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会 議 録 

１ 会議名  平成２９年度第２回木更津市環境審議会  

２ 開催日時  平成３０年１月１１日（木）午後２時から午後３時まで 

３ 開催場所  木更津市役所駅前庁舎  ８階防災室・会議室  

４ 出席者名  

委員：岡田貴志、田中紀子、大日方信幸、神田豊彦、手塚一郎、冨沢道博、 

山口仁、湯谷賢太郎、市川悟、和田美代子、山口和江、山口守弘、川  

島幸雄、加藤正道、小川文雄、山本浩史  

事務局： 星野治雄（環境部長）、時松和弘（環境部次長兼環境管理課長）、

平野義視（まち美化推進課長）、加藤聖二（環境管理課副主幹）、  

長谷川和弘（環境管理課主任技師）、高橋菜実（環境管理課主事） 

５ 議題等及び公開又は非公開の別  

・環境審議会の設置目的及び審議事項について(公開 ) 

・副会長の選出について（公開） 

・報告事項  

（１）第３次木更津市地球温暖化対策実行計画（案）について（公開）  

（２）その他  

６ 傍聴人  ０名（定員１０名） 

７ 発言の内容  以下のとおり 
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【司会】本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましては、平成２９年度第２回

環境審議会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

それでは、只今から、第２回目の木更津市環境審議会を開催いたしま

すが、会議に先立ちまして、事務局の紹介をさせていただきます。  

私、本日の司会を務めさせていただきます、計画・保全担当総括の加

藤聖二でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 【事務局職員紹介】 

 

続きまして、本日の資料を確認させていただきます。 

事前にお配りしてございます、「会議次第」、「委員名簿」、「資料１  第３

次木更津市地球温暖化対策実行計画（案）」、「資料２ 第２次木更津市

地球温暖化対策実行計画」、「資料３  第２次実行計画との変更点」、

「資料４ 項目別目標値  比較表」、「市長から会長に対し審議会の開催

をお願いした文書の写し」をお席に置かせていただいております。  

過不足がございましたらお知らせ下さい。 

 

【司会】それでは、これより会議に入りますが、木更津市審議会等の会議の公

開に関する条例第３条「審議会等の会議は、これを公開とする。」の規定

により、審議会は原則公開となっております。 

また、会議録につきましても、市のホームページ及び市役所朝日庁舎

の行政資料室において、公開することとなっておりますので、あらかじめご

承知おき下さいますよう、お願いいたします。 

 

なお、本日の審議会は、委員１７名中、１６名のご出席をいただいてお

り、過半数に達しておりますので、「木更津市環境審議会規則」第３条第

２項の規定により会議は成立しております。 

 

ここで、会長からご挨拶をいただく前に、今回、委員の一部に交代がご

ざいましたので、ご報告をさせていただきます。 

この度、斉藤高根委員より６月８日付けで辞任願いが提出されました

ことから、後任と致しまして、岡田貴志さまがご就任されました。任期満了

まで、残り約１年の任期となりますが、よろしくお願いいたします。  

 

それでは、審議会の開催にあたりまして、神田会長から、ご挨拶をいた
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だきたいと存じます。 

神田会長、よろしくお願いいたします。 

 

【神田会長あいさつ】 

 

【事務局】ありがとうございました。 

続きまして、本来であれば市長である渡辺から皆様にご挨拶させてい

ただくところでございますが、所要により本日の出席がかないませんでし

たので、星野環境部長からご挨拶申し上げます。 

星野部長、お願いいたします。 

 

【市長挨拶代読】 

 

【事務局】ありがとうございました。 

それでは、木更津市環境審議会規則第３条第１項の規定によりまして、

ここからは会長に議事進行をお願いいたします。 

神田会長、よろしくお願いいたします。 

 

【会長】それでは、会議を始めさせていただきます。 

では、はじめに、「木更津市審議会等の会議の公開に関する条例」施

行規則第６条の規定により、会議録の内容について審議会等が指定し

た者の確認を得ることとなっておりますので、会議録署名委員を２名選出

したいと思いますが、いかがいたしましょうか。 

意見がないようですので、会長一任でよろしいでしょうか。 

 

【「会長一任」の声】 

 

