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平成２０年８月２２日 

東久留米市環境審議会 会議録 
１．会議名 

平成２０年度 第４回 東久留米市環境審議会 

 

２．日 時 

平成２０年７月２５日（金）9：45～12：00 

 

３．場 所 

東久留米市役所 ４階 庁議室 

 

４．出席委員氏名（敬称略） 

貫井昭三〔会長〕、山田啓一〔職務代理〕、松永正美、湯田悦子、森幹彦、矢口一郎、田村尚久 

中村淳、加藤久幸（以上９名） 

 

５．欠席委員 

矢野恭弘（以上１名） 

 

６．事務局職員名 

橋爪和彦環境部長、荒島久人課長（都市建設部都市計画課都市政策担当課長） 

林幸雄課長（環境政策課）、田中徳彦主査（政策調整担当）、小峰和夫主査（みどり環境担当） 

浦山和人主査（生活環境担当）、成毛裕子主事（生活環境担当） 

 

７．説明員 

   イオン株式会社 鈴木一郎氏、伊藤慈洋氏 

   パシフィックコンサルタンツ株式会社 矢倉信行氏、笠井睦氏、小安奈央子氏 

    

８．傍聴人 

   １名 

 

９．会議次第 

１）開会 第４回環境審議会 

２）議題 

①前回の会議録の確認について 

②緑の基本計画の見直し答申について最終確認 

 ※確定後市長へ答申 

③イオン東久留米ショッピングセンター（仮称）建築事業の環境影響評価案について 

④その他 

３）閉会 
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１０．配布資料 

１）平成 20 年度第４回東久留米市環境審議会次第 

２）平成 20 年度第３回環境審議会会議録（案）（資料１） 

３）東久留米市緑の基本計画見直しについて（答申）（案） 

    ４）東久留米市緑の基本計画見直しについて（答申） 

    ５）緑の基本計画見直しについて答申案の最終修正個所（抜粋） 

    ６）イオン東久留米ショッピングセンター（仮称）建築事業 環境影響評価書案のあらまし 

 

１１．貸出資料 

    １）環境影響評価書案 イオン東久留米ショッピングセンター（仮称）建築事業 

    ２）環境影響評価書案 イオン東久留米ショッピングセンター（仮称）建築事業 資料編 

    ３）環境影響評価書案の概要 イオン東久留米ショッピングセンター（仮称）建築事業 

 

１２．審議会内容 

（１）開会 第４回環境審議会開会 

  

（２）議題 

    ①緑の基本計画の見直し答申について最終確認 

     ・緑の基本計画見直しについて答申案の最終修正個所（抜粋）について会長説明 

   【会  長】最終確認をしたい。松永委員に事前にご意見をいただいた。 

   【委  員】・「おわりに」の洞爺湖サミットについての記載についてだが、「さらに」以降の３

行、ＭＥＭ、新興国について記載すべきか考えたが、むしろ削除した方がすっき

りすると考える。 

・「温室効果ガス」という表記だが、新聞には「温暖化ガス」との表記もある。どち

らが良いか。 

   【会    長】「温室効果ガス」という表記だが、一般的に使われている表現なので問題はない。 

前回ご指摘をいただいた４点について、いかがか。 

   【委員一同】了承。 

   【会    長】サミットについての一部の表記だが、削除しても良いか。 

   【委員一同】了承。 

   【会    長】では、答申はこのとおり決定してよろしいか。 

   【委員一同】了承。 

【会  長】本日は傍聴人がいらしている。入室してもらう。 

      最終決定された答申を配布したい。 

 

②平成 20 年度第 3 回環境審議会会議録の確認（資料１） 

   【会  長】前回の会議録についてご意見等あるか。 

    【委員一同】なし。 
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【会  長】・お知らせがある。東京都多摩環境事務所の今野委員が７月に退職されたため、この委

員も退任された。 

      ・答申について、字を大きくし、行間を広げて読みやすくした。 

 

（議事を中断し、答申に入る） 

 

～会長答申決定についてあいさつ～  

～市長入室～ 

～緑の基本計画の見直しの答申～ 

     ・会長から市長へ答申 

・市長あいさつ 

～市長退室～ 

（議事再開） 

 

   ③イオン東久留米ショッピングセンター（仮称）建築事業の環境影響評価案について 

～パシフィックコンサルタンツ株式会社、イオン株式会社入室～ 

 

