会議の概要(議事録)
会議の名称

（番号）

平成 23 年度第９回すみだ環境共創区民会議

３-０８

開 催 日 時 平成 23 年 12 月 15 日（木）

18：30〜20：00

開 催 場 所 墨田区役所 ２階 ２１会議室
委 員：清水委員、小池委員、横井委員、小木曽委員、島崎委員、吉田委員、依田委
員、森下委員、高橋委員、永岡委員、池田委員、野島委員、宇田川委員、中

出 席 者 数

島委員、阿久沢委員、久保田委員（欠席：古谷委員、牧野委員、柳委員）
区

会議の公開
（ 傍 聴 ）

：環境担当部長、環境保全課長、環境保全課職員

公開(傍聴できる)

傍聴者数

０名

１．すみだ環境の共創プランの実践
議

題

２．施設見学について（提案）
３．すみだ環境フェア２０１２への出展について
① かわさきエコ暮らし未来館、花王ミュージアムのチラシ

配 付 資 料

② 墨田区洪水ハザートマップ
③ やってみよう雨水利用
１．すみだ環境の共創プランの実践（会長）
本日の会議は「すみだ環境の共創プラン」の実践ということで委員の皆様から環境に
対しての取組みの話やちょうど 12 月になりますので、今年の振返りの話また、来年に
向けての区民会議としての取組についての提案等を頂きたいと思いますので、宜しくお
願いします。
(○○委員)
●共創プランについての話はなかなか難しいと思いますので、前期の区民会議の委員
の方達がやりました区民会議についてのアンケートがあります。それを参考にあらたに
作成し、皆さんに提出てもらう準備としてこの会を使えばよいと思います。集計したもの