【会長】ありがとうございます。会長一任、との声がありましたので、私から指名

させていただきます。 

      山口守弘委員、川島幸雄委員にお願いしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

それでは、次第に沿って進めさせていただきます。 

はじめに、（１）の副会長の選出についてでございます。事情は先ほど

申しあげたとおりですが、木更津市環境審議会規則  第２条第１項の規  
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定により、「審議会に会長及び副会長を各一人置き、委員の互選により

これを定める。」こととなっております。選出方法は、色々とございますが、

いかがいたしましょうか。 

 

【「事務局一任」との声】 

 

【会長】ただいま、「事務局一任」、とのご提案がございましたので、他にご意見

がないようでしたら、委員各位のご賛同をいただき、事務  局の推薦によ

り副会長を選出したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【「異議なし」の声】 

 

【事務局】はい。 

それでは事務局のほうから推薦という形でご提案させていただきたいと

思います。これまでの慣例ということでございますが、毎回木更津市の市

議会議員の方２名を審議会の委員ということで、お願いをしております。  

市の建設経済常任委員会の委員長、副委員長の方に出ていただいて

おりまして、市議会との連絡調整、情報交換がスムーズということで毎回

常任委員会の委員長さんにお願いしているところです。そういった意味で、

今回新たに委員になっていただきました岡田委員に副会長をお願いでき

ればと思っております。 

 

【会長】只今、事務局より副会長に「岡田貴志」委員の推薦がございましたが、

他にご意見はございますか。 

 

【「異議なし」の声】 

 

【会長】異議なしとのご発言がありましたので、ご賛同いただけたものとし、副会

長に岡田貴志委員を選出いたします。 

選任されました岡田委員におかれましては、ご多忙中の折、誠に恐縮

に存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、岡田副会長、ご挨拶をお願いいたします。 

 

【岡田副会長あいさつ】 
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【会長】ありがとうございました。 

それでは、次の議題（２）「第３次木更津市地球温暖化対策実行計画

（案）」を議題に供します。 

まず、事務局に計画（案）の内容について、説明を求めたいと思います。

事務局、どうぞ説明をお願いします。 

 

【事務局】それでは、第３次木更津市地球温暖化対策実行計画（案）について

ご説明させていただきます。 

お手元の資料１：第３次木更津市地球温暖化対策実行計画（案）をご

覧下さい。 

 

第３次木更津市地球温暖化対策実行計画は、木更津市が事務所とし

て温室効果ガス排出量の削減に取り組むための計画となります。 

 

まず１ページ目ですが、第１章  これまでの経緯と取組状況として、（１）

国際社会と日本の取組、（２）千葉県の取組、（３）木更津市の取組と評

価結果について記載しております。 

 

国際社会と日本の取組についてですが、平成９年に開催された国連

気候変動枠組み条約の第３回締約国会議（通称ＣＯＰ３）で京都議定書

が採択されたことにより、平成１０年に「地球温暖化対策の推進に関する

法律」が制定され、わが国においては温室効果ガス排出量を平成２年と

比較して６％削減することとなりました。 

また、平成２７年のパリ協定にて、長期目標として気温の上昇を２℃に

設定し、１．５℃に抑える努力を追及することなどが盛り込まれたことによ

り、日本としても中期目標として平成４２年までに平成２５年度比で２６％

削減、長期目標として平成６２年までに８０％の温室効果ガスの削減を目

指すことを位置づけました。 

 

次のページにいきまして、千葉県の取組ですが、千葉県では平成１２

年に「千葉県地球温暖化防止計画」を策定、平成２５年度からは「千葉

県庁エコオフィスプラン」を策定し、県自らの事務・事業による温室効果ガ

スの排出削減に向けた取組を実行し、推進に努めています。また、パリ

協定の採択に合わせ、県民や事業者等を対象とした「千葉県地球温暖

化対策実行計画  こつこつスマートプラン」を策定しています。 
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次に、木更津市における取組と評価結果です。本市では｢地球温暖化

対策の推進に関する法律｣に基づき、平成１２年度に｢木更津市地球温

暖化対策実行計画｣を策定しました。 

第１次計画期間中に、廃棄物焼却炉の停止や一部施設の譲渡など、

状況の変化があったことから、計画期間を２年延長したのち、平成２０年

３月に｢第２次木更津市地球温暖化対策実行計画｣を策定しました。 

本来であれば、第２次計画の期間は平成２０年度から２４年度までの５

年間でしたが、平成２３年３月に起こった東日本大震災と、それに伴う東

京電力㈱福島第一原子力発電所の事故により国や県の動向が決定し

ていないこと、第２次計画の目標が未達成であることから、計画期間を平

成２９年度まで延長しています。 

 

