その辺り是非ご意見いただけたらと思います。挙手ボタン使っていただくか、

顔を出していただいてご発言いただくか。よろしくお願いいたします。 

はい、小林委員、お願いします。 

〇小林委員 

はい、聞こえますか。 

〇藤野部会長 

聞こえます。 

○小林委員 

 議題 1に関しては、部会長の一任で私はいいと思います。 

〇藤野部会長 

ありがとうございます。他、この反映に関しましてですね、ぜひご意見有りましたらよろ

しくお願いします。 

資料 2の検討事項（1）の各制度の仮称について、こちらの方少し、この場で絞らせてい

ただけたらと思います。こちらの方、事務局案は第 5回答申案で、導入制度、導入制度説明

制度という言葉ですかね、その他案としてそれに義務を入れるというもの。この日行った後、

馬場副部会長からの導入推進、推進っていう言葉を入れる。だいたいその 3つくらい出てい

ると思うのです。 

その他の案も、もしあればなんですが。これについて何か、これがやっぱり良いのではな
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いかとかですね、ご意見有りましたらぜひお願いいたします。まあ、前回結構皆さん意見言

っていただいていたので。 

この紙は皆さんお手元にあるという認識のもと、答申案の 7 ページ目を少し出していた

だけますか。7ページ目のところで第 4・5章ポイント 1っていうところに、今は導入制度、

導入制度説明制度という名前で入っていて、その下の説明として義務という言葉を明記し

て書いているっていうような状況と思います。こちらにつきまして何かご意見がありまし

たらですが。 

個人的には義務って明記するのもいいかなとは思ったのですけども、ここのところでで

すね、導入制度にして、あとで導入義務ってはっきり書いてあるので、今の書き方でもシン

プルで良いかなと思っております。 

馬場副部会長から推進、導入推進制度と言葉いただいていますけども、上の方に全体の仮

称、総称として、総合促進事業という風に、促進または推進に近い言葉を入れていただいて

いるので、推進していくっていうことは大前提としてあるっていうところで、タイトル自体

はシンプルで、この設備導入制度または設備説明制度というものが、比較的事業者さんに説

明する際にシンプルで分かりやすいかなと私自身は少し思ったのですけども。他にもちろ

んご意見あればぜひお願いいたします。いかがでしょうか。 

第 1 回から第４回目までで沢山ご発言頂いたので、ある程度もう良いのかなというとこ

ろなのか、少し分かりませんけれども。いかがでしょうか。もし特段の反対がなければ、事

務局案、第 5回答申案、こちらに出ている案で進めさせていただけたらと思いますけども。

よろしゅうございますか。何かご異論あればご発言頂けたらと思いますけれども。特にもし

ご異論なければ、前回部会を踏まえた検討事項（1）については事務局の第 5回答申案、こ

ちらの方で進めさせていただけたらと思います。ありがとうございます。 

もう一つ説明としてですね、前回部会を踏まえた検討事項（2）ということで、建築物再

生可能エネルギー総合促進事業の検討事項、つまり技術検討会等における検討事項。ある種

申し送りじゃないのですけれども、来年度以降ですね、検討していただくというところで、

こういうところ書いていまして、こちらもし何かご意見有りましたらよろしくお願いいた

します。もちろん先程の資料 1についての反映状況についてももしご意見あればですが、は

い。いかがでしょうか。 

よろしいですか。大体こういったところを、もちろんさらに検討していくうえで、項目が

増えていく可能性ありますけども、基本的にこちらの方気にしていただきながら、技術検討

会等で、今後さらに詰めていただけたらということかなと思います。 

はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは答申の中身についてはまさ

にこれからもありますので、議題 1 の方はこちらで纏めさせていただきまして。議題 2 で

すね、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、答申案審議。こちらの方、事務局の方からご説明いただけますでしょうか。 
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〇内田脱炭素戦略推進室担当課長 

はい。議題 2についてですが、資料といたしましては、資料 3、先程ありましたように答

申案の本体になります。 

議題 1 での対応状況の審議、および、これまで 4 回重ねてきました部会での審議を踏ま

えまして、最終的な形として、こういった形の答申案を本日取りまとめてございますので、

一部議題 1でもありました通り、部会長一任のところもございますけれども、方向性として

こういった形で本日この場で議題 2 のところで、各委員の皆様に決定していただきたいと

考えてございます。説明の方は以上です。 

〇藤野部会長 

ご説明ありがとうございました。それでは資料 3ですね、こちらの方を最終的に取りまと

めるのですけれども。 

はい。小林委員のお手が上がりましたので、小林委員、お願いいたします。 

〇小林委員 

沢山無理言ってすみません、それから入れていただきましてありがとうございます。もう

最後なので、少し時間いただいて、ブラッシュアップの意見ですね、異論があるということ

では全くございませんで、大変よくまとまった、答申になっていると思っております。事務

局に感謝いたします。また部会長さんにも感謝いたします。 

大変まとまっているのですが、ものすごいボリューム全部が答申なので、これについて責

任を持つというとなかなか大変だなということで、一応改めて読ませていただきました。 

その結果少し、ミスプリみたいなことは別途郵送させていただきますけど、皆さんでもし

かして議論していただいた方が良いのかなと思うところだけ、少し問題提起をさせていた

だきたいと思います。 

まず、4ページの 67 行目ぐらいなのですが、他にも少し色々あるのですけど、ここで

「環境正義の原則」というのが突然登場してきて、後ろの方を見ても、別に用語集にも出

ていないのですね。もし書くのであれば、中身を説明する、結果として例えば分かりませ

んけれど、環境への負荷の大きい人がそれに相応しい責任を果たす、とかその程度の話で

あれば、そう書いていただく、そう本文に書いてもいいと思いますし、ここは答申のさわ

りですので、そこを抜かしてもいいのかなと思います。 

ただ、本文のところで「環境正義」が出てくるところを見ると、やっぱり解説はないの

で、少し無理があるかなという気がしますので、とにかく初出のところか、肝心なところ

では、きちんと書かなきゃいけないところでは、知らない人が聞いても分かるようにして

いただきたいなと思います。 

それから、そこの文脈が「～目指すべきとした。」とそれから次の 90行目も同じで「～

繋げていくべきとした。」っていうふうに書いてあるのですが、少し他人事みたいです
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ね。自分たちの答申なので、「～と考える」とか「～と考えられる」とか分かりませんけ

