長野県地球温暖化対策条例（仮称）骨子（案）地区説明会 議事録
日 時
場 所

事務局

平成１７年１０月１８日（火）
午後３：００〜午後５：００
飯田消費生活センター
大会議室

（あいさつ 条例骨子（案）についての説明）
それでは、今の説明に基づきまして、質疑応答したいと思います。質疑に関
しましては挙手をお願いしたいと思います。それに対します応答については、
先ほど申し上げましたとおり、今日、検討会の方からおいでになっている２人
の委員さんと事務局でお答えをさせていただく、というような形を採らせてい
ただきたいと思います。
それでは質疑のある方、あるいは意見のある方、挙手をお願いしたいと思う
んですが。
牧内委員さんと高木委員長さんの方から何かありますでしょうか。今の説明
の補足も含めて。

高木委員長

今お聞きになっていて、どういうふうに感じられたのかは後で聞きたいと思
っているんですが、基本的に、例えば、エネルギーの使用の多い事業者に対し
て毎年何％ずつ減らしなさいというようなことを義務付けているものではあ
りません。
自ら現状を把握していただいて、どうやったら削減できるだろうか。今エネ
ルギーも随分高くなっておりますので、どうやったら削減できるだろうかとい
うのはたぶん経営的にもプラスになることでもありますので、これをきっかけ
にそういうことに取り組んでいただきたい。また、そのときにぜひ再生可能エ
ネルギーとか、グリーン電力などといった項目についても目を向けていただき
たい。そして、どのくらい減らせるんだろうかというのをやっていっていただ
きたいなというのが我々の趣旨でございます。
悪く取ってしまえば、ここに書いてあることで、例えば、エネルギー使用量
は多いから、現状はこうだよ、削減といっても今の現状としてはあまりに難し
いから削減はしない、それから、再生可能エネルギーやグリーン電力に関して
も当面は検討外であるという答えを出されても、それは別に、その答えそのも
のに対して、それじゃ困るとか、いけないとか、こうしろとか、ああしろとか
いうものではございません。だから、じゃ、何だ、何も関係ないじゃないかと
いうふうに取らないでいただきたい。
現状としてはとにかく京都の議定書のマイナス６％を達成するのも大変難
しい現状が片一方でありますので、なるべく浅く、広く、皆さんに協力をして
いただくことからスタートしていきたいなということで、この条例の案を考え
ているつもりです。
国の方もそうですが、こういうようなことをやってみて、また２〜３年後に
見直しをして、全然減っていないということになれば、やはりこれではいかん
というので、もうちょっと違う形の、もっと規制色の厳しいものを作らざるを
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得ないときが来てしまうのかもしれませんが、できればそういうことではなく
て、みんながこの条例をきっかけにもう一度自分たちのエネルギー使用につい
て考えていただければと、必ず減るだろうと思いますので、ＩＳＯを取ったり
というようなところは必ず減っていますので、見直せば必ず見直しは利くと思
いますので、そういったきっかけになっていただければというふうに私は考え
ております。
せっかくいらしているので、私たちだけが話しているのではあれなので、非
常に厳しい意見でももちろん構いませんので、もちろんそれが全部、分かりま
したといって、その場で即決はしませんが、たぶん事業者の方からは、何でこ
んなものを作るんだ、市民団体の方からは、何でこんな腰抜けのものを作るん
だって、両方から怒られることを覚悟して我々は来ておりますので、ご遠慮な
く言ってみてください。
県

民

すみません。○○と申します。温暖化防止活動推進員です。
細かいところからもよろしいでしょうか。まず、３ページですね。大きな２
番、２の（１）というところで県というふうに書いてございますが、県という
のは何を指すのかということが法律関係では問題になってくるのではないか
というふうに感じるわけです。というのは、県の施設を指すのか、県の行政組
織を指すのか、県の職員を指すのかということがまずあると思うんですが、そ
こら辺はどういうふうに位置付けられているのか、お聞きしたいと思います。

事務局

今のお尋ねですけれども、県というのは組織そのものを言っております。と
いうのは、１つにはご存じだと思いますけれども、温暖化の温対法（地球温暖
化対策の推進に関する法律）というのがあります。この中で県と市町村につい
ては事務事業に対して計画を作って公表しなさいというのがございます。これ
は、県の事務事業すべてについての義務付けになっております。
県は、今度その実行計画と、あと、例えばグリーン購入ですとか、そういっ
たのを合わせた率先実行計画というのを作りまして、これは職員という目を持
っています。ですから、県の職員については、その率先実行計画の中で、家庭
に戻ってもやってもらいたいという願いを込めてやっております。ですから、
今のお尋ねの職員については率先実行計画の中で手当てをしているつもりで
ございますし、事務事業については法律で定められている実行計画で手当てし
ます。
ですから、ここで言う県というのは、ぼんやりとしておりますけれども、組
織体ということでご理解いただければいいのかなと思っています。それぞれに
義務付けがあったり、手当てはされておりますので、どんなふうに考えていた
だいても、すべて確定のあることについては手当てをしますので、そういう意
味での話、普通は自治法でいう県というと、幅広いんですけれども、考えとす
れば組織体そのものということでご理解をいただければいいと思っておりま
す。

県

分かりました。ですが、結局ぱっと見て分かるような形で、説明を受けなけ
れば分からないというような法律ではまずいと思いますけどね。

民

高木委員長

例えば、どういう書き方をすれば。
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県

民

お任せいたします。

高木委員長

今の、この県というのが何を意味しているのか分かりにくいというご指摘は
我々の中で検討させていただきます。

県

民

すみません。次の（３）番の事業者ということでございますが、事業者につ
いても県民、県の中で事業をやる事業者なのか、それとも、県内に事業所を持
つ事業者なのかということが明確には書いてございませんが、この辺はどうい
うふうに考えるのでしょう。