３ページにいきまして、表１－１は第１次及び第２次実行計画の計画期

間及び削減目標を示したものになります。また、表１－２は第２次実行計

画における市職員が行う措置における目標となります。第１次実行計画

の目標を達成した項目については、基準年度を上回らないこと、目標が

未達成だった項目については、目標値を引き継いで設定しております。  

４ページにいきまして、評価結果です。本市における温室効果ガス総排

出量の推移を示したものが図１－１となります。 

本市では、平成１７年度までクリーンセンターで廃棄物を焼却しており、

それまでは温室効果ガスの大部分が電気の使用と廃棄物焼却に由来す

るものでした。 

平成１８年度にクリーンセンターの焼却炉を停止した後は、本市の温

室効果ガス排出量は劇的に下がりましたが、健康増進センター（いきいき

館）や、学校給食センターなどの施設が相次いで稼動を開始したことや、

東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、電気の使用

に係る温室効果ガスの排出係数が増加したことにより、近年は排出量が

増加しております。 

 

次に、５ページにいきまして、図１－２が平成２８年度における温室効果

ガス排出割合を示したものです。 

図のとおり、電気の使用によるものが７８．８％、燃料の使用によるもの

が１６．５％、下水処理に係るものが４．３％を占めており、この３項目で全

体の９９．６％となっています。 

また、温室効果ガスの主な排出源である電気使用量及び都市ガス使
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用量の推移を示したものが、図１－３となります。 

先程、説明しましたとおり、平成１８年度にクリーンセンターの焼却炉を

廃止した後、電気使用量は削減されたものの、いきいき館のオープンに

伴い都市ガスを使用することとなったことから、都市ガス使用量が増加し

たものとなります。 

これらの結果を取りまとめたものが、６ページの３にあります項目ごとの

目標に対する結果となっています。 

平成２８年度は、電気使用量、ガス使用量、自動車燃料使用量及び

用紙使用量の４項目で目標を達成できませんでした。主な要因としまして

は、基準年度と比較して施設数が増加したこと、電気の使用に係る温室

効果ガスの排出係数が増加したことが挙げられます。 

A 重油・灯油使用量及び水道使用量は目標を達成しました。特に水

道使用量は第２次実行計画実施以来減少傾向にあり、平成２８年度は

前年より１．３％の減少となりました。 

 

７ページにいきまして、第２章  第３次実行計画の基本事項となります。 

新たな実行計画を策定するにあたり、目的や計画の位置づけ、実施期

間、温室効果ガス排出量の削減目標等を設定いたしました。 

主な変更点につきましては、資料３にとりまとめており、この後ご説明い

たします。 

 

まず、（１）目的ですが、木更津市も温室効果ガスを排出する事業所で

あり、削減に取り組む必要があることから、本市が行う事務事業に関し、

温室効果ガスの排出を抑制することを目的といたします。 

 

（２）位置づけについて、本計画は「地球温暖化対策の推進に関する法

律」に基づく地方公共団体実行計画となります。また、平成２７年度に策

定した「第２次木更津市環境基本計画」の基本施策である地球温暖化

対策を実施するための計画となります。 

 

（３）基準年度及び計画期間ですが、庁舎の移転に伴い、新庁舎の温

室効果ガス排出量の算定が可能になるのが、平成２８年度からであるた

め、基準年度を平成２８年度とし、計画期間を平成３０年度から平成３４

年度までの５年間といたします。ただし、社会情勢の変化等に対応するた

め、必要に応じて見直しを行います。 
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（４）対象となる温室効果ガスですが、｢地球温暖化対策の推進に関す

る法律｣では、対象となる温室効果ガスを二酸化炭素、メタンなどの７種

類としております。そのうち、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄、三フッ

化窒素については本市ではほとんど発生しないこと、排出の実態把握が

困難であることから、対象から除き、４種類とします。 

 