ど、自分たちの言葉で書くべきで、審議会が「～とした」っていうのは、記事が書いてあ

るようになりますので、おかしいと思います。 

それから 5ページの 99行目ですが、「これらの制度創設には条例化が必要である。」と

書いてありますが、理由が書いてないのですよね。何故そうなのって、すごく肝心なとこ

ろなので、法学の先生もいらっしゃるので、もしかして議論したほうがいいと思うのです

が。私からすると、これらの制度が尊重され的確に実施されていく上では、条例化が最も

望ましい、ということではないかと思うのです。何故条例なのかの説明が必要だというふ

うに思います。結論はその通りなのですけれど、何故かっていうのがいると思います。 

それから、7ページの 144 行目、「「条例目的」も含めた全体的な改正」ということです

が、本文の方を見ても、目的改正については何も触れていないのですね。なので、本文の

ところでやはり、どう目的を改正するかというのを、審議会で議論しないで書くのはあれ

ですけれど、部会長がよく考えて書いた方が良いと思います。私は、規制を強化していく

わけですから、きちっと法目的を書くべきだ、達成すべき法益が何かというのを書くべき

だと思っておりますので、こちらの方は賛成なのですけれども、肝心のそのことが書いて

いないという点が少し気になりました。当然必要だということです。 

それとこれはあまり繰り返して言いません、他のところにも結構出てくるのですが、先

ほどの「環境正義」と同じで、8ページの 206 行目にある「算定基準率」っていうのも、

普通名詞なのか固有名詞なのか分からないですね。説明がいると思います、少なくともこ

こは。これも用語集を見ても出てこないです。 

すみません、細かいことばかりで、10 ページの 249 行から 256 行ですが、「次の通り検討

すべきである。」って、義務対象者が書いてあるのですけど、これ何ページか後ろの方を見

ると、現行制度そのままなのですよね。確かそうですよね。であれば、答申で「次のとおり

検討すべきである」いうよりは、現行制度の通りで良いっていうふうに書いておいた方が正

しいのではないかと思うのです。 

違うものを創設するわけではないと思うのですね。改めて使うってことかもしれません

が、それで良いというふうに積極的に判断したことは事実ですけれど、やはり現行制度と違

うものを作るのかなというふうに、思われるのは変かと思います。 

それから 52 ページですけれども、すみません長くなって、159 行目に「風力発電設備な

どとすべきである」という「など」なんですが、私、確かにここで地熱があるのは変だと申

し上げましたけど、地中熱はあると思うのです。別に文章を変えなくてもいいのですけれど、

「など」の中には、地中熱ヒートポンプって非常に有望でありますので、それが入っている

ことを少し確認して、地中熱とか、あと下水排熱とか、環境熱ですね、そういったものがた

くさんありますので、それが入っているのか、あえて除いているのか。この間の議論で、私

は地中熱を入れるべきだということで申し上げたつもりですが。これは文章を変えろとい

うわけではなくて、確認であります。質問ですね。 
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それから、63ページ、あといくつかですが、1,910 行目ですが、カーボンニュートラルの

実現に資する、取組計画書・報告書制度を早期に構築すべき、だということですが、なんて

いうのですかね、「資する」を「一層効果的な」とかですね、もう少しはっきりと強く書い

た方が良いのではないかと思います。 

それからあと 1個だけです。念のため、これも質問ですが、71 ページですが、公表の中に

2,153 行目ですが、市のホームページ、その前だと、2,152 行目、「対象事業者の項目別評価」

って書いてあるのですが、前回確認させていただきましたけれど、データと評価だと思うの

です。評価だけだと ABC になってしまうので、ここははっきり書くべきだと思います。ポン

チ絵には入っているので、入っている以上は一応書かないと、評価は ABC なので、それだけ

だとあまり役に立たないね、という議論もありました。そういうことで、重要かなというふ

うに思いました。以上、少し漏らしがあるかもしれませんが。 

もう 1点、78ページです。これで最後です。2,398 行目。この制度のフォローアップのこ

とを書いてあります。とても大事だと思います。「継続的な制度検証と時流に合わせた制度

改善」と書いてありますが、もう少し強面といいますか、排出量削減に不足が生じないよう

制度の改善を図っていくとか、そういうようなことかと思うので。やはり、せっかく制度を

作るんだと効果を上げなきゃいけないですが、私は何度も言っていますけれど、褒め育てだ

けで大丈夫かという意見を申し上げておりますが、そうなるようにするんだ、頑張るんだと

いうことですので、ぜひ削減量に不足がないよう、見守っていただくという趣旨も、書いて

いただければありがたいかなというふうに思いました。 

以上でございますが、言葉のチョイスとか、今申し上げたことをどのように反映させるか

は、全部、部会長にご一任したいと思います。よろしくお願いします。以上です。 

〇藤野部会長 

どうもご丁寧にありがとうございます。今のところ事務局から何かご案内ありますか。 

〇内田脱炭素戦略推進室担当課長 

いただきました件、部会長と相談して、基本的な内容の趣旨というのは、これまでの議論

の積み重ねと同じ方向だと思いますので、部会長と調整して、文言の整理を最終的にしてい

きたいと思います。 

○藤野部会長 

井田室長、どうぞ。 

〇井田脱炭素戦略推進室長 

すみません。ご質問いただいたことがありますので、それについてだけは、この場でご回

答させていただいた方がいいかと思います。地中熱に関しては「など」の中に含まれている
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ということで、ご理解をいただければと思います。もう 1点ですね。 