事務局

申し訳ございません。骨子案の中で言葉の用語の定義を設けていないんで
す。最終的に条例の中では言葉の定義は設けますけれども、この事業者という
のは、事業者という言い方は、主体、意思を持っているかどうかはともかくな
んですけれども、ここでは広く事業所というとらえ方でいいのかなと思いま
す、今のお尋ねの部分について。これは、後で定義は設けます。少なくとも県
内で事業を営む者ですので、本社があるかないか、営業所でも何でもそういう
経済活動を行うところというのが事業者というとらえ方をしております。

県

民

東京に事業所がありまして、県内で広く営業活動をしているという事業所も
含まれていいと思うんですけど、含まないという考え方ですか。

事務局

それは、観光旅行者その他の滞在者という、滞在者というところで、人が来
て行っている部分についても、その説明のところでご説明申し上げましたけれ
ども、長野県と関わりを持った方には協力をしていただきたいという部分で
す。ただ人が来ている部分で何もやっていないと、事業者という部分でのテリ
トリー、こういう定義を行うということは、基本的には条例というのは属地主
義ですので、土地にないとその規制が及ばないと考えられます。ですから、ア
メリカの法人が長野県内でインターネットで商売をしているという部分で、そ
れも含むのかと言われますと、それはノーという評価しかできないだろうと思
います。

県

民

その地区については、国にいたら国の法律に従わないといけないという考え
方ではないかと思うんですが、違いますかね。

事務局

ですから、それで属地主義ということで、長野県という土地についての条例
ということです。ですから、長野県内に来て商売をする、例えば、行商をする
方は観光旅行者その他の滞在者として協力をしていただきたいということで
書いてございまして、長野県に来ないで商売をする人に対してどうする、こう
するというアクションのところは、基本的には想定できないだろうなというこ
とで言ったわけです。

県

長野県内で、東京に事務所があって、長野県内で営業活動をしているという
ふうに、私、申しましたが。

民

高木委員長

ご質問の意味は、東京に本社があって、長野に営業所があってというもので
はなくて、要するに長野には営業所も何もないと。今事務局のほうはかなり極
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端な例で、例えばインターネットで長野県内の人を対象に何か本を売ったり、
レコードを売ったりしているという人というような答えをしていますが、要す
るに、事務局の考え方としては、長野県内に事業所とか、何かそういうものが
何もない人を事業者の中に入れるのは難しいだろうということですよね。そう
ですよね。事業所があれば、対象にはもちろん入ってくると。大小について違
ってきますが。ご意見としては、そういう長野県内に事業所も何もない場合も
対象とすべきだというお考えだと思うんですけど、いかがですか。
県

民

その他の滞在者ということで大きく含められることで説明はつくというこ
とになれば、それで構わないと思いますが、長野県に全く関係ない人を対象に
するというふうに私は考えたわけではございません。

事務局

今の○○様のお答えというか、要望というか、お考えをお聞きしたというこ
とでよろしいでしょうか。こちらの方にまた何か回答を求めているのかどうか
ということなんですが、確認なんですが。

県

いいと思います。そうではなくて、この場で事業者がどういう事業形態の人
を指すのかということがはっきりしていないなということを、この文章では読
み取れなかったものですから、そういうふうに質問させていただいて、その他
の滞在者の中に含まれるということであれば、それでもいいと思うんですが、
もうちょっと分かりやすい表現がしてあれば、私がこんな質問をしなくても済
んだのではないかと思うわけです。

民

事務局

県

民

ありがとうございました。すみませんでした。
ほかにございますでしょうか。
○○と申しますが、事業者の中には、例えば、具体的に言えば市町村だとか、
市役所、組織はそういう形で含まれるという話ですが、例えば、市役所だとか、
市町村役場だとか、そういうところは、例えば公用車とか、燃料の消費がたぶ
ん多いと思うんですが、そういう部分についても義務付けたり、努力義務が発
生するのかどうかということなんですが。

事務局

事務局でよろしいでしょうか。一応事業者というくくりの中で、先ほど申し
上げましたけれども、例外なくお願いするという趣旨でございます。長野県内
にいろいろある、ですから、市役所、町村役場、あるい一定以上の車を持って
いれば義務付けですし、それに満たなければ努力義務ということで対応してい
ただきたいというように考えております。

県

○○と申します。
６ページの「24 時間営業を行う事業者または自動販売機を設置する」とい
うことがあるんですけれども、私も県民計画のときにかかわらせていただきま
して、うかつでおりましたけれども、今ちょっと第三者的な立場に離れてみて
思ったんですけれども、自動販売機、若しくは、24 時間営業する販売営業と
いうようなイメージでおりました。
けれども、県内には生産工場みたいなところもありますよね。24 時間動か
さないと稼働していけないとかいう、それに温度調整をして 24 時間動かさな

民
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いと稼働、製品ができていかないという工場もいっぱいいるかと思います。そ
うした場合にも、この中に入るのでしょうかね。それをちょっとお伺いしたい
と思います。
高木委員長

24 時間営業をしている事業者というのは、すべてを指しているということ
にはならないだろうと思います。まだ決まってはいないんですが、極端な例は
病院ですよね。病院に対して、ここの項目をかけるのか、かけないのかで、た
ぶんそれは対象外になるだろうなという気は私もしておりまして、決まったわ
けじゃないので、お答えにはあれなんですが。
工場が 24 時間で操業していて、なおかつ、エネルギー使用量があまり多く
なかった場合には、たぶん 24 時間の営業を行う事業者というものには入って
こないのではないかなと思いますね。基本的には、やはり営業、どちらかとい
うと小売りとか、そういうのをイメージして作っていることは間違いありませ
ん。