８ページにいきまして、（５）排出係数及び地球温暖化係数です。排出

係数とは、活動量当たりの温室効果ガス排出量になります。地球温暖化

係数とは、二酸化炭素を基準として、他の温室効果ガスにどれだけ温暖

化する能力があるかを表した数字となります。 

表２－１に基準年度の排出係数を示します。第２次実行計画では年度

ごとの排出係数により温室効果ガスを算定しておりましたが、温室効果

ガス排出量の大部分を占める電気使用量の排出係数が毎年大幅に変

動しており、外部要因により排出量が左右されることから、新たな計画で

は基準年度の排出係数を一貫して使用することといたします。 

１０ページにいきまして、地球温暖化係数については表２－２に示すと

おりです。 

こちらの係数も基準年度の係数を一貫して使用いたします。 

 

（６）算定方法ですが、温室効果ガスの排出量は活動量に排出係数を

乗じて算出いたします。ただし、温室効果ガスの種類によって温室効果の

程度が異なることから、二酸化炭素相当量に換算するため、地球温暖化

係数を乗じます。 

 

（７）対象施設ですが、第３次実行計画では出先機関を含め市が管理

する全ての施設及び指定管理者による管理施設を対象とします。また、

基準年度以降に施設が新設された場合は、その施設も対象といたします。 

 

続いて１１ページにいきまして、第３章  目標及び配慮事項です。 

第３次実行計画では第２次実行計画に引き続き、数値化して評価できる

温室効果ガス総排出量及び項目ごとの目標を設定するとともに、数値化

が難しい目標については配慮事項として整理しました。 

 

（１）総排出量の目標ですが、本市ではこれまで昼休みの消灯や照度
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管理等によるエネルギー使用量の削減、照明やＯＡ機器等における省エ

ネルギー設備の導入、グリーン購入の推進等により温室効果ガスの削

減に取り組んでまいりました。しかしながら、第２次実行計画の目標を達

成できなかったことや、千葉県の計画である「千葉県庁エコオフィスプラ

ン」の削減目標が８％であることから、本市においては平成３４年度まで

に、基準年度比で８％の削減を目標として定めます。 

なお、計画期間中に総排出量に影響を与える規模の新たな排出源と

なる施設が稼動した場合には、稼動後の状況を確認した上で総排出量

の目標の見直しを検討いたします。 

 

（２）項目ごとの目標ですが、温室効果ガス排出量を抑制するための取

組は、電気や燃料等の省エネルギーを推進することと同義であるため、

省エネルギーに関する項目について、個別に目標を設定します。１点訂

正がありまして、１２ページの表３－１の目標値の括弧に目標年度より

○％削減とありますが、正しくは基準年度の誤りとなります。修正場所で

すが、表３のうち電気使用量の目標値のところで９０００ｔＣＯ２以下そのあ

とに括弧目標年度より８％削減とあるんですが、これは目標年度ではなく

基準年度の誤りということで、よろしくお願いいたします。 

 

      続きまして、（３）配慮事項ですが、温室効果ガスの排出量を削減する

ためには、職員一人ひとりの環境への配慮意識の向上が重要であること

から、定量的に把握できないものの、間接的に温室効果ガスの削減に寄

与する取組について、配慮事項として設定いたしました。配慮事項の項

目は別表「配慮事項一覧」に示すとおりです。第３次実行計画の配慮事

項は取組項目を４つに分け、それぞれの項目ごとに取組内容を記載して

います。 

 

１３ページにいきまして、第４章  推進・評価及び公表になります。 

（１）推進体制について、第３次実行計画を推進するとともに、取り組み状

況を評価するため、木更津市庁内地球温暖化対策推進会議設置要綱

に基づき、木更津市地球温暖化対策推進会議を組織するとともに、各課

等から地球温暖化対策推進委員を選出し、市全体で地球温暖化対策に

取り組みます。 

 

（２）評価及び公表について、第２次実行計画に引き続き、年度ごとに
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温室効果ガス排出量や、項目ごとの使用実績を算出し、評価結果を推

進会議で報告するとともに、ご審議いただいた後、ホームページ等で公表

いたします。 

また、必要に応じて計画の見直しを行うこととします。 

以上が、資料１、第３次実行計画（案）の説明となります。 

 

続きまして、資料３、第３次実行計画（案）における第２次実行計画と

の変更点について説明いたします。 

まず、目的ですが、第２次実行計画では温室効果ガスの排出の抑制

及び市民への啓発、情報提供を行うことにより意識の向上や活動推進

の支援を目的としておりましたが、第３次実行計画では市民への啓発・情

報提供等については削除しております。  

この理由といたしまして、今回新たに策定する計画は事務事業編であ

り、木更津市役所が排出する温室効果ガスの削減に特化した計画とす

るため、市民への啓発等を削除しました。市民への啓発等については、

第２次木更津市環境基本計画の中で、市民や事業者の温室効果ガス

削減への取組等について記載しております。 

 

