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令和４年度第１回江東区環境審議会会議録 

 

 

１ 日   時  令和４年５月２６日（木）         午後２時００分 開会 

                              午後２時３２分 閉会 

 

２ 場   所  江東区役所７階 第７１～７３会議室 

 

３ 出 席 者 ＜ ＞は欠席 

 (1) 会  長  柳   憲一郎（明治大学名誉教授） 

   副 会 長      長谷川   猛（元東京都環境局理事） 

   委  員  芦 谷 典 子（東洋大学教授） 

         奥   真 美（東京都立大学教授） 

         村 上 公 哉（芝浦工業大学教授） 

         市 川 英 治（東京商工会議所江東支部副会長） 

         伊 藤 あすか（東京ガスネットワーク株式会社東京東支店支店長） 

        ＜中 島 宏 幸（東京電力パワーグリッド株式会社江東支社支社長）＞ 

         田 中 真 司（区民公募委員） 

         新井田 有 慶（区民公募委員） 

        ＜源 川 郁 夫（区民委員・江東区立中学校ＰＴＡ連合会長）＞ 

         にしがき  誠（区議会・区民環境委員会委員長） 

        ＜矢 次 浩 二（区議会・区民環境委員会副委員長）＞ 

 (2) 幹  事  石 井 康 弘（環境清掃部長） 

         関 戸 佳 子（環境清掃部温暖化対策課長） 

         干 泥   香（環境清掃部環境保全課長） 

         瀧 澤   慎（環境清掃部清掃リサイクル課長） 

         瀧 川 久 輝（環境清掃部清掃事務所長） 

 

４ 議 題 

  （１）  委員の委嘱について 

  （２）  会長・会長職務代理（副会長）の選出について 

  （３）  令和４年度カーボンマイナスこどもアクションについて 

 

  配付資料 

   資料１    江東区環境審議会委員名簿 

   資料２    令和４年度カーボンマイナスこどもアクションについて 
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   資料３    令和３年度第４回環境審議会会議録（案） 

   委嘱状 

 

  （参考） 

   江東区一般廃棄物処理基本計画 概要版 

   江東区一般廃棄物処理基本計画（児童・生徒向け概要版） 

   江東区一般廃棄物処理基本計画 

   江東区災害廃棄物処理ハンドブック 

   江東区災害廃棄物処理計画 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎開会 

１温暖化対策課長  それでは、定刻になりましたので、ただいまより令和４年度第１回

江東区環境審議会を開催いたします。 

 皆様、お集まりいただきまして、ありがとうございます。温暖化対策課長の関戸でござ

います。今年度も引き続き、審議会事務局を務めさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 さて、本審議会は４月に改選が行われ、第１２期目として今回が初めての開催でござい

ます。つきましては、会長が選任されるまでの間、環境清掃部長が議事進行を務めさせて

いただきますので、どうぞご了承をお願いいたします。 

 なお、この場をお借りいたしまして、１点お知らせがございます。令和４年春の叙勲に

て、市川委員が旭日小綬章を受章されましたので、ご祝意を申し上げます。（拍手） 

２環境清掃部長  それでは、会長が選任されるまで、議事進行を務めさせていただきま

す。環境清掃部長の石井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、委員の出欠状況について事務局から報告します。 

３温暖化対策課長  それでは、本日の委員の出欠状況でございますけれども、中島委員、

源川委員より欠席の連絡を頂戴しておりますので、出席は１１名でございます。したがい

まして、審議会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。 

 続きまして、本日１名の方より傍聴したいとの申出がございました。傍聴人を入室いた

させます。 

（傍聴人入室） 

４環境清掃部長  それでは、本日の進行をお手元の次第に沿って進めさせていただきま

す。今回より紙資料削減のため、ペーパーレス会議システムを導入しています。机上にあ

りますタブレットにて進行に沿って事務局が資料を展開いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議題１ 委員の委嘱について 