県

分かりました。
そして、もう１点お願いしたいんですが、８ページと９ページなんですが、
自動車を買うとき、ハイブリッドカーだとか、そういう低資源のものを買うよ
うにという努力というところがあるんですけれども、これは私、項目をちょっ
と入れていただきたいなというのは、
「買い替えるときは」ということを入れ
てほしいなと思います。買ったものを大切に使った方がエネルギーが、廃棄す
るときとか、リサイクルするときに要らないのではないかなと、そんなふうに
思いますので、この家電製品の場合もそうですし、省エネルギーの家電製品や
自動車の場合でも、新しい、そういうものがいいからって新しいのをむやみに
買わないほうがいいかと思いますので、
「買い替えるとき」というのをちょっ
と入れていただきたいなと、そんなふうに思います。

民

高木委員長

それは、ご指摘ごもっともなので、検討させていただきます。

県

民

はい。お願いします。ありがとうございました。

県

民

高木委員長

私、○○ですけれど、火力発電所とか、ディーゼル発電所、これについては
24 時間営業というか、そういう形になってしまいますよね、発電を継続して
いく場合には。それに対してもこういったものというのはかかってくるのか、
それとも、水力発電所みたいな、もちろん水力発電所というのはクリーンなエ
ネルギーなんですけど、それに対しても、見方によれば 24 時間営業ですよね。
それに対してもこういうものがかかってくるのかというのをちょっとお聞き
したいと思うんですけれど。
例えば、発電所なんかに関しては、どちらかというと、エネルギー供給事業
者という項目がございまして、６ページの一番下のところですが、エネルギー
供給事業者というところでの項目がたぶんかかってくることになると思いま
す。24 時間営業のというところで火力発電所か、水力発電所が、ここでかか
ってくるというものではたぶんないだろうと思います。まだ定義は終わってい
ないので、確たる答えにならないんですが、イメージとしては、今おっしゃっ
たものはエネルギー供給事業者に入るものです。
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県

民

高木委員長

県

民

であれば、あれですよね。ディーゼルだとか、火力というのは、この対象に
充てても私はいいと思うんですよね。変な言い方ですけれど、そうしないと、
例えば、夜、電気というのは余りますから、当然そういうものを削減していか
ないと、こういうものというのは達成できないんじゃないかなと。だから、火
力とかそういう、原子力も見方によればいろいろあるかもしれませんけど、そ
こら辺もちょっと含めた中でご検討いただければありがたいなと思います。
今おっしゃっているご趣旨としては、特に発電関係というふうにとらえてよ
ろしいですね。
はい。

高木委員長

分かりました。じゃ、県内の発電の、今おっしゃったようなディーゼル発電、
火力発電、あまり大きなものはたぶんないと思うんですが、どういったものが
あるのかということも含めて、ちょっと調べさせていただいて、どういうふう
に取り扱うかは、また別途考えさせていただきます。

県

民

伊那市の○○と申しますけれども、６ページの協定の締結ですけれども、ち
ょっと疑問に思うのは、なぜ市町村が協定を締結しなければいけないかという
ことですが。

牧内委員

私も自己紹介で述べましたけれど、個人的な立場で参加しているんですけれ
ども、飯田市の職員でございまして、市町村の立場から考えてどうかなという
ことを専門委員会の中でも発言させていただいておるんですけれども、その中
でも今のお話のように、特にこういう温暖化防止の取り組みというのは、この
事例で言えば、24 時間ですとか自動販売機、いろいろ取り組みについては広
域的に取り組んでいかないと、その取り組み自体がなかなか成り立ちにくいん
じゃないかなと。
そういう観点から、委員会の中では私は県が自ら協定の締結主体となるべき
だというような意見を申し上げておるところで、委員会の中でもいろんな議論
がありますし、また皆さん方からもいろんな意見があると思いますので、十分
にこの辺は検討をする必要があるなというふうに思っております。
委員長さんからいかがですか。

高木委員長

逆にちょっとお聞きしたいのは、私たちの感じからすると、例えば、24 時
間営業にしろ、自動販売機にしろ、例えば、この飯田市の、市街地の中心的な
こういうエリアの中に 24 時間営業のコンビニがあったり、それから自動販売
機があるということに対してはあまり、そんなにはよくはないのかもしれませ
んが、かなりの山の方に入っても、今はコンビニもあるし、自動販売機もある
わけですね。
そういったときに、ただ我々が単なる通過者としてそこを通っても、何でこ
んなところに自動販売機があるのとか、何でこんなところにコンビニがあるん
だろうと思いながら通過することは結構あるわけですが、そこの地域の事情と
いうのは我々には分からないので、それが一番分かっていらっしゃるのは市町
村だから、その市町村がそれを取りまとめられたほうがいいのではないかとい
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うのが我々の委員会の中でも完全に合意はできていないですが、意見なんです
ね。
例えば、ここで言っている「市町村の申し出を受けて県が地域指定する」の
「地域」という意味は、例えば飯田市とか、伊那市という地域指定のことを意
味しているつもりは私はなくて、伊那市のかなりの中山間地のエリアの人たち
が、ここにはコンビニは要らないよねというような申し出が出てきたときに、
市町村が受けていただいて、それを県とというふうなやり方をイメージしてい
るんですが、そのやり方はあまりよくないんでしょうかね。
県