続きまして、対象とする温室効果ガスの種類については、先ほど説明

したとおり、規定されている７種類のうち、パーフルオロカーボン、六フッ化

硫黄、三フッ化窒素については本市ではほとんど発生しないため、対象

から除きます。 

 

温室効果ガスの排出係数について、第２次実行計画では年度ごとの

最新の排出係数を使用していましたが、第３次実行計画では基準年度

の排出係数を引き続き使用いたします。 

この理由といたしまして、排出係数は年度ごとの変動が大きく、基準年

度との比較が困難になることから、対策の削減効果を明確にし、進行管

理を効果的に行うため、基準年度の排出係数を一貫して使用いたします。

ただし、公表の際には、実際に排出した量を把握するために、年度ごとの

排出係数で計算した温室効果ガス排出量を併記いたします。 

 

総排出量の目標について、第２次実行計画では基準年度を上回らな

いこととしておりましたが、第３次実行計画は基準年度から８％削減を目

標としました。これは、千葉県の地球温暖化対策実行計画である千葉県
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庁エコオフィスプランの削減目標が８％であることから、千葉県の目標値

に合わせたものとなります。 

 

対象とする施設について、第２次実行計画では項目ごとの目標で浄水

場、クリーンセンター、下水処理場を除いておりましたが、市が事業所とし

て排出する温室効果ガスに変わりはないということと、これらの施設は温

室効果ガス排出量が多く、設備の更新等により排出量の削減を図ること

が可能であると考えられることから、第３次実行計画はこれらの施設を含

め、市が所管する全ての施設を対象といたしました。 

 

対象とする項目について、第３次実行計画では定置式ディーゼル機関

における軽油・A 重油使用量及び農作地、家畜における項目を削除いた

しました。近年は定置式ディーゼル機関及び農作地等からの排出量はほ

とんどなかったことから、今回の計画では削除いたしました。 

 

配慮事項について、取組項目の統合や、取組内容の見直しにより６項

目１４種類から４項目８種類へ削減しました。 

 

以上が資料３、第３次実行計画案と第２次実行計画の変更点になりま

す。 

 

続いて、資料４に項目別目標値における第２次実行計画との比較につ

いて説明いたします。 

第２次実行計画では項目別の目標として、電気使用量、ガス使用量、

A 重油・灯油使用量、自動車燃料使用量、水道使用量、用紙使用量、

低公害車の導入の７項目について目標値を設定いたしました。それに対

し、第３次実行計画案ではガス使用量、A 重油・灯油使用量を統合し燃

料使用量としたこと、低公害車の導入を削除したことにより５項目といた

しました。 

低公害車の導入については、近年導入している車両は消防車等の特

殊車両を除き全て低公害車を導入していることから、個別の目標として

の掲載を取りやめましたが、低公害車の導入は第２次木更津市環境基

本計画の施策の１つであることから、今後も継続していきます。 

電気使用量については、先ほど説明いたしたとおり、浄水場、下水処

理場、クリーンセンターの電気使用量は除いておりましたが、第３次実行
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計画では個別目標に加えることとしました。 

目標値は過去の実績や千葉県の施策等を考慮し設定しております。

水道使用量、用紙使用量は直接温室効果ガス排出量に影響を与えるわ

けではありませんが、省資源やリサイクル等の取組についても間接的に

寄与することから、目標を設定いたします。 

以上が資料４ 項目別目標値の説明となります。 

 

最後に、今後の予定といたしまして、この審議会でいただいたご意見を

基に計画案の修正を行ったのちに、庁内組織である木更津市庁内地球

温暖化対策推進会議にて意見を頂く予定となっております。推進会議で

出た意見により最終調整を行い、第３次木更津市地球温暖化対策実行

計画の策定といたします。 

 

以上で第３次木更津市地球温暖化対策実行計画（案）の説明となりま

す。 

      ありがとうございました。 

 

【会長】ただいまございました事務局からの説明に、ご質問、ご意見等はござい

ますか。 

 