５環境清掃部長  初めに、議題１、委員の委嘱についてです。本日の開催に当たり、皆

様に委員の就任を快くお受けいただき、誠にありがとうございます。委嘱状を山﨑孝明江

東区長より皆様方それぞれへお渡しいたします。お名前を呼ばれた方はその場にてお立ち

いただき、区長より委嘱状をお受け取りください。 

 初めに、芦谷典子委員。 

６区長  委嘱状、芦谷典子殿。江東区環境審議会委員を委嘱します。令和４年４月１日。

江東区長、山﨑孝明。どうぞよろしくお願いいたします。 

７環境清掃部長  次に、奥真美委員。 

８区長  委嘱状、奥真美殿。以下同文です。どうぞよろしくお願いします。 

９環境清掃部長  次に、長谷川猛委員。 
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10区長  委嘱状、長谷川猛殿。以下同文です。どうぞよろしくお願いします。 

11環境清掃部長  次に、村上公哉委員。 

12区長  委嘱状、村上公哉殿。以下同文です。どうぞよろしくお願いします。 

13環境清掃部長  次に、柳憲一郎委員。 

14区長  委嘱状、柳憲一郎殿。以下同文です。どうぞよろしくお願いします。 

15環境清掃部長  次に、市川英治委員。 

16区長  委嘱状、市川英治殿。以下同文です。どうぞよろしくお願いします。 

17環境清掃部長  続きまして、伊藤あすか委員。 

18区長  委嘱状、伊藤あすか殿。以下同文です。どうぞよろしくお願いします。 

19環境清掃部長  次に、田中真司委員。 

20区長  委嘱状、田中真司殿。以下同文です。どうぞよろしくお願いします。 

21環境清掃部長  次に、新井田有慶委員。 

22区長  委嘱状、新井田有慶殿。以下同文です。どうぞよろしくお願いします。 

23環境清掃部長  次に、にしがき誠委員。 

24区長  委嘱状、にしがき誠殿。以下同文です。どうぞよろしくお願いします。 

25環境清掃部長  以上でございます。 

 それでは、続きまして、山﨑区長よりご挨拶をいただきたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

26区長  皆様、こんにちは。区長の山﨑でございます。 

 第１２期の江東区環境審議会委員をお引受けいただきまして、誠にありがとうございま

す。この審議会は、ご存じのとおり、江東区の様々な環境問題、廃棄物処理からあらゆる

問題について専門的なご意見を皆様から賜り、江東区の区政運営をリードしていただく大

切な審議会でございます。環境基本法及び江東区環境基本条例に基づき、区長の附属機関

としてこの審議会は存在いたしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 前の１１期では、一般廃棄物処理基本計画の改定や、江東区災害廃棄物処理計画の策定

など、活発なご議論をいただきました。その中でも廃棄物リサイクル分野では、プラスチ

ック削減が喫緊の課題となっております。現在、私、区長会の会長を務めておりますが、

その区長会では、容リプラの分別回収が２３区のうち１２区は分別をやっているのですが、

１１区がまだ行われていないという状況が続いておりましたけれども、私が会長になって

各区にお願いし、様々な働きかけをした結果、残りの１１区のうちほとんどが、今、計画

をつくったり、モデル実施をしたりして、容リプラの分別回収を進めていただいておりま

す。 

 これからは国の決定もありまして、製品プラの分別回収の資源回収を進めることになっ

てきまして、これについては、江東区としても製品プラの回収を何とか２３区の中でも、

ごみ問題から何から経験した区として先導的な役割を果たしていくべきだと考えておりま

して、もう既に準備が進んでいる区も２区ほどありますが、江東区も負けるわけにはいか
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ないと、先頭に立たなきゃいかんということで、今、環境清掃部のほうに強く指示をして