民

高木委員長
県

民

高木委員長
県

民

普通、そういうような申し出って、
「ここには要らないよ」というのは市町
村が、正直な話、言えるの？
市町村じゃなくて、住民が。
だって、市町村の申し出でしょう。ここのだって。それは、私は逆に言えば、
町場の人が見れば必要ねえかもしれないけど、地域の人たちにすれば、必要に
なるかもしれないじゃん。何でこんなところにあるのというのも、地域の人に
してみれば、それが必要な店舗であるかもしれないじゃない。
だから、私は高木委員長さんの考え方から言えば、何というか、偏見を持っ
ているような気がして仕方がない。私らは偏見を。田舎にはそんなものは必要
ねえんだよと。人口の少ないところでは、そんな 24 時間営業の店舗は要らな
いんじゃないかという考えを持っているような気がするんだけども、そうじゃ
ないんです？
それを、地域の人が要らないという判断をされる場合に……。
要らないんだったら、たぶん店を使わないから、つぶれちまうよ、そんな奥
は、逆を言えば。そういう、例えば申し出があるようならば、店もそんなに使
わないもの、それじゃ、逆に言うと。そこで営業ができるということは、たぶ
ん必要があるから営業ができているんだよ。必要がないんじゃなくて、住民の
合意があるんなら、たぶんその店はつぶれてるもの。私はそう思いますよ。
それは、田舎というか、人口の少ないところに対する偏見のような気がする
よ、私は。今の話を聞いていれば。人口の少ないところに 24 時間の店や自販
機は要らないよという話じゃないの。それを私、田舎に住んでいる者は、どう
も偏見と私は聞こえるのでね。

高木委員長

私が言いたいのは、それについて「県が」というやり方は、地域の実情をき
ちんと把握する意味で難しいんではないかと。

県

それと、もう一つ、戻って、市町村の義務というか、は定義しないよという、
分権法に基づいてうんぬんといって説明を受けたんだけども、これについては
市町村の仕事が、要は仕事をさせるようなことになってますね、この部分だけ
は。県の計画だから、市町村の仕事というものは作らないようなことをさっき
言われたんだけども、でも、これは市町村の仕事としてやれという内容でしょ
う。

民
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高木委員長

県

民

高木委員長
県

民

書き方がちょっと悪いんだなということは、今よく分かったんですが、私た
ちのイメージしているのは、というか、必ずしも全員がというわけじゃないで
すけど、少なくとも私がイメージしているのは、住民が市町村に申し出てとい
うイメージなんですね。市町村は、県との間のつなぎ役で、景観条例のそれと
非常に近いものをイメージしておりまして・・・。
じゃ、市町村と事業者は協定を締結するようになっている。
だから、間を・・・。
市町村が間じゃなくて、市町村が締結するようになっているね、今のこの内
容では。県が締結するんじゃなくて、間を取り持ってとは書いてないでしょう。
これはあくまで市町村と、要は設置者なり、店舗の開設者と協定を結ぶという
話じゃない。

高木委員長

分かりました。ちょっとここのところ、私自身の認識がひょっとしたら間違
えているのもしれませんし、もう一度この項目に関しては、次回の検討会のと
きに、そういう意見が出ているということを受けて、集中的に審議をさせてい
ただきます。
今言ったように、我々が考えていることの表現になっていないような気もし
ましたので、このことに対してはそういう対応をさせてください。今ちょっと
ここでそれ以上申し上げられないので。お考えはよく分かりました。

牧内委員

個人的な意見ですけども、おっしゃるように、やっぱり経済活動ですから、
やはり地域指定というような発想よりも、広く満遍にという意見で、この取り
組みに一緒になって取り組んでいこうという事業者があれば、それは県と協定
が結ばれて、できる範囲で。その前提として、やっぱり経済活動ですから、平
等な公平な土俵、競争条件というのがないと、やっぱりせっかくいいことであ
っても、お隣がやっているというと、競争上やらなくちゃいけないという現実
もきっとあるんだろうというふうに思っておりまして、そういうことも勘案し
ながら決めていかなくちゃいけないかなというふうに、私自身は思っておりま
す。

県

すみません。細かいところですが、７ページ、
（２）の交通・自動車利用に
係るということで、
「自動車から公共交通機関への利用転換を図ります。
」自動
車というのは、バスも自動車ですし、電車も大きく言えば自動車なんですが、
これをもうちょっときちんと、何を指すのかということを明確にしたほうがい
いような気がしますが。

民

高木委員長

もうちょっと細かいことが、イメージとしてはもちろんマイカーですが、そ
れは伝わるように、注釈を入れるか、文章を書き直すかということで。

県

13 ページなんですが、説明書きといいますか、５、分野別の地球温暖化対
策ということで、一定規模以上の事業者、それから自動車販売、24 時間営業、
一定規模以上のエネルギー供給事業者ということだけなんですが、産業構造の
関係で分野といいますと、製造業とか、農業、建設、サービス、観光とか、い

民
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ろいろあるんですが、そこら辺については全く触れられていないような気がす
るんですが、そこら辺はどうなんでしょうか。
高木委員長

この場合には、温暖化の対策のものなので、どういう分野の事業をしている
かというよりは、その事業活動によってどれだけのエネルギーを消費している
かによって切っているつもりなんですが。

県

そうしますと、分野というものの指し方が、単なる温暖化防止に係る、関係
する事業所という意味の分野という意味ですか。

民

高木委員長

この分野という言葉が。

県

ちょっと不明確ではないかなと。

民

高木委員長

はい、分かりました。じゃ、この分野別の分野という言葉に関しても、ご指
摘を受けて、もうちょっと違う、誤解を受けることがないような言葉があるか
どうか、ちょっと考えさせてください。

県

民

もう１回すみません。全体の文章の流れの中で、ａ、ｂ、ｃ、ｄとか、ｅと
かとあって、最後のページの説明を見て、14 ページの説明で、◎と○、□と
いう、義務付け、努力義務、協定締結ですか、そこら辺のことが、どうもａ、
ｂ、ｃというランク分けになっているようなことが見えてきたんですが、そう
いうものについての注釈を前段のほうにもきちっと設けていただかないと、や
っと分かったということになる可能性があると思うんですよね。
それと、ペナルティーというのはあると思うんですが、そのペナルティーを
かけられるものについて、もうちょっときちんとはっきりと書いていただいた
ほうが分かりやすいと思うんですが。