【田中委員】資料４のところで、第２次実行計画の電気使用量のところは浄水

場、下水処理場、クリーンセンターを除くということで、今度はそれも加え

るということですが、今までの説明の中で第３次実行計画は指定管理も

含むとあったので、第２次には指定管理施設も入っていたのでしょうか。

教えてください。 

 

【事務局】すでに指定管理になっているものは、第２次の時に反映されています。 

 

【田中委員】はい。 

続いてお聞きします。第３次のところに小学校・中学校・その他というと

ころで、具体的に書いてあります。ということは、これは２８年度実績なの

で、２８年度の実績の電気使用量のなかにはこれが含まれているというこ

とでしょうか。 

含まれているのであれば２８年の第２次実行計画の２８年度実績報告

にも具体的に書くべきだと思いました。というのも、第３次の電気使用量
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の目標というのが、第２次実行計画の４８９３ｔと浄水場の１９１７ｔ、下水

処理場の２１７７ｔ、クリーンセンターの７５７ｔを足したものが、９８０６ｔだと

思います。小中学校とその他を足してしまうと、２８年度の内容を足すとそ

れはすでに含まれていたことになり、違うのでは。 

全部足すと９８０６ｔの計算は浄水場と下水処理場とクリーンセンター、

そして２８年度実績の４８９３ｔですよね。それを足すと９８０６ｔになりますが、

小中学校その他の数字を足すと異なる数字になってしまうと思います。 

 

【事務局】４８９３ｔというのが小学校中学校その他この３つを足したものです。  

 

【田中委員】これがそうですか。わかりました。理解不足ですみません。表示を

少々変えていただけるとさらに良いです。 

小学校が今度統合されますよね。そうすると、ここに具体的に小学校

の数値を書いたということは、今後統合された時に電気使用量が下がる、

そして見直す時にどのぐらい見直したら良いかという参考になるので、書

いてあるということでよろしいですか。 

 

【事務局】そうです。今の段階でどの程度減るということはわかっておりません

ので、とりあえず、基準になっているということです。 

 

【手塚委員】資料１の４ページの実行計画の評価結果ということでグラフをわか

りやすくお示しいただいていますが、基準年度と単年度でどのくらい達成

できているか、オーバーしているのかという推移を、グラフを見ればイメー

ジを掴めるのですが、数値を出して推移表にしていただいて、それを明記

していただいた方がよりわかりやすいのではないかと思います。 

県内の他の自治体も書面を見ましても、推移表を数値でつけています

ので、対基準年度でマイナス何パーセントなのかプラス何パーセントなの

かというのを単年度でも示していただいた方が良いのではないかと思いま

す。これは意見になります。 

次に質問ですが、資料１の１２ページで、目標値の排出量の中なのです

が、その排出量の目標については８パーセント削減するということで出し

ていただいていまして、項目別も具体的な数値が出ていますが、木更津

市では実行部門別の削減目標というのはなさらないのでしょうか、 

それともなさるけれども、計画書というなかには載せないということでしょ

うか。全体で８パーセントというのは目標というのはわかりますが、それよ
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りも、木更津市の中で削減を実行する部門が分かれるわけですよね。そ

れぞれの部門別になにか目標設定というものは設けないのでしょうか。 

 

【事務局】今回の目標設定では項目別の目標を設定するということで、部門別

には設定しておりません。 

 

【手塚委員】環境省策定のマニュアルだと実行部門別の目標を設定することで

明確化することを推奨しているようなものもありますので、参考にして検討

していただけたらと思います。 

１３ページの推進体制につきまして、組織体制の構成員を図式化して

示していただきたいです。体制図の形で示していただきたいと思います。  

例えば、温暖化推進会議に関しては要綱があってそれに基づいて設置

されていますが、その要綱自体を計画に載せるわけではないと思いますし、

要綱自体を例えばホームページで計画を策定して公表しても、要綱自体

はそれとあわせて公表しても読まれない可能性が高いわけです。そうなっ

た時に、推進会議というのは誰がメンバーでどういう構成になっていて、ど

の部署がどう連携しているのか、そもそもメンバーが誰なのかというのは、

庁内組織なので、事細かにという必要はないと思います。 

しかし、これも他の自治体の実行計画が先に策定されているものを何

件か見ましたが、この点については体制表という図式の形で示していると

ころがほとんどでしたので、木更津市も図をつけていただければわかりや

すいと思います。 

 

【事務局】はい、わかりました。 

 