いるところでございます。なかなかこれも経費のかかる問題、そしてまた、住民の方々の

ご理解をいただくこと、こうした課題もありますけれども、それを乗り越えていかなけれ

ば、今日の地球環境問題、温暖化対策も含めて様々な課題を乗り越えていくことにつなが

っていきません。ぜひ皆様方のご協力をいただく決意でございます。 

 また、昨年７月には、２０５０年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするゼロカ

ーボンシティ江東区を表明させていただきました。これにもしっかりと取り組んでいきた

いと思いますし、今日も議題にあるようでございますが、今年のカーボンマイナスこども

アクションについては、審議会の皆さんのご意見でこの事業が推進されてきまして、２３

区の中でも小学生のみんなが立ち上がって、ゼロカーボン、そしてまた環境問題、環境学

習、様々なところで子供たちが頑張ってくれておりまして、この子供たちが大人になれば、

その子から生まれてくるお子さんもきっと環境に対する熱意というか、意識というものが

高まるであろうと思い、このことはぜひ今後も皆さんの力で強力に続けていきたいと思っ

ているところでございます。 

 また、今回、３月に地下鉄８号線の事業許可が国土交通大臣から下りました。いよいよ

豊洲から住吉まで、そして中間駅２駅が工事に入ると。既に設計に入ったところでござい

ます。こうしたことによってまちづくりが進むわけですけれども、それに対しても環境問

題を意識したまちづくりを進めていきたいとも考えております。ぜひ皆様方のご意見を賜

りますようにお願いを申し上げる次第でございます。 

 長期にわたり、まだコロナ禍ということでございますけれども、先生方のご協力を心か

らお願いを申し上げて、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

27環境清掃部長  区長、ありがとうございました。ここで、山﨑区長におかれましては、

他の公務がありますので、ご退席なさいます。 

28区長  どうぞ よろしくお願いいたします。 

（区長退席） 

29環境清掃部長  次に、改めまして、本審議会の委員をご紹介させていただきます。タ

ブレットの資料１、委員名簿の順番でご紹介させていただきます。恐れ入りますが、お名

前を呼ばれた方はご起立のほど、よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、学識経験の委員をご紹介いたします。東洋大学経済学部教授、芦谷典子委

員です。 

30芦谷委員  よろしくお願いいたします。 

31環境清掃部長  東京都立大学都市環境学部教授、奥真美委員です。 

32奥委員  奥でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

33環境清掃部長  元東京都環境局理事、長谷川猛委員です。 

34長谷川委員  長谷川です。よろしくお願いします。 

35環境清掃部長  芝浦工業大学建築学部教授、村上公哉委員です。 
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36村上委員  村上でございます。よろしくお願いいたします。 

37環境清掃部長  明治大学名誉教授、柳憲一郎委員です。 

38柳委員  柳です。よろしくお願いいたします。 

39環境清掃部長  次に、事業者代表の委員をご紹介いたします。東京商工会議所江東支

部副会長、市川英治委員です。 

40市川委員  市川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

41環境清掃部長  続きまして、東京ガスネットワーク株式会社東京東支店支店長、伊藤

あすか委員です。 

42伊藤委員  伊藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

43環境清掃部長  東京電力パワーグリッド株式会社江東支社支社長、中島宏幸委員につ

きましては、本日、ご都合により欠席です。 

 次に、住民代表の委員をご紹介いたします。公募により選出された委員となります。田

中真司委員です。 

44田中委員  こんにちは。東砂在住の田中でございます。よろしくお願いいたします。 

45環境清掃部長  続きまして、新井田有慶委員です。 

46新井田委員  新井田でございます。よろしくお願いいたします。私、猿江に住んでお

りまして、平成６年からになりますので、大分長く江東区におります。よろしくお願いい

たします。 

47環境清掃部長  続きまして、中学校ＰＴＡ連合会会長、源川郁夫委員につきましては、

本日、ご都合により欠席です。 

 次に、区議会選出の委員をご紹介いたします。区民環境委員会委員長のにしがき誠委員

です。 

48にしがき委員  にしがきです。よろしくお願いいたします。 

49環境清掃部長  区民環境委員会副委員長の矢次浩二委員につきましては、遅参の申出

がございました。 

 以上、１３名の委員の方々に２年間お務めいただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、このたび、新たに着任されました４名の委員の方に一言ずつご挨拶を賜りた