事務局

こちら、事務局のほうからお答えいたします。
この 14 ページのものは分かりやすいようにということで例示をしてござい
まして、この骨子案というのは、特にａ、ｂ、ｃ分けというのは、最終的に条
例になると第１条、第２条、第１項、第２項というようになっていきますので、
これは便宜上ａ、ｂ、ｃ分け、最初のところで申し上げましたように、努力義
務を先に載せて、特化した部分をｂということで、義務付けということで表し
ていますということでご説明申し上げていますので、そういう形でご理解いた
だきたいと思います。
ペナルティーの部分は、条例ですので、罰金とかがあります。そういったも
のがご要望でしたら、またご意見を送っていただきたいんですけれども、ここ
では先ほど 12 ページのところでご説明申し上げたように、実効性の確保とい
うことで、頑張ったところには市場で評価される、社会的な評価が与えられて、
ご褒美が与えられるようにしますと。駄目なところ、例えば、ｂのところにあ
りますけれども、そういう制度に従わなかったところには勧告をいたします
と。それでも勧告に従わなければ、氏名等の公表を通しまして社会的な制裁を
受けていくという、こういう仕組みになっています。
これじゃ生ぬるいと、罰金ですとか、あるいは、刑務所へ入れと、こういっ
た項目まであるべきだということであれば、ご意見として寄せていただきたい
9

んですけれども、今のところ検討会の皆さんからは、そういったところまでは
必要ないだろうというご意見で、ここの骨子（案）としてまとめて、ご提示さ
せていただいております。
県

民

事務局

県

民

分かりました。そうしますと、全体的な文章の流れも、条例になりますと変
わってくるという考え方になるんですね。
説明でも申し上げましたように、これは、できたらいいなという最終型です。
この中には、例えば法律で規定している分野も一部入っていたり、ほかの条例
でカバーしている部分もありますので、全体的に見ると、こういうことを目指
した条例ですよということでご理解いただきたいと。
ですから、最終型は異なる可能性はあります。ご心配のようにあります。例
えば、１本、２本、歯が抜けたとします、ここに書いてある部分の。抜けた部
分は、法律等で言っているので抜けたというようにご理解いただきたいと思い
ます。あるいは、ご意見がいただいたことによって、変わって増えるとか、要
らないといって減る部分もあるかもしれませんけれども、それがないという前
提でお話を申し上げさせていただければ、ここの形は、どこかの法律、条例で
カバーされて、この姿になった部分が皆さんの生活の中に生かされていくだろ
うということでございます。
分かりました。

事務局

ほかに。まだ時間はございますので、かなり厳しい意見もいただきましたが、
委員長が後で、検討会でそれは十分検討するというふうなお答えをしていただ
いています。この骨子はあくまでも案であって、これでいくというものではあ
りませんので、意見をどんどん言っていただいて、次の骨子あるいは要綱に反
映させていくということが、この会の目的ですので、どのようなことでも結構
ですので、ありますでしょうか。

県

もう一つ、これは要望なんですけれども、環境教育の関係、学習というか、
教育現場で、例えば、いろいろなことをお願いはしても、結局今の五日制の問
題だとかの関係で、なかなかこういう環境に対する教育の時間というのを確保
してもらえないというのが現実の話なんです。
忙しいというのは確かに授業日数の関係でということは分かるんですけれ
ども、例えば、年に最低限１時限分ぐらいは環境の学習時間を確保するように
とか、そういう努力じゃなくて、どちらかといえば、義務的な部分というのは、
例えばここで、県の機関でもあるんですし、高等学校も、小中学校については
市町村のものになるんですけれども、そういうことが何とかできないのかな、
どうなのかな。そうすれば、結局格好いい話で、
「環境に対する学習をやって
いきましょうよ」
「いいですね」
「はい、それまでよ」になっちゃうんですが、
そういうことが、せっかくこういう条例を作るんであるから、何かできないの
かなということを考えるんですが。

民

高木委員長

当然今ご指摘のお話というのは、教育委員会なり、要するに、今ここの事務
局とは別の事務方と相談をしていかなければいけないことになります。環境教
育をどういうふうにするのかと、確かにここに書いてあることは、非常におざ
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なりにしようと思えば、できてしまうことで。我々にできることは、そういう
要望が、例えば、こういう意見交換会に出ているので、ぜひ前向きに検討して
くださいということをお願いすることはできますが、条例の中にそのような、
例えば、年にこういう授業が年に何時間というようなことを入れるのはなかな
か難しいということはご理解をいただきたいと思います。
県

民

県

民

よく分かってはいるんです。
細かいことでございまして申し訳ありません。７ページなんですけど、一番
下のほうですが、アイドリング・ストップということが項目に挙げてございま
すが、信号機を赤で止まるたびにエンジンを止めて、また、青になったらエン
ジンをかけてスタートするということが非常に有効なのかということを、ギア
が壊れる率も増えてくると思いますが、そこら辺のことはどういうふうに考え
ておられるか、お聞きしたいんです。

高木委員長

どちらかというと、実はここで書かれていることは、駐車場におけるという
のがあったほうが適切なのかもしれませんね、今のご指摘からすると。だから、
駐車場におけるだけではなくて、例えば、踏切で停車して、明らかに１分とか、
２分とか止まっているのが分かっている場合には止めていただきたいという
ようなこともあって、ある意味あいまいな書き方になっているのだろうという
か、なってしまっているんですね。
例えば、駐車場においては、アイドリング・ストップをお願いしますと書い
てしまえば分かりやすいですよね、それは。ただ書き方が我々も分からないん
ですけども、最近私が読んだ新聞では、５秒以上でも止まっていれば、今どき
の車だとエンジンを切ったほうがいいですよということが書いてあった例す
らありますし、だけど、５秒で切ったり、入れたりするということは現実的に
はほとんど不可能だとは思いますし、何かこういうふうに書けばいいよという
アイデアをいただければ、いくらでも直せるんですが。