〇小林委員 

すみません、少し良く聞き取れなかったです。 

〇井田脱炭素戦略推進室長 

すみません、地中熱のところですね。以前からご指摘いただいているところですけれども、

「など」ということで少しまとめてしまってはおりますけれども、「など」の中に地中熱、

下水排熱も含まれているということで、ご理解いただければと思います。 

もう 1点の質問でございますけれども、排出量削減に資する、というようなところでござ

いますよね。もう少し言葉を補った方が良いと思いますので、そこに関しては、思いとして

は入っているのですけども、より明確にしていった方が良いかなと思いますので、部会長と

ご相談させていただければと思ってございます。以上でございます。 

〇藤野部会長 

どうなんでしょう。地中熱を明記することの、何かデメリットみたいなものって何かある

のですか。 

〇石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

特にございません。 

〇藤野部会長 

特になければ、私としては地中熱、地中熱ヒートポンプなりの表記を追加しても下にもス

ペースがありますし、明記したら良いと思いました。ありがとうございます。他いかがでし

ょうか。 

答申案になりますので、細かい指摘があればですが、少し全体的なとこも含めてですね、

お 1人ずつ、よろしければコメントをいただけたらというふうに思います。例のごとく”あ

いうえお順”で、今日は赤川委員がご欠席なので、浦野委員、すみません、答申案につきま

して、コメントをよろしくお願いします。 

〇浦野委員 

はい、おはようございます。事務局の皆さん、今まで本当にご苦労様でした。私の方から

は、答申案の内容に対しては、これで問題はないと思っていますが、前回もお話しましたけ

れど、特に中小企業の事業者の皆さんに、川崎市が取り組んでいる脱炭素社会に向けてって

いうのを、もう少し理解・納得をしていただけるような活動が必要じゃないかなと思ってい

ます。ですから、私、今回は事業者代表で参加していますので、中小企業の事業者の皆さん
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に、商工会議所等を活用していただいて、並行して理解を深める動きを入れていただく。そ

れに際しては、PDCA の回転速度を早くすることが必要だと思っています。 

それと、2030 年の目標、2050 年の目標、2050 年はゼロになるのですけれど、少しここに

向けた世代の皆さんに合わせた教育・PR 活動も、ぜひもっともっとやっていただければと

思っています。以上でございます。 

〇藤野部会長 

どうもご発言ありがとうございました。 

第 4回部会の後に、事業者ヒアリングもされて、もしよろしければその様子も、事務局か

らお伝えいただきつつ、今の浦野委員のコメントに対して、何かありましたらお願いします。 

〇加藤脱炭素戦略推進室担当課長 

加藤でございます。ご意見ありがとうございます。 

先日、事業者様の方に評価支援の関係のヒアリングという形で、今の審議会の状況等をご

説明させていただいたところでございます。 

第 1 回目を 7 月にやっておりまして、今回 2 回目というところではあったのですけれど

も、市の取り組みについては、皆様概ねご理解をいただいているというような形が、アンケ

ートから出てございます。皆さん、やはり脱炭素化に向けてということはとても大事だとい

うところは、おっしゃっていただいているところですので、あとは、いただきました答申を

もとに、より寄り添った、かつ、脱炭素化に向けてしっかりと踏み込める取り組みの方を検

討して、実施して参りたいと考えております。 

中小企業に向けての市の脱炭素化に向けての理解を、ということでございますけれども、

評価支援制度の簡易版というところを、如何に中小企業様に多く使っていただくか、そこは

非常に大きな肝になっていると認識してございます。ですので、様々なですね、こちらに来

てくださいっていう形だと、なかなか興味を持っていない人って集まらないと思っており

ますので、皆様の元に出向いて行って、場合によっては評価支援制度より、もう少し一歩手

前の話からスタートするかもしれないのですけれども、そういった脱炭素化への取り組み

の重要性、そこから評価支援制度への誘導というところに取り組んでまいりたいと思って

おります。ご意見ありがとうございました。 

〇藤野部会長 

ありがとうございます。地域の地方銀行だったりとか、信用金庫だったりとか、そちらの

方もこの簡易制度を良く知っていただいて、必ず接点がきっとあると思いますので、そちら

からも、先程浦野委員がおっしゃっていただいたように、PDCA を早く回せるように、きち

んとやっている企業が、金融面でも評価されるみたいな、そういうふうな仕組みを、ぜひ来

年度の検討のところで進めていただけたらと思います。どうもありがとうございます。 
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それでは、大川原委員、お願いできますでしょうか。・・・（音声が不調でつながらず）・・・ 

どうしましょう。少し調整していただいておいて、すみません、準備してうまく繋がったら

で。先に小泉委員、ご発言お願いできますでしょうか。 

〇小泉委員 

はい。小泉です。特に今回の審議会については、精力的に 1回多く開催していただいて、

また審議会の場以外にも、ヒアリングに来ていただき、意見反映させていただきました。ま

た丁寧に皆さんの議論を反映していただいて、それぞれ上手く反映されていますので、特に

答申案について問題はないと思っております。事務局の皆様、ご苦労様でございました。 

あとは全体的な感想ということで、特にこの気候変動の危機的な状況につきましては、大

変大きな課題でございまして、とりわけ川崎市にとっては、報告書の中でも書いてあるので

すけど、温室効果ガスが、政令市で最も多く排出していると。排出しているってことは、エ

ネルギー供給とかですね、素材の供給で、日本の中でも大きく役割を果たしてきている都市

で、そういう都市でこういう取り組みを、今回審議した条例の中で進めていくことは、大き

な意義があると思っております。こういった取り組みを通じて、川崎の産業が引き続いて、

こういった脱炭素へのチャレンジを、行政と市民と、それから企業と一体になって進めてい

くことにより、引き続いて 2030 年も、それから 2050 年も日本の産業をリードするような

地域であることを、期待したいと思います。そのためにも、先程浦野委員もおっしゃってお

りましたが、PDCA を通じて、現場の声をしっかり聞きながら、場合によっては現場にしっ

かり、川崎市がリーダーシップを持って、こういった状況を伝えながら、取り組みを進めて

もらいたいと思います。 

私自身も臨海部の比較的エネルギーを沢山使っているような事業者の団体におりますの

で、しっかりと川崎市とも提携を取りながら、フォローをしていきたいと思っております。 

引き続きよろしくお願いします。以上でございます。 

〇藤野部会長 

どうもありがとうございました。まさに、企業がちゃんと成長しながら脱炭素していける

ような環境作り、川崎市の方がそれも旗を振り続けながら、事業者も一緒にやっていくとい

うところで、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

それでは大川原委員の方はつながりそうでしょうか…先ほど少し声が…まだでしょうか

…。はい、そうですね。場合によっては最後の方にしましょうかね。では、志水委員、お願

いします。 

〇志水委員 

温暖化センター志水でございます。答申案につきましては、いろいろ意見を吸い上げてい

ただきまして、部会長をはじめ事務局の皆様方に大変ご苦労さまでした。 
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やはりこの取り組みを効果的に広げていくべき仕掛け作りというのは、今後も課題であ