【事務局】言われた４ページの数値表の明示ということであれば、前年度分を

一括して、増減がわかるように色々な表示をすると更に良いということです

ね。 

あと１２ページの部門別ということで色々ありますけども、別表の配慮事

項一覧表という中で、どこの部門がどういう風にというわけではありません

が、これらに基づいて計画を立てて対応していきます。ただ部門別であれ

ばそちらの方が良いということですね。 

また最終的に言われた１３ページの審議会のメンバーなど、どのような

組織になっているのか標記をした方がよろしいのではないかということです

が、こちらの方で内容を確認していきたいと思います。 
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【手塚委員】補足させていただいてよろしいですか。部門別の目標設定は、強く

お願いするというものではなく、申し上げたのは、例えば８パーセントという

全体目標が設定されていたとしても減らしやすい部門も減らしにくい部門

も当然あるわけです。 

そのことに鑑みた時に部門別の目標もある方が、より合理的な削減に

繋がるのではないかという趣旨で申し上げましたので、強くお願いすると

いうわけではありません。 

 

【事務局】わかりました。 

 

【手塚委員】図表として組織表を載せてほしいと申し上げたのは、例えば木更

津市の地球温暖化対策推進会議の責務者が誰なのかというのが、誰な

のかわからないわけです。他の自治体との照らし合わせで、おそらく市長

ということになるだろうという気はしているのですが、そのようなことも含め

て、この会議における責任者が誰で、どの部署、例えば地球温暖化対策

推進員というのも、これは要するに各課から指名してメンバーが集まると

いうイメージだと思いますので、それがわかるような簡略な図が載った方

がおそらくイメージを持ってもらえるという趣旨ですね。お願いいたします。  

 

【事務局】わかりました。ありがとうございます。 

 

【会長】他に何かございますか。 

 

【湯谷委員】温室効果ガスの排出係数ですが、第３次実行計画では基準年度

の排出係数を固定して使うということですが、おそらく今原発が動いたり動

かなかったりするので、年によって係数が動くので、節電努力が見えなくな

るということで、固定して使おうということだと思いますが、そうするとそれ

が果たして実態をちゃんと反映した数値として出てきているのかなという疑

問がありまして、むしろ単年度ごとに排出係数は使いつつ、電力が大きい

ので、電力は別途表示する方がむしろ現状を正しく表示して、かつ市の努

力が見えると思います。 

逆に今後原発大きく動きますと係数大きく減って、本市だけ全然努力

が見えないという逆の効果もあるので、そのあたりをどう考えていますか。 
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【事務局】ご指摘の排出係数の使い方については、内部でも議論がございます。

おっしゃるとおり、毎年の排出係数を使用したものでないと年度の排出量

が正しいものになりません。一方でいくら節電の努力をしても排出係数が

少しでもずれると、例えば努力をしたものが丸々隠れてしまうという話があ

って、どのように記録したら良いのかというところです。 

個別の目標については固定の排出係数で算出して、どのくらい努力が

できたかという形にし、それとは別に相対の総排出量については最新の

排出係数を使用し、今年度は市役所全体でこのくらいだと。この数値はこ

のぐらいで出したという用には最新の係数を使用するということで、とりあ

えず考えています。      

中で詳しく見ていくとズレが出てきます。そのズレを市民の方に理解し

ていただくために、どのような表現の仕方をしていけば良いかというのは

検討中です。 

 

【会長】他には何かありますか。 

 

【田中委員】１３ページの最後のところですが、評価および公表後、点検・評価

や計画の見直しについて審議を行ったのち、木更津市ホームページで公

表するとあります。第２次のところでは、協議し、決定するとともに速やか

に公表するとしますとなっていて、結局第３次で初めて点検・評価や計画

の見直しをしたことを公表するのか、第３次計画では何を公表するのか見

えにくいので、教えていただけますか。数値の実績を公表するのか、それ

に加えて評価も公表するのか、それとも審議したことを公表するのか教え

てください。 

 

【事務局】公表については削減した結果について公表させていただきます。審

議につきましては、実際に排出した温室効果ガス排出量と取組の内容に

ついて審議する予定となっております。 

 

【会長】よろしいでしょうか。 

 

【田中委員】はい。 

 

【会長】他に何かありますか。 
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【湯谷委員】直接今回の計画期間に入らないかもしれませんが、配慮事項一