いと存じます。 

 それではまず、東京ガスネットワーク株式会社東京東支店支店長、伊藤あすか委員、お

願いいたします。 

50伊藤委員  ご案内いただきまして、ありがとうございます。改めまして、東京ガスネ

ットワークの東支店から参りました伊藤と申します。前任の岡野から引き継ぎまして、４

月から着任してございます。 

 この４月に名前が「東京ガスネットワーク」と変わりまして、国のエネルギー自給化の

政策を受けまして、その最終系として大手のガス事業者、東京ガス、それから大阪ガス、
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東邦ガスと小売のエネルギーを皆さんに使っていただくために開放するということをやっ

ているわけなんですけれども、そこで公平性を担保するために会社としても分離せよと言

われていまして、それを受けまして、この４月に導管部門の事業会社として東京ガスネッ

トワークというのが設立いたしました。全体としましては、東京ガスグループですので、

ガスをお届けするところは変わりませんし、支店の役割としても地域の見守り活動という

ことで、引き続きよろしくお願いしたいと思ってございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

51環境清掃部長  ありがとうございました。公募区民の新井田有慶委員、お願いいたし

ます。 

52新井田委員  改めまして、新井田でございます。よろしくお願いいたします。私は昭

和２２年生まれなので、後期高齢者にこれからなろうかというタイミングでございます。 

 私、出身は大手の鉄鋼会社に５５歳まで勤めておりまして、その後、中小企業に１０年

ほどいまして、その後、経産省の外郭団体に３年間ほど勤めさせていただいて、現在は技

術士事務所ということで技術コンサルタントをやっているところでございます。 

 環境問題については、中小企業にいたときに環境マネジメントを認証取得したとかいう

ことで関わる機会がございました。これからもエネルギーのこととかで関わっていきたい

と思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 

53環境清掃部長  ありがとうございました。続きまして、区民環境委員会委員長、にし

がき誠委員、お願いいたします。 

54にしがき委員  改めまして、よろしくお願いいたします。 

 私は平成２４年度と２５年度に小学校ＰＴＡ連合会長のときに環境審議会の委員をお務

めさせていただきました。お変わりない顔触れが何名かいらっしゃって、長らく江東区の

環境施策にお務めいただき、本当にありがとうございます。 

 私は専門家ではないので、皆さんの意見をしっかりとお聞きしながら、江東区役所の皆

さんとともに、江東区のよりよい環境を目指して努めてまいりたいと思いますので、今年

度もどうぞよろしくお願いいたします。 

55環境清掃部長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、幹事の紹介をさせていただきます。幹事につきましては、江東

区環境基本条例施行規則第９条に基づき、区長が職員から任命することとなっています。

審議会を所管します環境清掃部の部課長が任命されています。改めまして、環境清掃部長

の石井です。よろしくお願いいたします。 

 次に、関戸佳子温暖化対策課長です。 

56温暖化対策課長  よろしくお願いいたします。 

57環境清掃部長  続きまして、干泥香環境保全課長です。 

58環境保全課長  よろしくお願いいたします。 

59環境清掃部長  続きまして、瀧澤慎清掃リサイクル課長です。 
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60清掃リサイクル課長  よろしくお願いいたします。 

61環境清掃部長  続きまして、瀧川久輝清掃事務所長です。 

62清掃事務所長  よろしくお願いいたします。 

63環境清掃部長  幹事は以上です。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議題２ 会長・会長職務代理（副会長）の選出について 