事務局

すみません。ちょっとお答えにはならないと思うんですが、私、省エネルギ
ーセンターというところで主催しておりますアイドリング・ストップの講習会
というのに出させてもらったことがあるんですが、あれは自動的にアイドリン
グ・ストップ装置がついていて、ブレーキを踏んで止まると、自動的にエンジ
ンが切れると。また、信号でアクセルを踏むと、自動的にエンジンがかかって
進むというような機能の車もあると。
そのときに、そういう装置が付いた車というのは、傷みが、エンジンとかそ
ういうところに、プラグとか、影響があるんじゃないのかという質問が、確か
ほかの県の受講者から出たと思うんですが、今の車については、構造上、そう
いったものを繰り返しても、例えば、どこかが壊れるとか、傷みが進むとかい
うことはないというふうな回答をそのときはいただきました。
私は実際には、そのとき１回乗っただけで、実際に実生活でもアイドリン
グ・ストップをやっているわけじゃないんですが、申し訳ないんですが、ただ、
そういう今の車の構造上はそういうことはないということはメーカーのほう
の方からお聞きしたという事実はあります。参考までに。

県

民

ストップして、青信号になって、一発でエンジンがかかってふければいいん
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ですが、そういう車ばかりもないと思うんですね、慌てますからね、運転する
人は慌てますからね。後ろからパッパーッと鳴らされて慌てて踏み込めば、ガ
スの吸い込み過ぎでエンジンが掛からなくなったりするわけですよね。はっき
り言って、そういう場合の責任問題ですよね。そこらへんはどういうふうにお
考えでしょうか。
事務局

先ほどの、そういう現状だということで、例えば今の条例で想定しているの
は努力義務ということですので、あまりそういう傷んだ車に乗っていて、そう
いう支障を生じるような場合というのは、どうなんですかね。委員長さん、想
定してしまっていいんですか。というのは、ちょっと細かい話なんですが、そ
のへんは。

県

あまり不確定なものを条例として、これに書くというのはどうかな、いいか
なという気が、私はいたします。

民

高木委員長

基本的には私たちの、ここの文章の書き方は、要するにドライバーがその時
の状況を判断して適切に利用してくださいということを書いているつもりな
んですが。例えば、
「ただし、エンジンが一発で掛からないことがしばしばあ
る車は、その範囲ではない」とかということを書くのは、これはやっぱりおか
しいですし、私自身は新聞で、５秒以上信号で止まった時にアイドリング・ス
トップをしたほうがいいよというのを読んでから、気をつけてアイドリング・
ストップしているんですが、結構アイドリング・ストップしてみると、アイド
リング・ストップの時間とは長いものだなというのがよく分かって、それはそ
れで面白いのですが。ただ、バッテリーについてはあまり、負荷がかかること
は間違いないだろうから、そのへんはどうなんですかね。
あまりそういうふうにおっしゃられてしまうと、書けなくなってしまう。や
っぱりこんなものは書かないほうがいいんだと、Ｂ、Ｃの項目だけでいいんだ
というのが多くの方のご意見であるならば、それはＢ、Ｃだけ書いて、Ａの部
分はカットすることはやぶさかではないのですが。これまで、この項目につい
てあれこれ言われたのは、タクシーの業界の方から言われた言葉はあるんです
が、それ以外は特になかったものですから、今おっしゃられているようなご意
見というのは、これは初めてなんですね。

県

民

そうしますと、これに書いて、一生懸命守ろうとした人が後ろからパッパー
と鳴らされて、けんかになったというようなことになって、どっちでもいいや
というふうに、こういう無頓着な人がゆうゆうと道路を進行できるという形に
なるということですね。

事務局

よろしいですか。すみません。申し訳ございません。委員長も申し上げてい
ますように、反社会的な行為を推奨しているわけではございませんし、ご覧い
ただきたいんですけど、各主体責務という３ページのところで「県民」という
ところの欄がございます。
「県民は日常生活に関し、地球市民としての責任を
自覚し云々」と書いてございます。ですから、無理してやって他人に迷惑をか
けて頑張れという、そこまで推し進めている話ではございません。個人の責任
において協力できる範囲とか、協力してくださいというのが、この条例の骨子
（案）の趣旨でございまして、整備不良というと申し訳ないですけれども、古
い車でエンジンを切ったら、５分は掛からないというような車に乗っておられ
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る方が、アイドリング・ストップを励行するということが、果たして社会的な
行為なのかということでご判断をいただきたいというように思います。
ですから、協力したつもりだったけれども、たまたま具合が悪くて止まって
しまったとか、それはその人の責任かもしれませんけれども、それが心がけと
して「協力するんだ」という趣旨で行ったものであれば、あまり非難されるも
のではないのかなと、そういうふうに寛容な気持ちをもって進めていただけれ
ば大変ありがたいと思います。
民

これはいいと思いますよ。例えば人が来たとか荷物を降ろしたりするにも、
これは意外と■■■ので、少なくとも人を待っていたり荷物を降ろしている間
はエンジンを止めましょうよということの呼びかけで、これはあってもいいの
ではないかと、私はそう思いますけど。

牧内委員

おっしゃるのは、いわゆるアイドリング・ストップ運動の一環的な、議論を
しているほうも、そういうレベルで考えているんです。今、ご意見をいただい
たように、果たして努力義務とはいえ義務ですから、条例としてふさわしい意
味合いなのか、規定なのかということは、やっぱり検討する必要があるなとい
うふうに、私自身は聞かせていただきました。
ただ、そういう運動というレベルとは若干、条例というの違いますから。