覧に公共施設への省エネルギー設備の導入を推進と書いてありますので、

例えば新庁舎の建設に伴ってこういった省エネやコージェネや自然エネル

ギーの導入は検討されるのでしょうか。教えてください。 

 

【事務局】新庁舎という話になりますと、まだ決定していない部分が多いもので

すから、なかなか明確なお答えは致しかねますが、我々環境部サイドとし

ましては、新しく造るものについては、新庁舎だけでなく、今後その他新し

く建てていく建物については当然省エネの観点で、より多くの施設を対象

として考えています。 

実際に建てるところが我々の部隊と違うところにありますので、どこまで

こちらの要望が盛り込まれるかというのは、今後の庁内の協議次第とい

うところです。先生がご心配されている観点というのは当然配慮すべきも

のと考えております。 

 

【事務局】只今お答えしましたとおり、庁内ではこういった意識を持って公共施

設の整備のあり方には取り組んでおります。 

まず環境部としては、現在基本計画案のパブリックコメントをさせてい

ただいております、新火葬場です。現大久保地先に本市火葬場がござい

まして、３３年１２月の供用開始を目指して、現在事業を進めています。今

度は４市が一緒に使用する施設ということでだいぶ大きくなります。このホ

ームページのなかでは、ガスジェネレーションシステムを導入しております。  

主原料を現在の灯油から都市ガスに変更していこうということで、省エ

ネに関する設備の導入、また環境にやさしい設備づくりという方針を打ち

出して現在進めております。 

また、昨年度、市に設置いたしましたオーガニック条例の中では将来に

向けて持続可能な街づくりをしているというなかで、そういった方向を本市

は目指しているというところでございます。 

 

【会長】他にありませんか。 

 

【事務局】あらかじめお配りしていたものもあるかと思いますが、ご覧いただいて

今説明をさせていただいて、どうでしょうかという話もなかなか難しいことも

あると思います。 

またお持ち帰りいただいて、疑問点等ありましたときには、ご遠慮なく事
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務局の方へお問い合わせいただければと思いますので、あわせてよろしく

お願いしたいと思います。 

 

【田中委員】下水処理場が今度計算の中に入るということで、人口が増えると

電気の削減がしにくいのかなと。それはあまり考えず、効率よくできるよう

な形にしていくということですか。 

 

【事務局】現在のところは下水処理量が増えれば、それに応じて電気使用量は

増えます。燃料量も増えます。その分を他のところで減らしていかなけれ

ばならない。先ほど手塚先生からお話がございましたけれども、減らしや

すいところと減らせないところがあるでしょう。前回の実行計画のときには

そこを省いていたのですが、今回は全部含めて責任としてやります。 

下水道は増えるということについてはどこか他で減らすということになり

ます。今後、おそらく下水道の工事も新しい技術ができてきてくれば、少し

でもエネルギーを使わないで済むようになってきます。具体的には２～３、

例はあると思いますが、そういう手法がとれるようになれば、今度は下水

の処理量あたりの電気使用量が減ってくるということです。 

 

【会長】他に何かご意見・ご質問はよろしいでしょうか。 

意見が出尽くしたようなので、皆様におうかがいいたします。 

では、議題の「第３次木更津市地球温暖化対策実行計画（案）」原案

のとおり検討して了承することで、よろしいでしょうか。 

それでは「第３次木更津市地球温暖化対策実行計画（案）」は、原案

のとおり了承することといたします。 

ご意見を頂戴した分を検討していただいて、基本的には原案通りという

ことですね。 

以上で、本日の議題は終了しました。 

次第を見ますと「その他」とありますが、何か事務局から報告事項等は

ありますでしょうか。 

 

【事務局】大変ありがとうございました。色々私共も気づかない点を、色々とご

指摘いただきまして、ありがとうございました。 

みなさまの言われているとおりでございまして、今会長からも指示がご

ざいましたように、今日いただいたご意見をしっかりと原案を調整した中で

まとめていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思い
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ます。ありがとうございました。 

 

【会長】特にないようでしたら、これで本日予定されていた議題、報告事項等は

すべて終了いたしましたので、これで平成２９年度第２回木更津市環境審

議会を終了いたします。 

     委員のみなさま、長時間にわたりお疲れ様でございました。また、円滑

な進行にご協力いただき感謝いたします。 

 

【事務局】ありがとうございました。 

 

 

 

会議録署名人  

 

会議録署名人  

 

 

 