り、必要だなというふうに改めて現在考えております。 

当センターといたしましても、脱炭素化に向けた普及促進、活動をしていくのは私どもの

使命でもございますので、そういったところでご協力できるところというか、協力をしてい

きながら進めていけたらなと思っておりますので、審議会としては、本日が最後になるかと

は思いますけれども、今後も引き続きよろしくお願いいたします。私の簡単ですが感想でご

ざいます。ありがとうございました。 

〇藤野部会長 

どうもありがとうございます。まさにこれが動いていくっていうところ、ぜひ引き続きよ

ろしくお願いいたします。 

それでは続きまして、田村委員が今日ご欠席なので、馬場副会長、よろしくお願いいたし

ます。 

〇馬場副部会長 

こちらで聞こえますか。 

〇藤野部会長 

聞こえます。 

〇馬場副部会長 

ありがとうございます。本当に長きにわたる議論、お疲れさまでございました。 

今回の審議会では、個別でのやりとりが少し多かったような感じでもありましたけれど

も、意見を述べさせていただいていたことは、おおよそ反映されていただいているのかなと

いうふうに思っています。 

今日の冒頭の方で議論になっていたところの、小林委員のご指摘ですけれども、やっぱり

条例化の目的の部分というのが、今一つクリアに、今の文章ではなっていないというのは、

確かに気になっておりました。1つは、外部環境が変わってきたというようなところは、大

いに書かれているわけで、それは結構だと思います。そうは言っても、今回の改正というの

は、これまでも川崎市さんが全国的にかなり先駆的に条例を策定されて、実施されてきた制

度があったわけで、これについてのちょっとした振り返りの部分の記述があまりみられな

いかなと思います。つまり、先駆的な条例によって一定の成果が出ていたのだけれども、外

部環境が変わったので、今回のような強力な条例改正が必要なんだっていうふうな背景が

入ってきてもよいのかと思いました。これは、そうでないかもしれませんので、少しご検討

いただければというふうに思います。 

それから、これは全体を通じて、何回か申し上げてきているところかと思うのですけれど
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も、やはりこういった義務が入ってくるということについては、色々と意見が出てこようか

と思います。すでに説明資料等をしっかり分かりやすく作っていただいているところだと

思うのですけれど、今後も様々な意見が出てくる可能性があるかと思いますので、ぜひ丁寧

な説明を心がけるように、誤解のないようにお伝えいただくようなことを、今後も引き続き、

ご尽力いただければと思っているところです。 

これで最後にしますけれど、これまでの事業所計画書制度、改めて計画書・報告書制度で

すね。こちらも、産業都市川崎市でどういった成果が出るのかっていうのは、とても重要な

ことだと思います。そして、中小企業にどこまでこういった制度の一部といいますが、これ

までにストックしてきたノウハウが、中小企業の方々にどれだけ行き渡るかっていうこと

も、地味ですけれど、ひょっとしたらとても大きいことかなと思っておりますので、ぜひそ

ういったところの制度充実に向けて、引き続きご尽力いただければというふうに思ってお

ります。以上でございます。少し長くなりまして、失礼いたしました。 

〇藤野部会長 

どうもありがとうございます。まさに条例改正の目的のところですね。ここはやはりすと

んと話が落ちるように。やはりこちらも何人かの委員の方も、昨年度の計画のところでお入

りいただいておりましたけれども、2030 年の 50%削減を実現させるためにはより強力な仕

組みを作らないと、少し間に合わないよねっていう認識もあったかなと思いますので、その

あたりをもっとクリアに、最初のところに謳う方が、より、なぜこれが必要なのかっていう

ところが伝わりやすいかなというのは、改めて思いました。ありがとうございます。 

はい。それでは平野委員、お願いします。 

〇平野委員 

取りまとめ、お疲れ様でした。 

コメント 3点ありまして、1つ目がですね、議論はもう十分に尽されたかなと思っていま

すし、よく反映していただいていると思います。 

○藤野部会長 

すみません、もう少しマイクに近づいてお話いただけますか。少しお声が小さくて。 

〇平野委員 

設定します。平野です、届いておりますか、大丈夫でしょうか。よろしいですか。 

取りまとめ、お疲れ様でした。 

コメント 3点ほどありまして、議論は十分尽くされたかというふうに思います。かつ、反

映していただいているので、良いものになっているというふうに思っております。 
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あとは、やはり走り出してみなければ分からないところが沢山あると思います。例えば評

