くりを目指すことが求められてきてい

受付
開講の挨拶・オリエンテーション

講

ます。

教科目

特に、行政には、これまでの都市部

低炭素都市・地域づくり研修

局だけ、環境部局だけというような縦

割り的な政策ではなく、分野横断的な

視点に立った総合的な政策形成が必要

となってきています。

本研修では、講義や「環境モデル都

市」などの様々な取組事例を通じて、

ながる取り組みを進めていくことを主

研修の概要と特長

低炭素型の都市・地域づくりに関する

モデル都市」に選定された豊田市と富

眼とされています。公共交通を串に、

平成21年度

講義時間
10：30〜11：00
11：00〜12：00

幅広い知識を得るとともに、実際に、

山市の二都市の事例を取り上げました。

その串に連なる徒歩で生活できるまち

グループで政策立案演習をしていただ

本号の特集でもご寄稿いただいた都

豊田市さんからは、三つの領域を機

をお団子に各々例えた「お団子と串の

くことで、行政がどのような視点を持

界的な課題となっております。我が国

市計画学会の小澤一郎氏の基調的講義

軸（
「交通」
・
「
「産業」
・
「森林」
）に「人

都市構造」の考え方、ＪＲ高山本線活

月日

つことが必要なのかを考えてもらうこ

でも、これまで、個別政策分野毎に、

に始まって、国・自治体・民間・学識

と環境と技術の融合（ハイブリッド）
」

性化の社会実験など、公共交通の活性

低炭素都市・地域づくり研修
＜２１年度新規研修＞

とを主眼としています。

ＣＯ２削減の取り組みが進められてき

者等の様々な視点からの事例を中心と

による活力のある低炭素社会をめざす

化と沿線居住を推進する取り組みは、

本研修の目的

ましたが、より大幅な削減を図るため

した講義に加え、グループ討議を通じ

「ハイブリッド・シティとよたプラン」

受講者にとっても印象深いものになり

ご承知のとおり、ＣＯ２削減は、世

には、社会全体を低炭素型に変えてい

て、実際に政策を考えていただく構成

の取組概要をお話しいただきました。

く必要があります。

となっております。

そのためには、これまでの単体対策

ました。

両市の担当課長様のお話は、グルー

富山市さんは、コンパクトシティ、

ＬＲＴですでに有名ですが、公共交通

その中から、いくつか、その特長を

ご紹介させていただきます。

を、都市・地域がそれぞれの特色を活

かし、総合的かつ計画的な政策へ転換

プ討議のヒントにもつながったと思い

ます。また、今後の課題として、低炭

軸を中心としたコンパクトなまちづく

りを進めていく中で、低炭素社会につ

【環境モデル都市の取り組み】

平成二〇年度からスタートした「環境

し、行政や民間や住民など多様な主体

が参画して、低炭素型の都市・地域づ

センター通信／「建設研修」

時間割
師

社団法人都市計画学会
低炭素社会実現特別委員会委員長
小澤 一郎
国土交通省
総合政策局環境政策課 課長補佐 鈴木 通仁
都市・地域整備局都市・地域政策課
課長補佐 北村 智顕
国土交通省
低炭素都市づくりガイドライン
都市・地域整備局 都市計画課
（素案）について
企画専門官 鎌田 秀一
住宅・建築物の
国土交通省 住宅局
省エネルギー対策
住宅生産課 住宅省エネルギー係長 後藤 邦彦
財団法人建築環境・省エネルギー機構
CASBEEの概要と活用事例
建築研究部 課長補佐 吉澤 伸記
豊田市経営政策本部
事例研究①
環境モデル都市（ハイブリッド・ 環境モデル都市推進課長
阿久津 正典
シティとよた）の取組
富山市 都市整備部 都市政策課長
事例研究②
環境モデル都市（富山市）の取組 俣本 和夫
事例研究③
東京都の気候変動対策について 東京都 環境局 都市地球環境部
−温室効果ガス総量削減義務と 排出量取引係長 千葉 稔子
排出量取引制度を中心にー
低炭素社都市づくりにおける
株式会社住信基礎研究所 研究理事
自転車活用方策
古倉 宗治
低炭素社会を実現する
横浜国立大学大学院 環境情報研究院
地域エネルギーシステム
教授 佐土原 聡
大和ハウス工業株式会社
事例研究④
環境部 企画・温暖化対策推進グループ長
自然と調和した街づくり
小山 勝弘
−街区まるごとCO2削減−
グループ討議
【課題：低炭素都市・地域づくり
を進める上での課題と方策】
株式会社博報堂
CO2とブランディング
環境コミュニケーション推進室
プロデューサー 野村 秀之
国土交通省
全体討議
総合政策局環境政策課 課長補佐 鈴木 通仁
【課題：低炭素都市・地域づくり
都市・地域整備局都市・地域政策課
を進める上での課題と方策】
課長補佐 北村 智顕
閉講式