県

いずれにしても、例えば荷物の積み降ろしの時にエンジンを掛ける■■■不
安と■■■、■■■いけないとか何かあるかもしれない。バッテリーが上がっ
ちゃうとか、そういうことがあるかもしれないけれども、できるだけこういう
ことを励行してもらうという努力義務として挙げるならば、今のアイドリン
グ・ストップ運動を、もう少し踏み込んで本気で考えていけばいいのではない
のかなと思うのです。

県

民

牧内委員

先ほどのご意見もそういうことだと思うんですよね。

民

それぞれ、それは自己判断でやってもらわないと、今言ったように俺の車は
信号でエンジンを止めたら、しばらくは掛からないというのを、わざわざ止め
る人はあまりいないような気がするのですが。一番自分が理解しているような
気がするので。

牧内委員

ただ、そういうのが、アイドリング・ストップ運動と違って、条例の中で規
定をしていくということですから、こういう具体的な、例えば後段に出てくる
「駐車場においては」というふうに限定して確実にやっていただくというよう
な方法もあるかと思うんですよね、総論ではなくて。

県

民

もう一つ言えるのは、例えば信号で空吹かしを若い連中に止めてもらえれ
ば、かえっていいんだけれども。あおるより。

県

民

こういう条例が、たくさんというか、条例というか法律類が出てくるという
ことは非常にいいかと思うのですが、実際これを理解して行動するという人た
ちですね。法律がいっぱいありまして、情報、それとかこういう冊子ですね。
いろいろ説明とか、こういう冊子がいっぱい出てきて、これを見て理解してと
いうことになるはずなのですが、なかなか一人の人間が、これだけの情報を全
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部目を通して理解して行動するということは不可能なことだと思うんですよ
ね。ですからなるべく、こういうものは簡略化して、もっと体系的にこういう
ものも一人一冊あれば、もう大体、世の中は生きていけるんだというような形
ですね。もうちょっときちんと、体系的なことを考えていただいて整備をして
いただきたいというふうに考えますが。
高木委員長

はい。条例の形になった時に、どうやって分かりやすくするかというのは大
きな宿題だった認識しておりますので、多分、この県民計画のときにも、こう
いう概要版みたいなものをつくったのと同じように、この条例というのは、県
民に幅広く理解していただかなければいけない。ある特定の事業者なりを狙い
撃ちしているようなものではないので、いかに皆さんによく分かっていただく
かいというのが、多分■■■の条例だと思っていますので、例えば、こういう
説明会に関しても、今日も話を聞いたのですが、かなり他の条例に比べると丁
寧にやっていると。それから、今後もいろんな機会を通じて、県民に長野県で
はこういうような温暖化の対策の条例をつくっているんだよということが、も
っと伝わるような、そして内容としても、こんなことをやっているんだという
ことが伝わるにはどうしたらいいのかということも含めて検討中なので、今後
とも検討させていただきたいと思っております。
逆に、もしこういうのをやれというのがあったり、こういう機会で、こうい
うのをやるから、その時に検討委員でもいいし、地球環境課のスタッフでも、
ぜひ来て話をしてほしいというような企画をどんどんどんどん持ち上げてい
ただければ、我々としてはなるべく応えていきたいとは思っています。

県

それぞれ担当される方は一生懸命やられて、立派なものをつくられて、内容
の濃いものに、ということはよく分かるのですが、それを今度は理解して実行
するほうですね。この文章を全部端から目を通す人がどのぐらいいるかという
ことですね。そういう人のことを考えて体系的な考えていただきたいなという
のが本音でございます。

民

事務局

では、事務局のほうから、ちょっとお話し申し上げます。今、○○さんがお
話しになった「減ＣＯ２プラン」というのがございます。本当の県民計画は 60
ページぐらいから成っているもので、あまりにも皆さんが知らないものですか
ら、ダイジェスト版ということで、話に行く際に使えるようなもの、アウトラ
イン、ある程度の考え方、現状が分かるようなものということで作らせていた
だきました。ですから、事あるごとに、こういう計画があるんですよというこ
とで、ＰＲに努めております。
また、今回の条例の件につきましても、来年度予算で必要な予算を確保すべ
く、今努力をしている最中でございます。また、県には出前講座ということで、
必要があれば職員が出向きまして説明するという制度がございます。例えば今
年ですと、出前講座ではないんですけれども、安全運転管理者という、車を５
台以上お持ちの事業所の、車の安全運転を管理している方たちの法定講習がご
ざいます。そのお時間をいただきまして、全部で事業所が１万ぐらいなので、
３年で一回りということで、年間３千人の安全運転管理者を対象に県民計画、
車関係のほうにウエイトを置いて話をしておりますけれども。そういう形で、
なるべく車に近いところで活動していただいている方にご理解いただきたい
ということで進めております。ですから、今、苦言いただきましたように、見
えなかったという部分は、私どもの努力不足という部分もございますので、こ
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れから、今いただきましたご提言も肝に銘じまして、なるべく多くのこうした
機会で多くの皆さんにご理解いただけるように努力してまいりたいというよ
うに考えております。
まだ時間はございますので、どんなことでも結構ですが、ご意見をちょうだ
いできればありがたいと思いますが、いかがでしょうか。
民