価制度も、実際にやってみたらいろいろ齟齬が出たりとかですね、問題があったり、もしく

は上手くいくっていう可能性もありますし、色々なことが起きると思うので、ぜひとも柔軟

にその辺はですね、初めてのことですので、やり始めて以降に、運用面より洗練化させてい

ただければな、というふうに思っております。 

それから 2点目ですが、この報告書は全体的には拝読して分かるのですけれども、やはり

少し読んでいって、本当に伝わるのかどうかっていうのは再チェックしていただきたいな

というふうに思っています。例えば、69 ページの評価軸①のところで、「（例えば）」ってい

うふうに書いてあるところがあるのですけれども、「業種ごとに CO2 削減基準を設定し、対

象事業者の平均が A水準相当になったら目標達成できるような評価軸とし、2030 年度の CO2

削減量をアウトプットとする」というふうに、ずっと「、」でつながった長い文章があるの

ですけれども、いまいち読んで、いまだによく分からない感じがすると思います。 

例えば、「目標達成で事業の評価軸とし」、何を目標達成できるような評価軸とするのだろう

か、とかっていうふうに、この主語・述語の関係というか、きちんと読んで読み取れるかど

うかっていうところを、他のところも見ながらですね、もう一度、最後に確認していただけ

れば嬉しいなというふうに思っています。 

3 点目ですが、これはもう反映していただくのは、この議論を尽くしている段階でもう必

要ないのですけども、自動車に関してはやはり EVと FCV に少し偏っているかなというふう

に私は思っています、いまだに。EV ですと、例えば電源構成の問題が絡んできますし、そ

れから FCV ですと、水素は結局どの水素なのかって閾値の問題になってきて、温室効果ガス

削減ということに、きちんと結びついている指標かどうかというところが、EV、FCVの台数

だけでは少し読み取れないというか、それで本当に実現に繋がるのかっていうところに疑

問を感じるところがあるので、本当は燃費向上、それから小型化、それから使用減であると

かっていうふうな、もう少し本当は細かい指標が運輸に関しては必要なんじゃないかなと

いうふうに、いまだにちょっと思っているというところでございます。 

いずれにせよ、初めてで意欲的な取り組みだと思いますので、今後洗練させていくという

ことで、ぜひとも続けていただきたいなと思っております。以上でございます。ありがとう

ございました。 

〇藤野部会長 

どうも具体的にありがとうございます。特に 2 番目のところとか、あと 3 番目のところ

についても、今はこういう表記になっていますけれども、おっしゃるように走り出していっ

たときに、事業者の方の意欲を増すような項目が必要だと思いますので、ぜひ事務局のほう

受け止めて進めていただけたらと思います。どうもありがとうございます。 

それでは、村上委員、お願いできますでしょうか。 
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〇村上委員 

村上です。聞こえてますでしょうか。 

〇藤野部会長 

聞こえています。 

〇村上委員 

はい、ありがとうございます。委員会の議論の内容を丁寧に反映していただきまして、答

申案としては、適切に非常にまとまっているかと思います。ありがとうございました。 

私の方から、今回 2つの事業を今後実効あるものにするために、要望といいますか、こう

いったところをお願いできればというところを 2 点コメントさせていただければと思いま

す。 

まず前半の総合促進事業の部分で、今回義務ということで、やはりそれによってどれぐら

い自分たちが貢献できたのかということで、61 ページでしょうか、導入効果を入れていた

だいてありがとうございます。これ導入効果、目標値の約 36～43%相当ということで、ずい

ぶん貢献できるということは分かったのですが、この制度 1 と制度 2 合わせての話かと思

うのですが、どちらのインパクトが大きいのかというところがあるのですが、制度 1は建築

主自身の義務ですので、ある程度実行がしやすい方かと思うのですが、もし制度 2の方のイ

ンパクトが半分から大きいところですと、基本的には供給する特定建築事業者への義務で

すが、結局、事業者がそれぞれの色んな多くの建築主を説得しなきゃいけないってことがあ

りますので、やはり制度 2 におきましても、ただ単に特定建築事業者のみに、理解ですと

か、啓蒙を行うだけではなくて、やはり広く、そういった方々が供給する側ですかね、住宅

であったり、あるいは小さなビルがあるかと思うのですが、そういったものを作る建築士の

方々にもやはりこの制度を、きちんと啓蒙していただく必要があるのかなと思っておりま

す。 

2 つ目が計画書・報告書制度の部分で、こちらの方は 71ページに公表の仕方というのが、

考え方が出ているかと思うのですが、やはり今回の制度は事業者に取りましては、産業競争

力の強化に繋がるというところが、モチベーションになるかと思います。ですが、この強化

に繋がる部分は、おそらく公表されているものを、閲覧というか、見る側が意識しないと選

択の部分で、企業の強化に繋がりませんので、ぜひ、公表するホームページの部分ですね、

データをただ分かりやすく、見やすく公表するのみならず、この見ていただきたい趣旨とい

いますか、どういった観点でこれを見てください、というか。その辺の、見る側に対する何

か意識づけみたいなものも、うまく表現して公開していただけるとより実効のある制度と

して進んでいくのかなあ、というふうに感じました。 

ということで、私の方は今後こういった制度が実効あるものになる部分で、2点ほどを要

望ということでコメントを述べさせて頂きました。以上です。ありがとうございました。 
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〇藤野部会長 