【会  長】・今回は説明を聞いて、質問をして欲しい。資料を持ち帰っていただいて次回意見をお

聞きしたい。 

      ・この件については答申をする、というものではない。市長へこういった意見があった

ということをお伝えする。ご了承いただきたい。 

 

・都市計画課都市政策担当課長がイオン株式会社２名パシフィックコンサルタンツ株式会社３名、

を紹介 

    ・パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏イオン東久留米ショッピングセンター（仮称）

建築事業 環境影響評価書案について説明 

 

   【会  長】何かご質問はあるか。 

   【職務代理】地下水についての説明があったが、基礎杭についてはどのようなものを使用するのか。 

   【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】評価書案 P.23A-A'断面の図をご覧いただきたい。

地下駐車場がマイナス４．５メートル、構造物があるため約６．５メートル掘り下げ

る。杭については面で遮るわけではなく、棒だ。 

   【職務代理】杭の太さはどのくらいか。 

   【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】太さは掲載してないが、深さはマイナス３０メー

トルくらいだ。 

   【職務代理】杭の図面は資料にはあるか。 

   【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】図面は掲載していない。 

   【職務代理】杭については面ではないため、調査対象にはなっていない、ということか。 

   【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】そのとおりだ。 

   【職務代理】・地下水についての調査だが、資料編 P.159 についてできたらワークシート形式で何日
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に測ったら何メートルだった、という何のデータをもとにしたのか、ということを掲

載して欲しい。水環境については１ページしか資料がない。これは東久留米の文化事

情には馴染まない。是非生のデータを出して欲しい。 

        ・地下水の場所を掲載して欲しい。 

   【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】本編 P.197 の地盤の状況、P.213 から水循環につ

いて掲載している。P.201 をご覧いただきたい。上図 NO.1 から NO.10 を点線でつな

いでいるが、その断面が下図となる。地下水位のデータは NO.1、NO.5、NO.10 の３カ

所だ。 

   【職務代理】NO.1、NO.5、NO.10 の観測記録を掲載して欲しい。 

【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】P.207 にグラフがあり、P.206 に数字や観測日等を

掲載している。これを作成した時点１年５カ月分のデータを掲載している。 

【職務代理】説明に余分なものが多い。大切なことはもっと直接表現して欲しい。 

【委  員】３点程質問がある。 

      １点目に、周辺各地の交通量の予測は掲載されているか。 

【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】手法ではなく、結果か。 

【委  員】そのとおりだ。 

【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】混雑するか、交差点が飽和してしまうかどうか 

ということだったら、本編 P.33 をご覧いただきたい。上図は交差点需要率だが、以

前交差点飽和度と呼ばれていたもので、それぞれ交通量に客観的に判断できる数字だ。

これを用いて、警視庁と都の関係機関との協議していく。上図の下に細かい数字が記

載されている。例えば限界値の NO.1 をご覧いただきたい。0.800 が交差点の限界値

であり、これを超えると交差点が飽和してしまう、ということだ。これに対し、図の

中の NO.1 をみると休日で 0.531、将来で 0.774 となっている。交差点はこの時点で

は持つということになる。次に断面だが下図の主要断面混雑度だ。例えば１の混雑度

をご覧いただきたい。休日 0.30、平日 0.28 と記載されている。概ね 0.9 が混雑度の

目安となっており、それ以下だと交通処理が可能だということになる。 

早くから計画されており、これがある程度持つ、ということがあり、イオンさんは出

店を決められた。 

   【委  員】では、２点目だが大気汚染や騒音に関して先ほど関連車両や利用者等個別に分類され

て説明を受けたが、全部合わせるとどういう風になるのか、ということは記載されて

いるか。 

   【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】それぞれの負荷分が非常に小さい。まず時点をあ

わせるために、工事中と将来どうなのか、ということを掲載している。 

   【委  員】３点目について南沢通りの北側の道路については調査していないのか。 

   【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】P.33 に掲載されていない、ということか。 

【委  員】そのとおりだ。 

【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】交通計画については計画地周辺だけではなく、広

い範囲で計測することが求められている。南沢通りの北側についても今手元に資料は

ないが、調査はしているはずだ。 

【委  員】その南沢通りの北側は、曲がりくねっていて狭いため混雑すると非常に危険だ。 
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      その資料があれば良い。 