会 議 概 要

を参考に１月、2 月で話し合い来年度の年間取組の参考にすればと思います。
(○○委員)
●区から出されたすみだ環境共創プランの見直しというかなり大きな議題に取組んだ 1
年だったと思います。ただ、今年から新しくなった委員の方たちには何を話し合う会議な
のかよく分からなかったと思います。また、少し話しが脱線してしまうことがありました。
前回のときも委員の皆さんから来年の取り組みたいことのアンケートを貰いましたの
で、この時期にアンケートをおこない、集約したものを会議で話し合うことはいいと思い
ます。
(○○委員)
●環境共創区民会議は何をやる所なのかよく話しになりますが、年度当初に頂きまし
たすみだ環境共創プランには「墨田区の環境施策を総合的に推進するために置く」とあ
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ります。私もエコライフサポーターなど、他のところでも活動していますが、どの団体も
環境について同じ事を話合っていますが、みんなバラバラに活動しています。なぜ同じ
思いを持った人達が繋がっていかないのだろうかと思いました。このような会議の場で
色々な立場の方の意見を聞いたりして、自分の活動する所に取り入れることもできるの
になぜ、お互いに共創することができないかと思い、この区民会議に参加しています。
環境問題といえば昔は公害でしたが、今は地球温暖化です。去年の区民会議では
環境共創プランの改定も検討しましたが、目的を持って 1 つの事をみんなで考えたほう
が良いと思いますので、是非来年に向けての目標について皆で考えるべきだと思いま
す。
(○○委員)
●私がこの会議で感じたことは一つ一つの会議に連動性がないと言うことです。環境
問題はとても幅が広いので、１つのことに的を絞ることは難しいと思いますが、以前、提
案のあったサブ会議などもそのままになり１回の会議で話が終わってしまいます。難し
いと思いますが、その所を配慮して頂ければと思います。
（○○委員）
●私も何も分からなくこの会議に参加しています。委員の方達の意見はとても勉強にな
りますが、１つの会議が終わるたびに今日は何をやったのかと思ってしまうので、やは
り１つの目標を決めて、それに向けて皆で議論をして頂けるとありがたいです。
（○○委員）
●区民会議の委員は前にも経験がありますが、今回は目的がよく分かりません。たま
に体調が悪いときには休んでしまうので、余計に会議の繋がりが分かりません。４月か
ら勉強しているのに、すみだの環境をどうするのか方向性が見えてきません。また、リ
サイクル活動をしている方の話しを聞くと、この会議と繋がりがあるとは思えません。
私はリサイクルについては区内巡回型にリサイクルを構築したと自負しています。次
の環境の取組を勉強するために委員になりましたが、節電については 10 年以上前か
ら生活学校で取組んでいるので、区民会議は逆行しているように思います。東京スカイ
ツリーの開設に伴い墨田区の環境問題が注目されていますが、まずは、犬の糞と放置
自転車に取組んでもらいたいと思います。
（○○委員）
●緑と花のｻﾎﾟｰﾀｰのことしかわかりませんが、先日、江戸川区の病院の壁面緑化を
見学に行ってきました。墨田区も壁面緑化を進めています。スカイツリーの建設が決ま
ってから壁面緑化、街中緑化と話題になっていますが、それよりも前から私たちは緑化
の活動をしています。緑化の推進が少しでも地球温暖化防止に繋がればと思います。
(○○委員)
●今日は皆さんの意見が聞けてとても良かったです。現在の活動はすみだまつりのエ
コ化などですが、○○委員のお話を聞いて一緒できることがあればいいなと思いまし
た。旧中川もきれいになったと言われていますが、かなり犬の糞尿がありますし、今回
も水質汚濁で区に陳情があったそうです。スカイツリーが来年開業しますが、墨田区で
は緑化宣言をしてから 40 年です。緑化の節目の年に東武鉄道が区のシンボルツリー
を作ってくれると思えば、区民も一緒にお祝いしようという気持ちになりますが､今のま
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までは環境に負荷をかけるだけのです。何とかそれをプラスにできるような活動をみん
なでアイデアを出し合って取組んでいきたいと思います。
あと私はもともとゴミ問題に取組んでいましたが、都が震災廃棄物の受け入れを発表
しました。大田区と品川区が 1 番に手を上げ、墨田区でも２月から焼却がはじまります。
震災廃棄物の受け入れ先がないとよく言われていますが、一般ゴミも処理場が一杯に
なり段々と受け入れ先がなくなってきているので、皆さんにゴミ問題についてもっと関心
を持ってもらいたいと思います。
（○○委員）
●今年から委員になりましたが、いまだにこの会議の意義がよく分かりません。なんと
なく委員の勉強会のような気がします。環境共創プランはものすごく範囲が広いですの
で、なかなか的を絞れないのは分かりますが、身近な問題から１つ１つ議題にあげてそ
れを片つけていくことが、先決だと思いますし、この会議がどれくらい力を持っているの
か、ここで提言したことがどれくらい区の行政に反映されるのか良く分かりません。ま
た、勉強会の時間が多すぎて会議本来の時間が足りないと思います。この会議で勉強
したことを委員だけでなく区民に広めないと意味がないと思います。最近の若い人は新
聞を読まないので、どう伝えるかも課題の１つだと思います。
前回、質問しましたスカイツリーができることによってどれくらい墨田区の緑被率が増
えるのか後でもいいにで、お教えてください。よろしくお願いします。
(事務局)
スカイツリーの完成により増加する。緑は、約８千㎡で、ヘクタールに概算すると、0.8
ヘクタールになります。
（○○委員）
●私も今年から委員になりましたが、一年を振り返っても何も残っていません。最初に
配布されたすみだ環境共創プランを読むと自分のポリシーと大分違うと感じました。
CO2 や地球温暖化問題よりも、いかに街をきれいにするか、住みやすくなるよう緑を増
やし、目に見える形で自分に居住環境をよくすることが環境だと考えていましたので、
CO2 や地球温暖化問題は大きすぎて自分の手に負えない世界の話だと感じました。前
の会議での共創プランの改定に関するアンケートに答えたのが唯一の仕事だと思いま
す。
あくまでも私の考えは住みやすくなるよう緑を増やし、目に見える形で自分に居住環
境をよくすることです。この会議はなんか実現性がないと感じました。
（○○委員）
●皆さんの色んな意見、思いを聴けて大変面白いと思いました。議題の共創プランの
実践はいかに行動することですよね、皆さんの話を聞くと会議の存在や進め方の批判
ばかりです。たしかに進め方の問題はありますが、皆さんは志望にてこの場に来ている
わけですから、なんかしらの気持ちを墨田区にと思っているはですので、皆で集まって
自分たちの話をすることが大事なのかよく分かります。
個人的にプランの実践ですが、基本目標３の「もったいない」、３Ｒの雨水利用やゴミ
のポイ捨て等は個人でもできると思います。あとの項目は個人ではなかなかできないこ