どうもコメントありがとうございます。 

それぞれご指摘もあったので、まず導入のパーセンテージですね。こちらは基本、建物の

話かとは思うのですが、一応事務局から改めて、貢献するパーセンテージですね。 

〇石塚脱炭素戦略推進室担当課長 

ご意見ありがとうございました。 

今回、確かに 2,000 平米というところは、規模的には大きいのですが、年間の件数ではか

なり限られております。そういったところを踏まえますと、今回、キーとなります 2,000 平

米未満、ハウスメーカーさんに委ねる部分、こちらの効果が大きくて、今回の目標値のだい

たい 8割ぐらいは、いわゆる小規模・中規模が占めておりますので、こちらのインパクトが

強いといったところで、今回のこの義務の達成の如何というところはハウスメーカーさん

のご協力なくしてありえないというところでございますので、こちらの数字を今後うまく

活用しながら、市内のハウスメーカーさんのご協力を仰げるようにしっかり丁寧に説明を

していきたいと考えているところでございます。以上でございます。 

あわせて、当然、ハウスメーカーさんに限らず、実際の建て主さんに説明ということがご

ざいますので、当然メーカーさんだけではなくて、そちらを使っていただけるお客様も理解

いただけるように、しっかり説明の方をしていきたいと考えているところでございます。以

上でございます。 

○村上委員 

ありがとうございます。 

〇藤野部会長 

ありがとうございます。 

公表のところも、おそらく中小企業はこれからますますサプライチェーンの流れも、流れ

というかグローバルな、または大企業のサプライチェーンの脱炭素化の波の中で、やらない

と逆にリスクにもなりうるっていうところを、川崎の方でいち早くこういうような評価制

度を、これがそういう金融とか、そちらの方にも評価していただきながら、彼らを逆に成長

産業にするお手伝いするとか、そういった意味合いも、先ほど平野委員も走り出してみない

とわからないというところがありますけれども、そちらの方もやっていただけたらなと、今

の村上委員のご発言を聞いて思いました。どうもありがとうございます。   

それでは山下委員、お願いできますでしょうか。山下委員、まだ入られてないですね。分

かりました。では和合委員、お願いします。 
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〇和合委員 

聞こえていますでしょうか。 

〇藤野部会長 

聞こえています。 

〇和合委員 

今回の答申に、条例改正に関して僕自身としては、いち川崎に住む市民として参加させて

いただいて、特に専門的な知識も持っていない中で、これはどうやったら市民や事業者が、

分かりやすく理解できるんだろうなということを考えて参加していたのですけれども、当

初は自分自身も懐疑的にみながら議論に参加していく中で、やっぱり理解を得られうる内

容だと思っていて、あとはどう打ち出していくかだと思っています。専門的な、技術的な

PDCA を回していくのと、あとは事業者や市民に理解をしていただくっていう、両輪をこれ

からもうまくやっていく必要があるのかなと考えておりますので、引き続きよろしくお願

いできたらと思います。以上です。 

（１１時０５分 大川原委員退席） 

〇藤野部会長 

どうもありがとうございました。 

本当に市民、または一般の方、あと若い人の視点からですね、最初の方、この条例の改正

っていうのが念頭にありすぎて、これは何のためになっているのだろうな、とかどうやるの

だろうかっていうところが少しわかりづらいところが多かったところもあったところで、

本当に色々ご指摘いただいて、事務局の方も、今日は示していませんが、パワーポイントの

スライドもそれなりのボリュームで用意して、正しいエビデンスっていうのを示していく

っていうことも、もっと更に今後もやっていかないといけないところあると思うのですけ

れども、ぜひ引き続き、こういうプロセスにご参加いただいたっていうところの経験も含め

てですね、いろんな方に共有していただきつつ、ちゃんとうまく動いているのかみたいなと

ころも見届けていただけたらなと思います。ありがとうございます。 

それでは、大川原委員。お待たせいたしましたが、調整中ですかね、いらっしゃらない。

もし戻られたらご発言いただけたらと思います。 

では一応一通り、あと私の方としましては、そうですね、私が一応最後ですね。今回の答

申案につきまして、追加で今の答申案につきまして、ご意見ある方いらっしゃいましたらお

願いいたします。よろしいですか。ありがとうございます。 

私としましては、本当に皆様のご丁寧なご指摘を重ねてですね、ここまでまとまってきた

と。まだ不足のところ、今日ご指摘いただいたところがありますので、そちらの方を趣旨に
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かなうように、事務局と推敲していきたいと思いますけれども、基本の方針としてはこちら

の方、取りまとめさせていただけたらというふうに思います。 

大川原委員のコメントを頂けると良かったのですが、この議題 2の方は、答申案審議とい

うことで、決議する必要がありますので、もし間に合ったらご発言いただくかなと思うので

すが、基本としては冒頭申し上げましたけれども、川崎市の環境審議会ですね、こちらから

この脱炭素化部会での決議をもって、環境審議会の決議とすると。環境審議会の会長、佐土

原会長の方から、適切な日に市長の方に答申されるということになると思いますが、そうい

う委任をいただいておりますので、本部会での決議結果を、基本的にそのまま答申にさせて

いただきたいと思います。 

ご意見、各自いただきました。追加で付け加えると、特に目的とか、言葉の使い方とか、

残っているところがありますけれども、そちらの方を適切に変えさせていただきながら、概

ねこの答申案に沿って答申を行うということで、ご了解いただけたのかなと、私は受けとめ

ております。 

ということで、本日の議論を踏まえた修正をさせていただくということを前提にして、部

会長、私の方にご一任いただいて、事務局と調整の上、川崎市環境審議会の会長でいらっし

ゃいます、佐土原会長の方に、こちらの答申案をお持ちして、環境審議会の方でご審議をお

願いできたというふうに思いますけれども、そういう進め方でよろしいでしょうか。 

どうもありがとうございます。それでは、特にご異論なかったということで、誠にありが

とうございました。それでは、このように進めさせていただけたらと思います。 

では、3つ目ですね。議題 3 今後について、という所を事務局からご説明お願いします。 

〇内田脱炭素戦略推進室担当課長 

それでは、議題の 3番目の今後のスケジュールなどについてご説明させていただきます。

資料を共有させていただきます。こちら、今画面に映しておりますのが、これまで前回部会

でもお示ししましたスケジュールでございまして、今回が第 5回目でございまして、今回審

議で決定しました、という形になろうかと思います。 

そのあと、先ほど部会長からもありました通り、11 月に答申の方を進めていく予定でご

ざいます。日程でございますが、現時点で 11 月 1日に、福田市長の方に、佐土原会長から

答申の手交を行う予定でございます。 

また、今後についてですが、脱炭素化部会臨時委員につきましては、答申の日付、先ほど

申し上げました通り、現時点では 11 月 1 日ですが、日付で解職となりまして、部会は解散

するといったような形になります。 

また、行政の対応といたしましては、行政計画案について答申を踏まえて作成して、秋ご

ろにパブコメを実施いたしまして、年度末の条例改正を目指してまいります。 

また、次年度以降になりますが、技術検討会等により、その意見を検討しながら、条例改

正に基づき、規則・要綱・手引き・ガイドライン等の詳細検討を進めていくとしてございま
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す。また、制度等の進行管理につきましては、PDCA サイクルを基本として、具体的には、各