低炭素社会形成と
13：00〜14：30 1.5
都市計画
11
／
24
低炭素都市・地域づくりと
14：40〜15：40 1.0
（火）
国土交通行政
15：50〜17：30 1.5
9：00〜10：20 1.5
10：30〜12：00 1.5
11
13：00〜14：30 1.5
／
25
（水）14：40〜16：10 1.5
16：20〜17：50 1.5
9：00〜10：20 1.5
10：30〜11：50 1.5

11
／
26 13：00〜14：30 1.5
（木）
14：40〜17：40 3.0
9：00〜10：30 1.5
11
／
27
10：40〜12：30 2.0
（金）
12：30〜12：45
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つの課題です。そのためには、どう伝

な主体の参画をどう進めていくかが一

くためには、住民を含めた地域の多様

低炭素都市・地域づくりを進めてい

【ＣＯ２とブランディング】

と思います。

める上での大きなポイントではないか

ここが、低炭素都市・地域づくりを進

題として挙げられていました。恐らく、

民に共有してもらうことが、大きな課

高い暮らしにつながるということを市

素都市づくりを進めることが満足度の

を実際に立案していただく政策立案演

低炭素都市・地域づくりのビジョン」

でに八〇％のＣＯ２削減を目標とした

〇二〇年までに三〇％、二〇五〇年ま

受講者を三つのグループに分け、「二

【グループ討議・全体討議】

はないでしょうか。

変参考になるキーワードになったので

体となって取り組みを進める上でも大

ドは、企業に限らず、行政が住民と一

連帯感を可視化する」などのキーワー

々と対話しながら作り上げる」
「人々の

る」
「様々な人を活動に取り込む」
「人

つくる」
「参加するプロセスを楽しくす

のにする」
「気軽に参加できる仕組みを

の象徴をつくる」
「活動を持続可能なも

特に、
「活動を簡潔に伝える」
「活動

クポイントをお話しいただきました。

ュニケーションを企画する際のチェッ

例をもとに、環境・社会テーマのコミ

企業の環境に対する取り組みの広告事

の濃い有意義な研修であった」
「自分の

今まで知らなかった知識を学べ、内容

民間、学識者等）から先進的な事例や

安でしたが、「様々な視点（国、自治体、

々な受講者に満足してもらえるのか不

講者構成となりました。専門分野が色

事務職が集まり、多種多様な方々の受

環境、政策、建築の各担当から技術・

でもあることから、都市、道路・交通、

本研修は、分野横断的な政策テーマ

はないかと感じています。

講者間の経験の共有につながったので

ていただき、講義での知識の確認や受

あり、限られた時間の中で良くまとめ

られました。グループ毎に各々特長が

が見られ、夜遅くまで議論を重ねてお

すが、受講者同士での活発な意見交換

難しいテーマではあったかと思いま

えながら、参加者全体で議論しました。

交通省の担当者からの質問や講評も交

定しております。受講者から頂いた要

から十九日までの五日間での実施を予

さて、平成二二年度は、
十一月十五日

と改めて感じたところです。

加される側と一緒に作り上げるものだ

た。研修は、作る側だけではなく、参

できたことなどが、感想から伺えまし

ープ討議で色々な視点での意見交換が

様々な専門分野の方の参加によりグル

こと、事例中心の講義であったこと、

いう目的意識を持って参加されていた

ていただけたのは、新しいテーマであ

がありましたが、比較的良い評価をし

今回、新規研修として産みの苦しみ

評価をしていただきました。

ど、こちらが意図した点に対して良い

討議など非常に得るものがあった」な

具体的な施策を考えるというグループ

例を中心とした講義、受講生で討議し、

（ 〇四二ー三二四ー五三一五 ）までどうぞ。

☆本研修のお問い合わせは、当センター研修局

皆様のご参加をお持ちしております。

基本的な知識、幅広い知識を得たいと

り、受講者が自らの業務等に関連して、

おわりに

えていくかなどの情報発信も重要なツ

習をしていただきました。グループ毎

専門以外についても幅広く知識が修得

望等を踏まえ、より充実した研修を目
また、
「博報堂の講義は、住民目線を

受講者の評価

ールの一つです。

に、仮想市における地理的条件、都市

できて有意義だった」などの評価を得

指していきたいと考えておりますので、

そこで、博報堂の野村秀之氏から、

構造、産業構造、財政状況等の前提条

ました。
抽出して、これらを踏まえた提案施策

考える上で、行政にも参考となるべき
内容で大変勉強になった」
「具体的な事

をまとめ最終日の全体討議の時間に発
表してもらいました。ここでは、国土
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件を設定し、課題や強み、弱みなどを