64環境清掃部長  それでは、会長の選任についてご審議願います。環境基本条例施行規

則第４条では、会長は委員が互選すると定められています。皆様からのご意見、ご提案を

いただきたいと存じます。 

65長谷川委員  私から会長を推薦させていただきたいと思います。 

 会長には前期もお務めになられていた柳委員を推薦いたします。柳委員は明治大学名誉

教授として、専門でいらっしゃる環境法、環境政策の分野を中心に幅広い活動をしており

ます。その上で、先ほど、区長の発言にありましたように、例えば国際的な環境問題、Ｓ

ＤＧｓなんかに取り組むときとか、あるいは、東京都、各区が連携して施策を取り組むと

きなど、非常に経験が豊富でありますので、最適ではないかと思っております。 

 私としては、以上のことから、本審議会の会長として柳委員が適任であると思いますの

で、推薦させていただきます。 

66環境清掃部長  ただいま柳委員をご推薦したいというご意見がございましたが、皆様、

いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

67環境清掃部長  ありがとうございます。それでは、ご異議がないようですので、柳委

員に会長をお願いしたいと存じます。柳委員、お受けいただけますでしょうか。 

68柳委員  はい。 

69環境清掃部長  ありがとうございます。それでは、早速ですが、柳委員には会長席

にお着きいただきまして、一言ご挨拶をよろしくお願いいたします。 

70柳会長  ただいま会長として推薦され承諾いたしました柳でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 江東区の環境保全に関しては、先ほど、区長さんからもいろいろとお話がありましたよ

うに、現下の課題としては、環境基本計画の後期計画が現在ちょうど中間年に当たってい

るかと思います。２０２４年までの５年間計画ですので、それの着実な実施に向けてこの

委員会では取り組んでいくということになろうかと思います。また、次期の計画につきま

しても、皆さんの在任中に恐らく検討を始めないといけないということがあろうかと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、先ほどお話があったように、有楽町線の延伸問題、都営の地下鉄８号線の延伸に

よって新たなまちづくりを、駅を中心に進めていくといった方針が庁内でも様々なご検討

が現在されているかと思います。実施に際しては環境影響評価が必要になりますので、環
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境影響評価の委員の皆様には、また在任中いろいろとご指導いただく場面があろうかと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。 

 江東区の環境保全につきましては、今申し上げたようなことが現下の課題でありますけ

れども、国におきましても環境政策に関しては、気候変動への対応の脱炭素化、それから、

資源循環といいますか、日本版のサーキュラーエコノミーをいかに確立していくのかとい

うのが課題になっているかと思います。先ほど、区長さんもプラスチックの問題について

触れられましたように、江東区においてもいろいろとサーキュラーエコノミー関係では進

めていかなければいけない課題が多いかと思います。ゼロカーボンシティにつきましても、

その具体化をどうやって図っていくのかということも恐らく課題になろうかと思います。 

 皆様の活発な、忌憚のないご意見を拝聴しながら、この審議会の運営に少し緊張感を持

って進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくご協力のほどお願い申し上げまし

て、私の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

71環境清掃部長  ありがとうございました。 

 それでは、次に、柳会長より会長職務代理者の選任についてご提案をお願いいたします。 

72柳会長  すいません、マスクをして発言していると苦しいので、１枚外します。私、

２枚しているので。 

 江東区環境基本条例の施行規則の第４条第３項では、会長に事故があるときは、会長が

あらかじめ指名する委員がその職務を代行するということになっております。この規定に

基づきまして、会長の職務代理者を指名させていただきたいと思います。 

 私としましては、前期も会長代理、副会長をお務めになられた長谷川委員にお願いした

いと考えておりますが、委員の皆様、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

73柳会長  ありがとうございます。 

74環境清掃部長  長谷川委員、よろしいでしょうか。 

75長谷川委員  了解いたしました。頑張ります。 

76環境清掃部長  ありがとうございます。それでは、長谷川委員に職務代理をお願いし

たいと存じます。 

 恐縮ですが、長谷川委員には副会長席にお着きいただきまして、一言ご挨拶をよろしく

お願い申し上げます。 

77長谷川副会長  ただいま副会長を委嘱されました長谷川でございます。 

 私、江東区とは古いお付き合いがありまして、私が子供の頃に住んでいたうちの隣の方

が江東区役所にずっと勤めていた方で、その方に、区の話を聞かされたのが始まりです。

但し、その当時は江東区がどこにあるのか分からなかったです。その後、都庁に入り、公

害局で江東区等の公害対策を担当しました。また、ごみ戦争時代、私、公害局から清掃局

に異動しましたが、ごみ問題の対策は大変で、特に当時、江東区の埋立処分場の情景は、

すごいものがあって、今でも記憶に残っています。 
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 正直申しますと、今の江東区は昔と大違いで、昔は江東区に行くと、規制を対象である