制度の進捗状況を年次報告書として取りまとめまして、川崎市環境審議会の方に報告・意見

聴取を行い、市ホームページで公表する、といったような段取りで考えてございます。 

議題の 3についての説明は、以上でございます。 

〇藤野部会長 

はい、ありがとうございます。何か今のご説明に対しまして、ご質問とか、ご意見があれ

ばですが。小林委員、ありますでしょうか。 

〇小林委員 

すみません、いつも意見ばかり言って。意見というか要望ですけれども、答申の方でも一

番末尾に広域連携といいますか、他の自治体との連携のことが書いてありますが、今回、特

に太陽光発電設備の住宅への導入に関する義務付けに関しては、東京都と轡を揃えて条例

改正してのぞむということでして、とっても良いことだと思いますが、ぜひ、今回の排出削

減の工場の計画の方につきましても、例えば、成果があまり上がらないようでしたら、むし

ろ、色んな都・県と連携をとって、その削減クレジットをやりとりしたりとかいうことで、

川崎市だけで厳しい政策をするのは、大変だというご懸念もあると思いますので、むしろ広

域的に、首都圏の中で対策を一緒にとるというような連携、神奈川県さんとか、東京都、あ

るいは千葉県、埼玉県は確か東京と少し組んでいらっしゃいますけど、そういったような運

用をぜひ目指して、必ず 2050 年脱炭素できるように頑張っていただきたいと思います。色々

ご指導ありがとうございました。 

〇藤野部会長 

どうも重要なご指摘ありがとうございます。他、ご意見なり、ご質問なりありますでしょ

うか。よろしいですか。 

大川原委員は、結局戻られてはいないですか。それでは、他、特にもしご意見、ご質問等

なければ、一応これで本日の議題、全て終了となります。 

それでは議事進行を事務局の方にお返しいたします。ありがとうございました。 

〇内田脱炭素戦略推進室担当課長 

ありがとうございます。この間、長期間にわたりまして、ご審議いただきまして、誠にあ

りがとうございました。当部会は、本日が最終回でございます。 

ここで皆様から一言いただこうかと思っていたのですけれど、先ほど皆さん、言っていた

だいたかと思うので、追加で何か一言申し上げたいという方がいらっしゃいましたら、お願

いできますでしょうか。 
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○藤野部会長 

でもせっかくなので、時間もありますので最後改めて。それに近いものになってしまいま

したが、改めまして。 

〇内田脱炭素戦略推進室担当課長 

それではすみません、また"あいうえお順"で、浦野委員、本当に一言、何かありましたら、

追加でお願いいたします。 

〇浦野委員 

もう特に話すことはありません。 

〇内田脱炭素戦略推進室担当課長 

ありがとうございます。次に小泉委員、お願いできますか。小泉委員、一言、何か追加で

あればお願いいたします。 

〇小泉委員 

小泉です。今後、パブリックコメントだとか色んな手続きで、私共の団体としても協力で

きるところは協力して取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうも

ご苦労様でした。 

〇内田脱炭素戦略推進室担当課長 

ありがとうございます。続きまして、小林委員、お願いできますでしょうか。 

〇小林委員 

ありがとうございます。色々沢山いつも言わせていただいて、反映いただきありがとうご

ざいます。 

いずれにせよ、条例でもって、きちっと地球を守る、言わば、地球市民の責任を果たすっ

てことはとても画期的なことで、規制的なことをやってくってのはやはり条例がないとで

きませんので、大いに頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。 

〇内田脱炭素戦略推進室担当課長 

ありがとうございます。続きまして、志水委員、お願いできますか。 

〇志水委員 

志水でございます。色々ありがとうございました。お世話になりました。 

先程も申し上げましたけれども、私どもの温暖化センターの方は、脱炭素に向けた取り組
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みということで、今後も継続的にやっていきますので、皆様方と協力しながらやっていきた

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

〇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。続きまして、平野委員、お願いいたします。 

〇平野委員 

これまで 5回にわたり、大変お世話になりました。ありがとうございます。 

私の方から 1 点だけ追加なのですけども、先ほどもデータ公表について少しお話しを委

員の方がされていたのですけれども、これについて追加でお願いしたいのは、3年程度を目

処に事業者の評価データを、というふうな話になっているのですけども、これもう少し長い

期間っていうのですかね。例えば事業者名をある程度伏せることもできますし、最終的には、

それからデータを丸めるっていうこともできますし、何らかの形で、長期的に川崎がどう変

わっていったのかというふうなことを追えるような形で公表し続けてほしい、というふう

に思っています。 

それから、その際にぜひ、「こういうデータを川崎は公表しているので、しかも先駆的な

例なので、研究とか使ってください」というふうな形で分かりやすく置いておき、さらに「何

か研究上分かったことがあったら、フィードバックしてください」みたいな形を設定してお

くと、非常になんていうのですかね、データを取ることの意義が社会的な貢献として活かさ

れてくるというところがあるので、データの公表については、もう少し手を加えて、その期

間を長くする等色々な配慮をしていただければなというふうに思っております。私も研究

者でやっぱり過去のデータを長く取りたいとかっていうところがあったり、エクセルのデ

ータでそれが欲しいとか色々あって、分析することがありますので、ぜひともそういう形に

していただければなというふうに思っております。 

いずれにしても先駆的な取り組みなので、どんなところを変えていったとかっていうこ

とも分かるように、公表していただければというふうに思っております。 

どうもありがとうございました。以上でございます。 

〇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。続きまして、村上委員、お願いできますでしょうか。 

〇村上委員 

村上です。どうもありがとうございました。 

特に追加のコメントはありませんが、今回の条例を含め、非常に他の自治体に対して参考

になる先導的なモデルかと思いますので、これが実効ある形で運営されていくことを期待

といいますか、祈念しております。どうも本当にありがとうございました。 
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〇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。続きまして、和合委員、お願いいたします。 