【会  長】資料はないのか。 

【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】確かあったと思う。 

【会  長】では、事務局に届けて欲しい。 

【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】了解した。 

【委  員】混雑度と、大気汚染、騒音についての資料お願いしたい。 

【会  長】その他、何かあるか。 

【委  員】イオンさんへ伺いたい。 

      ・計画書が立派でも、開店された後、空気の汚れがどうなったのか、水はどうなった

のか等アフターフォローについてどういったお考えか聞かせて欲しい。 

      ・災害時の水や食料について、防災の協力についてどのようにお考えか。 

      ・自転車で買物にいかれる方が多くなった場合、駐輪場をどのようにされるのか。 

【イオン株式会社鈴木氏】１点目について、自主的な取組みをしており、５年で温室効果ガスを 30

パーセント削減する取組みをしている。柱として、エコストアをやろうとしている。

太陽光発電や植樹をする等ハードルを高くし本格的に取り組んでいこうと考えている。 

      開店後についても、地域の住民の方が一番のお客様になると考えているため、ご意見

があれば真摯に対応したい。 

       ２点目について、新潟の店でバルーンシェルターを設け、水や食料を提供した。災

害時に、このような広い敷地を活用していただきたい。防災の部分でもみなさんに使

っていただくことは可能だ。複数の都道府県で防災協定を結んでいる。これからそう

いったことが必要ならば検討していきたい、と考えている。 

       ３点目について、駐輪場についてだが、店舗入口周辺に駐輪場を多数配置する。ま

た、シャトルバスを運行し、できるだけ車の台数を減らしていきたい、と考えている。 

【会  長】その他に質問はあるか。 

【委    員】唐突な話だが、緑地をビオトープにする考えはあるか。 

      東久留米市は水と緑と生き物をキーワードにしている。ひばりが丘団地の中に理想的

なビオトープがある。是非検討して欲しい。 

【会  長】要望、ということでよろしいか。 

【委    員】そのとおりだ。 

【職務代理】先ほどの地下水のことだが、Ｇ.Ｌ.で記載されているのでＴ.Ｐ.に直して記載して欲

しい。 

【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】Ａ.Ｐ.に直すと 64 メートルくらいになるのだが、

それだと非常にわかりにくくなってしまうため、このように記載した。 

【職務代理】市民調査ではＴ.Ｐ.で表記している。 

【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】市民調査でやられている調査がＴ.Ｐ.であるため、

こちらのデータも直して欲しい、ということでよろしいか。 

【職務代理】その方が理解していただけるのではないか。 

【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】コンターか。 

【職務代理】もちろんそうだ。地下水がどちらに流れるか、ということは気にならないのか。 

【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】北側から南側に向けて流れている、ということは



 6

分かっているが、かなり平らな土地なので、明確なコンターは出てこないのではない

か。 

【職務代理】市民の中には南沢湧水にどういう影響がでるのか心配している方もいる。 

【会  長】市民調査と今回の環境影響評価案とのデータが突き合せられれば良いのではないか、

というご意見か。 

【職務代理】そのとおりだ。 

   【会  長】基礎杭の他に矢板も打ち込まれるのか。 

   【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】その部分が 6.5 メートルまでだ。 

         土のみを抑える。地下水まで達しないため、水が浸出してくるということもない。 

   【会  長】井戸の件は事務局と相談し、検討して欲しい。 

   【職務代理】地下水は上がる時は上がる。そのことを配慮して欲しい。 

【会  長】質問がでた場合はどうしたら良いか。 

【イオン株式会社】では、まとめていただきたい。 

【会  長】では、疑問点があれば事務局へ提出して欲しい。 

        次回の会議は 8 月 22 日という案がある。都合はいかがか。 

【委    員】もう一週遅くしたら良いのではないか。 

【事 務 局】任期が切れてしまう。 

【会  長】では 8 月 22 日午前 10 時から開会したい。 

      質問をいつまでに提出すればよいか。 

【パシフィックコンサルタンツ株式会社笠井氏】質問の量にもよるが、一週間程度あれば可能かと

思う。 

【会  長】8 月 11 日（月）までに質問があれば事務局へ提出して欲しい。 

      なるべく早めに提出して欲しい。 

      本日の環境影響評価案についての説明は以上としたい。 

 

～パシフィックコンサルタンツ株式会社、イオン株式会社退出～ 

 

④その他 

  ・事務局から市民環境会議、庁内環境委員会の取組み状況について説明 

   【会  長】何か意見等あるか。 

   【委員一同】なし。 

   【会  長】これにて、第４回東久留米市環境審議会を閉会とする。 

                                             以上 

                

       

                                                    