大工場が多く、煤煙も目立ち、緑が目につかない状況でした。例えば清掃事務所に出張し、

夜１杯飲もうとお酒を買ってこようと思っても、店がなくて、自転車に３０分も乗って買

いに行ったということを覚えています。それに比べまして、今は本当に緑が多くて、水も

きれいになって、住宅、商業施設も整備され、住み良い街となりました。風力発電、これ

も都の土地を区に貸すことを調整したことがあるのですけれども、この風力発電とか、水

素ステーションなど、環境に貢献する新しい設備が設置されるなど、環境対策は着実に進

展していると思います。 

 私も２年間、柳会長を補佐して、江東区発で、ほかの区の参考になるような環境施策を

推進できるように会長をお手伝いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

78環境清掃部長  ありがとうございました。 

 それでは、これよりの進行につきましては、柳会長にお願いいたします。会長、よろし

くお願いいたします。 

79柳会長  分かりました。それではまず、議事に先立ちまして、前回の令和３年度第４

回環境審議会の会議録の確認をさせていただきます。この会議録につきましては、この場

で正式にご承認をいただき、一般への公開と区ホームページへの掲載を行いたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

（一同了承） 

80柳会長  ありがとうございます。それでは、前回の会議録はご承認いただいたという

ことにさせていただきます。 

 では、次第に従い、議事に移ります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議題３ 令和４年度カーボンマイナスこどもアクションについて 

81柳会長  議題３、令和４年度カーボンマイナスこどもアクションについて、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

82温暖化対策課長  それでは、議題３、令和４年度カーボンマイナスこどもアクショ

ンについて、ご報告申し上げます。着座にて失礼いたします。 

 資料２をご覧ください。１、概要ですが、区立小学校及び義務教育学校の５、６年生が

環境月間である６月に環境に配慮した行動を各家庭で取り組み、二酸化炭素削減効果が計

算できるチェックシートに記録することで、学校で学習した環境分野の知識の定着を図り

ます。 

 表をご覧ください。実施時期は６月、対象校は全区立小学校及び義務教育学校でござい

ます。実施校につきましては、全４６校、参加人数は約８,３００人を見込んでおります。

回収したチェックシートから学校ごとに二酸化炭素削減量を集計し、取組結果が優秀な学

校を最優秀賞、優秀賞、入賞に分け、表彰いたします。最優秀賞は表彰式及び講演会を１
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０月２７日に江東区文化センターレクホールで開催する予定です。優秀賞は各校での表彰、

入賞はこちらに記載のとおりでございます。 

 次に、２、今後のスケジュールです。５月下旬に学校から児童へチェックシートを配付、

６月１日から児童が取り組み、７月中旬にそのチェックシートを回収、１０月に表彰式、

講演会の開催を予定しております。 

 先ほども区長から御発言がありましたように、今後も本事業を通じまして、環境に関す

る知識と行動の定着を図ってまいりたいと存じます。 

 説明は以上でございます。 

83柳会長  ありがとうございます。それでは、ただいまの説明について何かご意見また

はご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、以上をもって本件を終了いたします。 

 本日の議事は以上で全てでございますので、これで終了いたしました。 

 最後に、事務局から次回の日程についての報告をお願いいたします。 

84温暖化対策課長  次回の日程でございます。令和４年度第２回環境審議会は９月５

日月曜日、１４時からを予定しております。後日、文書にてご案内をさせていただきます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 私からは以上でございます。 

85柳会長  ありがとうございます。 

 それでは、以上をもちまして、本日の審議会を閉会いたします。どうもありがとうござ

いました。 

 

午後２時３２分閉会 