〇和合委員 

和合です。先ほども申しました通り、やっぱりこれからが市民とかが関わってくる段階だ

と思っていますので、引き続き何かしら関われたらいいなと思っています。よろしくお願い

します。 

〇内田脱炭素戦略推進室担当課長 

ありがとうございます。続きまして、馬場副部会長、お願いできますでしょうか。 

〇馬場副部会長 

馬場でございます。聞こえておりますね。どうも色々とお世話になりました。また、他の

委員も口々に言われておりましたけれど、非常に丁寧にご対応いただいて、大変良い運営だ

ったじゃないかなというふうに思っているところです。 

先ほど平野委員も言われましたように、私、この条例の実効性はどうなのかということは、

非常に気になっております。色んなものがオープンデータ化されてきていて、それを第三者

が活用して、実効性について計っていくというふうなことが、いろんな分野で試みられてい

るところかと思いますし、またそういった結果をしっかりデータを提供されている元にフ

ィードバックしていく。そういうふうなときに、ナッジのような行動経済学的な数字の見せ

方に変えると、もっと行動変容の効果が高まるといったところも非常にあると思うのです。

ぜひそこも含めて、先駆的な条例の運用、制度の運用というものもご検討いただければとい

うふうに思います。以上です。どうもありがとうございました。 

〇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。では、最後に藤野部会長、お願いいたします。 

〇藤野部会長 

本当に 5回にわたりまして、どうもありがとうございました。拙い議事進行で、皆さんに

助けていただいて、なんとか答申の案がまとまるということで、本当にありがとうございま

す。 

もう脱炭素待ったなしというところで、しっかりと条例を改正して、再エネなり、省エネ

も裏に入っていますけれども、進む仕組みを明示できたということは、意義が深いのではな

いかと。東京都が先導してやっていたところもあったのですけれども、東京都だけだと、「あ
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あ東京都だからできるよね」っていうところが、川崎市もかなり近い制度をこういうふうに

皆様のご協力の中で、ご審議の中で、川崎市に合った仕組みにしていくっていうことが、今

回できたというのは意義深いかなと思います。 

また、皆さんご指摘の通り、今後ですよね。来年度施行して、再来年度本格実施するって

いうところで、やはり上手くいかしていくっていう強い意志、事務局に相当強い意志がある

というふうに、今回の 5回の部会を通じて本当に私もひしひしと、事務局の強い気持ちを感

じたところがありますけれども、事務局だけでもこの制度は動かないので、今回色々貴重な

ご意見いただきました委員の皆様方、周りの方々が、やっぱこれやらないといけないよね、

やったらこんな良いことあるよね、大変なところあるけれども、やっぱりこれは意味がある

よね、または意味があるふうにするにはさらにこういうふうに改善していった方が良いよ

ね、というところは、この制度自体の PDCA っていうのですかね、上手く回していくってい

うことも非常に重要かと思いますので、各委員の皆さんおっしゃっていただいたように、や

っぱりここの今回の第 5 回で 1 回増えましたけれども、ここで議論したっていうことに意

味があって、来年度、再来年度、2030 年、2050 年、やっぱりこれがこう繋がったねと。正

直言って、今回の条例の改正だけで全てができるわけではないので、今後、さらなる打ち手

っていうのは必要になってくるとは思うのですけれども、まずでもこの第一歩っていうの

が、非常に重要だったのかなというふうに思いまして。そういうところで、すみません、お

役目が十分果たせたかっていうのはあるのですけれども、本当に皆様の真摯なご意見をい

ただいて、それを事務局が一つずつ丁寧に対応してここまできたということで、本当にもう

感謝しかありませんけれども、まずこの第 5回の部会、議事進行させていただき皆様のご協

力、本当にありがとうございました。 

また、この制度がきちんと動くというところを応援というか、参加というかですね、させ

ていただけたらというふうに思います。本当にありがとうございました。 

〇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。 

それでは、私どもの室長でございます井田より、最後閉会にあたりましてご挨拶させてい

ただきます。 

〇井田脱炭素戦略推進室長 

皆様、本日は取りまとめいただきまして、誠にありがとうございました。藤野部会長、馬

場副部会長、また各委員の皆様にはこの間、活発なご議論をいただきまして、誠にありがと

うございます。 

今回いただきました取りまとめ、答申として、最後部会長と調整させていただきますけれ

ども、きちんと受け止めのほうさせていただきまして、行政として今後、この答申を元に考

え方ということを示していきたいというふうに考えているところでございます。 
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その後ですね、当然、市民の方々、事業者の方々に、広くこの仕組み・制度のご理解をい

ただくということが重要になってございますので、議会をはじめ、関係の皆様方に丁寧なご

説明の方を進めさせていただければというふうに思ってございます。 

制度を作ってもですね、やはり実効性をどう高めていくかということが重要でございま

して、その実効性を高めるためには、市民・事業者の皆様のご協力なくして進むことはない

というふうに思っているところでございます。 

この間、事務局においても、色々ご指摘いただきながら、悩み苦しみながら、資料の方を

作成して参ったところではございますけれども、こういった取り組みは、引き続き、市民・

事業者の方々に呼びかけていかないといけないというふうに思っているところでございま

す。 

最後の方で、データの活用の仕方みたいなところをいただきまして、大変貴重なお話かと

思ってございます。やはり皆様が、データとか施策の見える化といったところで、制度の理

解を深めていくためには、有意義なことかと思ってございますので、そういったことも引き

続き検討して、市民・事業者の皆様のご理解いただきながら、制度が実効できるように頑張

っていきたいというふうに思ってございます。 

また、小林委員からも他都市との連携というようなお話がありましたけれども、まさに事

業者の方々だけにイノベーションを求めるわけではなくてですね、行政自身も施策のイノ

ベーションを進めていかなければいけないかと思ってございます。運用しながら、色々より

良い制度に、イノベートしていくということが環境行政を進めていく上では、重要かという

ふうに思ってございます。今後、要所、要所、行政の考え方を取りまとめた段階ですとか、

パブリックコメントを取った結果の段階ですとか、また引き続き、情報提供のほうさせてい

ただければと思ってございますので、その都度、何かお気づきの点があれば、お声掛けいた

だければ幸いでございますし、引き続きのご協力を賜れればと思ってございます。 

本当に、4回のお約束ところを、1回延びまして 5回ということで、長きにわたりご協力い

ただきまして、ご審議いただきまして、ありがとうございました。またこの間、個別のヒア

リングなどにもご対応いただきまして、お時間を頂戴し、誠にありがとうございました。し

っかりと受けとめて、今後、行政施策の方にしっかりと対応してまいりたいと思いますので、

引き続き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。 

〇内田脱炭素戦略推進室担当課長 

本日の部会につきましては、これで終了させていただきます。 

委員の皆様、長期間にわたりご審議いただきまして、本当にありがとうございました。以

上でございます。 

11 時 33 分閉会 