本誌ご執筆の小澤講師を囲んでの記念撮影

います。日頃の業務の中で、地球温暖

する施策を行う部署に所属して
候といった条件は自治体ごとに異なっ

た。人口・面積・財政状況・地形や気

伺うことができ、大変参考になりまし

です。

いう気持ちには、なりづらいのが現状

担してまで温暖化防止に取り組もうと

見えづらかったりするため、費用を負

にくかったり、取り組みの成果が目に

化に対応するためには、これまでのよ
ており、施策を考える際にはその自治

講義の中で「
〝二酸化炭素の排出を

行われている施策の内容や課題を直接

うに自動車に依存しすぎるのではなく、
体の現状把握、将来像といったものを

減らすためにこういう活動をしてくだ

は自動車・自転車の駐車場に関

公共交通や自転車を中心とした環境に
十分に考慮しなくてはならない、とい

私

やさしい交通体系を進めることが重要

さい 〟と言うとなかなか取り組んでも
らえない。
〝 こういうことをすると節

うことを改めて感じました。
低炭素社会に向けた取り組みを進め

であると感じていました。今回の「低
炭素都市・地域づくり研修」を通じて、

な活動を行うことも大切だと思います。

約できて、しかも二酸化炭素の排出を

や民間企業が温暖化防止に取り組みや

今回の研修を受講し、低炭素社会へ

るのは、民間企業にとっても市民にと

すくなるような制度作りや支援を行い、

の取り組みには様々なものがあると知

交通分野に限らず多方面における地球

興味をもってもらえるきっかけを作る

り、そのＰＲの方法にも工夫が必要だ

減らせるから環境にも優しいですよ〟

ことだと思います。直接的に「二酸化

ということを学びました。地球温暖化

っても簡単ではないと思います。多く

炭素の排出を減らそう」と呼びかける

防止は世界的な課題であり、今後どの

温暖化対策を学び、業務に活かしたい

だけではなく、
『こういうことをすると

部署においても業務を行う上で必ず直

の取り組みをしている企業や市民を表

実は環境にも優しい』ということを分

面する問題だと思います。どんな取り

と言うと、やってみようかなと思って

かってもらうことが普及への近道では

組みが二酸化炭素抑制につながるか、

の人が地球温暖化を食い止めなくては

ないかと思います。行政は、太陽光発電

どういう方法で皆に興味を持ってもら

と思い受講を希望しました。

やエコカー普及のために補助金を交付

うか、ということを今回の研修で得た

彰する、環境教室を開いて子どもを通

する、といった財政面の支援をするこ

知識を活かし、広い視野を持って考え

くれる人が多い」というお話がありま

とも必要ですが、生活の中で簡単にで

ていきたいと思います。

ならないと認識しているはずですが、

きるエコ活動を紹介する、温暖化防止

研修では、国土交通省や環境モデル

ＥＶ
（電気自動車）の普及を進めるため、
さいたま市内の
各区役所に導入されたＥＶの青色防犯パトロールカー

じて家庭に広めてもらう、といった地道
さいたま市都市局 都市計画部
都市交通課交通計画係

した。行政に求められることは、市民

刈間 可奈子

自分に直接危機が迫っているとは感じ

「低炭素都市・地域づくり研修」
を受講して

都市といった行政側からだけでなく、
民間企業、学識者等による講義もあり、
様々な視点から低炭素社会への考え方
や取り組みを知ることができました。
講義から学ぶところが多かったのは
もちろんですが、グループ討議で他自
治体の方と同じ課題に取り組み、意見
交換が出来たことも貴重な経験になり
ました。グループ討議の課題は〝 二〇
二〇年までに三〇％、二〇五〇年まで
に八〇％のＣＯ２を削減するためにビ
ジョンを策定する 〟という実現が困難
な目標でした。その施策を考えるのに
は苦労しましたが、他自治体で実際に

低炭素社会を広い視野
から考えたい
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