要望のような話になりますが、○○市の○○といいますけれども。私どもの
課長が委員になっているので、またその席でという部分もあるかもしれません
が。個人的に、今までのご説明を伺っていて、一つ思うことをお話しするわけ
ですけれども。
せっかく長野県という一つの広域のエリアで県条例をつくるという取組が
始まっているということは、市町村で仕事をする者にとりましては、非常にあ
りがたい話だというふうに考えております。
特に、この温暖化に向けた取組というのは、市町村レベルでは、なかなか取
り組みきれないという部分があるという現実もありますので、そういう意味合
いからしますと、長野県という一つの大きな行政体の中で条例化がされて、県
民がそれに取り組むということができれば、より効果は高まるものというふう
に思うわけであります。
そういうところからお願いをしますのは、先ほどの協定の部分の話もありま
したし、アイドリング・ストップの運動と条例の中の表現の仕方というような
ところのお話があったのですが、せっかく県条例としてつくるわけですから、
やはり同じ長野県の中で、どこへ行ってもその条例で一つのくくりができると
いう共通の条例になるようなご検討を、さらにお願いしたいと思います。
逆に地域の特例があるところは除くような、そういう条例であってもいいの
かなというふうに思いますから、基本的には長野県は県条例で、どこへ行って
も同じように規制がされます。みんなが努力目標に向けて頑張りますというよ
うな、そういう条例に、ぜひ仕組みをつくっていただけるとありがたいという
ふうに思います。
市町村でできることは市町村の条例で取り組むこともできますから、せっか
くですから今、県的レベルで研究いただいている条例ということですから、そ
ういう高い条例と言いますか、位置づけの条例に、ぜひ仕上げていただきたい
というお願いをさせていただきたいと思います。
それから、もう一点ですが。今日こうやって出席をしている人数というのは
非常に限られた人数ということであります。県内４カ所でこういった機会を設
けていただいて、またさらに次の展開へというふうに計画をされているという
ふうに承知しておりますけれども。いろんな業界の皆さんの思いもあるでしょ
うし、意見を聞く場というのを、ぜひまた、お考えをいただく形で、より多く
の皆さんが、この条例をつくるというところにかかわれるような、そんな仕掛
けをお願いしたいと思います。やはり条例ができることも大切だと思います
が、せっかくこうやって委員の皆さんが取り組みいただいてやっている、その
条例をつくり上げるまでの経過、プロセスに少し県民の皆さんも巻き込んでや
っていただくという仕掛けに、ぜひしていただいて、条例をつくるという時期
のこともあると思いますが、そこのところを効果的にやっていただきたい。そ
んなお願いをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

事務局

○○さんのご意見、うけたまわりました。多分、景観条例なんかも市町村が

県

15

持っていると摘要除外という形であったので、そういうイメージなのかなとい
う気もいたします。これは単独条例というか、また京都市しかできておりませ
ん。例えば実行計画ということで、温対法（地球温暖化対策の推進に関する法
律）で定められている策定義務が市町村にあるものも、昨年度までに 19 市町
村。今年度は９つ、28 ぐらいなんですよ。今度 92 ぐらいに市町村数は減って
いますから、そういう実行計画の意識も低い中で、果たして単独の条例、市町
村が担っていただけるのかという部分がございまして、できたところは将来的
に適用除外というような条項をつけていくことは全然やぶさかでもございま
せんし、発展形となるのであれば、喜んで外すようなことをやっていきたいと
思います。
ただ、現段階では地域指定というのも、先ほど委員長も申し上げましたけれ
ども、景観条例も、今度は景観法ができてしまったりして、ちょっと変わった
部分がありますけれども。浅間山ろくというと、いくつかの複数の景観を重点
整備地域にしようとか、高社山、中野市近辺のところをやる。そういうエリア
指定。これは委員長も言いました地域のご要望を市町村に伝えていただいて、
市町村が連携して、ここの地域ということで県が指定するというようなイメー
ジもございます。自販機も、ここには置かないというのは、本当に地域、団地
一つとか、自治会単位で私たちが協定してやっていきますといって進めている
地区も、県に百いくつぐらいですか、相当な地区があります。ですからいろい
ろな在り方があっていいのではないかとか。
ですから、そういったところで市町村の知恵をお借りしたり、ご意見を伺っ
ていく中で、協働して実施していきたい。これがこの条例に込められた夢、目
的でございます。今いただいた意見は非常にありがたいお話でしたので、一緒
に進めていただければ幸いだと思っております。
まだまだ時間がございますので、ここで委員さんもおいでになりますし、い
ろんなご意見、ご要望があれば承りたいと思いますが、いかがでしょうか。
それでは今日の、この場での意見というのはいただいて出尽くしたというふ
うな感はいたしますので。ただ、先ほど条例の骨子案、パブリックコメントの
関係の期限なんですが、今週末の金曜日の 21 日を予定しているということで
お伝えしてございますが、この 21 日をもって以降は受け付けないというよう
なものではございません。パブリックコメントというような形での意見は、一
応 21 日で終了するということになっておりますが、その後も意見というもの
はいただくということは、全然こちらのほうでは問題とはしておりません。む
しろいただきたいと思っております。
ただし、次回の検討会、骨子を決定するというような検討会が 28 日に予定
される都合上、そういったご意見をいただけるのであれば、26 日ぐらいが反
映できる限度かなと思いますので、そのへんまでには、ご意見、言い足りない
部分、あるいは新たに出た意見についてはお寄せいただければと思っていま
す。お寄せいただく先としまして、今日お配りしました、この「減ＣＯ２プラ
ン」の一番後ろのページの一番下のところに、長野県生活環境部の地球環境課
のメールアドレスとファックス番号が書いてございます。こちらのほうに、お
寄せいただければと思います。
なお、この条例の骨子について、あるいは条例の今までの経過についての中
身については、すべて県のホームページのほうに載せてございます。県のホー
ムページのトップページを開いていただきますと、トップページに条例骨子案
ということで載っておりますので、そこから入っていただければ簡単につなが
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りますので、そのへんもよろしくお願いしたいと思います。
それでは大変長い時間、貴重なご意見をいただきましてありがとうございま
した。これらは、また検討会のほうで検討させていただくということで、本日
は閉じさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。気を
つけてお帰りください。
（議事録中の■■■の部分は確認できなかった部分です。）
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