とですので、実践とは区がどのように行い、それにどのように私たちが参加できるかだ
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と思います。私は街路樹ができればと思います。委員中にはなんとか１本、個人で街路
樹を植えたいと考えていますし、区と共同でどのように木を植えることが目標です。
（○○委員）
●私も 3 年前からこの会議に参加していますので、会議本来の深い意義などは理解し
ていませんが、私なりに理解しているのは、すみだ環境共創プランを区、事業者、区民
が三位一体となって取組んでいる課題があり、その課題がどのように進捗しているの
かを評価するのが、この会議の役目だと認識しておりますので、この会議の委員なら
ば、共創プランの 5 つの基本目標を理解していなければならないと思います。皆さんが
関心のある地球温暖化や緑化、リサイクル、ゴミの問題などは全てこのプランの基本目
標の中に入っていますので、プランを具体的に理解し、区がどのように実践しているの
かをチェックし、評価するのがこの会議だと思っています。
来月は区内施設の見学を予定していますが、路地尊や雨水の会があるということを
知っている人はいると思いますが私を含め、その会がいつ何のためにできたのか、ど
のような運営、活動をしているのか、知らないと思いますので、そういうことを勉強する
のは、プランの目標を勉強するという事で、先ほどのスカイツリーの緑化の面積の話し
も出ましたが、実際にプランどおりなのか、そうじゃないのかを主観ではなく、客観的に
判断し、この会議の場で議論し、確認するのが、この会議の役割だと個人的には認識
しております。
プランの中には事業者の役割もあります。墨田区には、アサヒビール、花王、ライオ
ン等の有名な企業が多数あります。特にライオンは水に関してはものすごく関心を持っ
ていて、天水尊にも協力してくれ、水にこだわりを持っている企業です。そういった施設
や企業を見学し、プランどおり進んでいるのかどうなのか検討する場だと私は理解して
います。
（○○委員）
●環境問題はゴミや節電など一人一人がすることは影響が小さいですが、人数が多く
なれば環境問題になってしまうので、地球温暖化にしても緑の問題にしても、全ては一
人一人が少しずつ関わっている問題です。ここにいる方はそれぞれの場所で活動をし
ていると思いますが、それだけでは足りないと思います。墨田区の人口 25 万人が実践
をしてくれないと「環境が良くなった」とはならないので、いかにこれを広めていくことが
大きな環境団体や国、自治体の課題だと思いますので、地域の学校や企業を巻き込ん
で広めていきたいと思います。
(会長)
●委員の皆様から多岐にわたる提案を頂き、ありがとうございました。会議の連動性や
在り方についてのご意見が多いように感じました。共創区民会議で共有できるものはあ
るのか、それを協議、検討し、結果を出すことが、この９ヶ月の間になかったと私自身も
思っています。
私個人の環境の取組みですが、紙梳き教室をやっています。子供たちに紙梳きを教
え、そのなかで、紙粘土を新聞紙から作っています。今の小学校は紙粘土というと先生
も生徒もお店で買ってきてしまい、新聞紙で作ることを知りませんが教えてあげると子
供たちは喜んで一生懸命取組みます。やはり感動がないとボランティアなどの活動は
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続きません。山﨑区長も墨田区は４００万人の観光客が来ると言っていましたが、４００
万人が来たときに環境の保全はどうなるのか共創区民会議の意義は何なのか、行政
に対して、どのような事ができるのか三位一体と先ほどからでていますが、環境担当部
長からお話を頂きたいと思います。
(環境担当部長)
すみだ環境共創プランの進捗状況のチェックも重要ですが、環境施策は区だけでは
出来ません。区民、事業者と協力して進めていくものだと思います。そのなかで色々な
方から厳しいご意見を頂ましたが、この会議に入るまえに事務レベルで話し合いをおこ
ないました。たしかに戦略的に仕上げていくものがなかったという事が正直あったと思
います。委員のメンバーの方は、色々な団体から選出された方ばかりなので、共通の
課題というのは難しいと思いますが、今回の会議が無駄だったとは思いません。区民
会議で発信された意見はかなりの部分が共創プランに織り込まれています。共創プラ
ンとは墨田区の環境の基本計画です。これを実行していくのが実行計画です。区のや
ること、区民の方がやることがありますので、これから議論が始まるのかと思います。
区のやっていることが見えないとありましたが、区の施策を羅列して指標を見直し、区
の重点プロジェクトとして「1.環境監視体制の強化」、「2.エコライフすみだの推進」、「3.
緑あふれる立体空間の創造」、「4.すみだエコモデル事業の推進」、「5.環境活動のネッ
トワークづくり」の 5 つを区民・事業者・区等が協働により推進すべき取り組みとして定
めています。
あと、若い人達への情報発信について、従来からも区報や区政に関する情報は区の
公式ホームページに掲載しておりますが、今度、区の広報でツイッターを始めます。新
しいツールを使いながら若い人達の意見等を区政に取り入れていきたいと思います。
また、今後、区がどのように動くのか、共創プランの具体的な取組みについてはまもな
く新年度予算が決まりますので、も少しお待ち頂ければと思います。
２．施設見学について（提案）
(事務局)
２月の中旬に区内施設を予定しています。区や事業者の環境への取り組みを実際
に委員の皆様に見て頂きたいと思います。事前に配布しました「やってみよう雨水利
用」をもとに「環境ふれあい館」、「花と緑の学習園」、「スカイツリーの雨水利用」を予定
しています。
３月には、「再生可能エネルギー」の勉強の一環として、かわさきエコ暮らし未来館（メ
ガソーラーシステム）の見学会を予定しております。
次回までに事務局から具体的な行程(案)を掲示しますので、委員の皆様からご意見等
を頂ければと思います。
３．すみだ環境フェア２０１２への出展について
（事務局、会長）
来年の６月 26 日（火）〜7 月１日（日）に開催予定の「すみだ環境フェア２０１２」につい
て、すみだ環境共創区民会議として、出展したいと思います。
先ほどからも話に出ていますが、一つの目的を持たないと会議の内容がバラバラに
なってしまいますので、区民会議として、すみだ環境フェアに出展することが、１つの目
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標になると思いますし、区民会議の活動をＰＲできる良い機会だと思います。
昨年は時間がなく出展できませんでしたが、今回はまだ、時間がありますので、皆さ
んと話し合い、何を出展するか決めていきたいと思います。
４．次回開催予定
平成 24 年１月 19 日（木） 区役所 ２１会議室 18：30〜
所
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