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平成２２年５月１２日 

東久留米市環境審議会 会議録 
１．会議名 

平成２１年度第２回東久留米市環境審議会 

 

２．日 時 

平成２２年３月１９日（金）１０：００～１１：４５ 

 

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） 

松永正美〔会長〕、矢野恭弘、貫井昭三、永井志郎、間野満枝、定免トキ、田原悟子 

（以上 7名） 

 

５．欠席委員（敬称略） 

山田啓一、大津善徳、小山金也、山本隆（以上４名） 

 

６．事務局職員名 

橋爪和彦環境部長、林幸雄環境政策課長、梅田豊主査（政策調整担当）、田中徳彦主

査、本田瞳主任（生活環境担当） 

 

７．傍聴人 

   なし 

 

８．次第（委嘱式延期のため、当日さしかえ） 

１．開会の辞 

（１） 開会の辞 

（２） 環境部長挨拶 

２．平成２１年度第２回環境審議会 

（１） 議 題 

① 前回第１回環境審議会会議録の確認について …資料１ 

② 「かんきょう東久留米 平成 20年度」について 

③ 事務局からの報告 

緑確保の総合的な方針について 

（仮称）湧水・清流保全都市宣言の策定について 等 

     ３．その他 

 

９．配布資料 

１）平成２１年度第２回東久留米市環境審議会 次第 

２）平成２１年度第１回環境審議会会議録（案）…資料１（事前配布） 
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１０．議事内容 

（１） 開会の辞 

【会 長】 定刻となったので、ただいまより平成２１年度第２回東久留米市環境審議会

を開催する。本日の議題は次第のとおり。最初に環境部長からあいさつをいた

だく。 

 

≪部長あいさつ≫ 

 

【会 長】 次第（事前配布分）の１に「委員委嘱式」とあるが、それについて事務局か

ら説明をお願いしたい。 

【事務局】 本日委嘱書の交付を予定していたが、これまで環境審議会委員を務めていた

だいたイトーヨーカドー東久留米店総務マネージャー加藤委員が、２月３日付

人事異動に伴い、市外の事業所に移られた。そこでその後任として同社同職に

就かれた大津善徳氏に、環境審議会委員をお願いすることとなった。 

本来であれば、本日委嘱書を交付するところだが、大津委員に所用があり出

席することができないとの連絡があった。委嘱式は次回この席上で行いたい。 

 なお山田委員については、イギリスに留学中であるが、帰国等の日程は年度

が改まってから大学に問い合わせる予定である。 

 

（２）議題 

【会 長】 議題に入る前に本日の出欠席者について事務局より報告をお願いしたい。 

【事務局】 本日は、山田委員、大津委員、小山委員、山本委員より欠席の連絡をいただ

いている。7名出席で定足数に達しているため、会議は成立している。 

【会 長】 傍聴希望の方はいるか。 

【事務局】 いない。 

 

①前回平成２１年度第１回環境審議会会議録の確認について 

【会 長】 前回平成２１年度第１回環境審議会会議録の確認についてである。事前に委

員の皆様に配布された資料１の会議録（案）について、何か意見等はあるか。 

【委 員】 異議なし。 

【会 長】 ではこれで確認とする。 

 

②「かんきょう東久留米 平成２０年度」について 

【会 長】 続いて、「かんきょう東久留米 平成２０年度」についてである。事務局から

説明をお願いする。 

【事務局】 まず、内容の訂正があるので確認をお願いしたい。本日「かんきょう東久留

米」をお配りした方には、正誤表を挟んだものをお渡ししている。 

      今日は「かんきょう東久留米」のＰ９からについてお話ししたい。これは東

久留米市環境基本計画の第５章「計画の推進」の中にある進行管理に関連する

部分である。 

       ＜「かんきょう東久留米」Ｐ９～Ｐ１２を説明＞ 

【委 員】 （Ｐ１３の取り組み３「地球温暖化の防止」に関して）エコ・アクションプ
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ランとはどのようなものか。具体的に示してもらいたい。 

【事務局】 市役所では、昼窓口のある職場以外では、全庁消灯している。また、洗面所

の水道も節水仕様にしているほか、職員用エレベーターも、２基のうち１基止

めている。 

【委 員】 了解した。 

 

【事務局】 ＜引き続き「かんきょう東久留米」Ｐ１２～Ｐ１３、Ｐ３、Ｐ１６～Ｐ３０、 

      Ｐ３８～３９、Ｐ４２～Ｐ４４を説明＞ 

      Ｐ３０の河川水質調査その５⑫出水川・柳泉園上流の８月以降、電気伝導率

の数値が高いことについては、隣の東村山市の生活排水の影響と考えられ、東

村山市の担当者と話し合っているところである。 

 

【事務局】  補足として、観測地点として東村山市に入ったところの水を取っているため、

東久留米市内から流れ出ているのではなく、東村山市側から何らかの影響があ

っての数値だと考え、東村山市と調整を行っているところである。 

      また、Ｐ４４「緑化の推進」の②みどりの基金については、20年度の積み立

てのほとんどが、野火止にできた商業施設「クルネ」の開発に伴う寄付による

ものである。 

 

【会 長】 今の説明に対し、質問があればしてほしい。 

 

【委 員】 （Ｐ３０電気伝導率が高いことについて）発生源はすぐにわからないのか。 

 

【事務局】 暗渠になっているためすぐには特定できない。予測だが、下水管に未接続の

生活雑排水が、雨水管に入り河川に出てきているのではないかと考えている。 

 

【委 員】 以前と数値は違うのか。 

 

【事務局】 以前から他の地域に比べ伝導率の数値は比較的高かった。地点は東久留米で

はないので、東村山市に連絡を取り、調査をお願いした。情報提供をしていき

ながら、協力して原因を突き止めたい。 

 

【委 員】 今日明日で解決するものではないということか。 

 

【事務局】  東久留米市内にも下水道未接続のお宅があるが、すぐに解消することはでき

ない。 

 

【委 員】 すぐに結果を出すことは無理でも、尐しずつ原因を究明して、尐しずつ改善

されると解釈してよいか。 

 

【事務局】 よいと思う。 
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【会 長】 ２日ほど前のタウン情報誌に、落合川、黒目川にある１３３か所の排水口の

うち２９か所から生活雑排水が排出されていると掲載されていた。湧水・清流

保全都市宣言をするとしたら問題になってくることだ。 

 

【事務局】 まず出水川の水質の件だが、異常な数値が出ているのは、電気伝導率のみで、

生活環境項目のＢＯＤはそれほど大きな数字になっていない。その他透視度な

ど目視で汚れが確認できる以外の項目に異常がでている可能性もある。電気伝

導率に異常が表れていることが発生源を特定できる要素になるか、調べていき

たい。生活雑排水で顕著に表れるのは主にＢＯＤやＳＳだが、あまり変化がな

い。これらも含め、東村山市には情報提供をし、お願いをしていく。 

      また、東久留米市の下水道接続率はほぼ１００パーセントといってよいが、

現在約１００強のお宅の汲み取り便所とし尿浄化槽が未接続である。汲み取り

便所については、貸家などが残っており、なかなか接続が進まない要因となっ

ているが、毎年普及活動をしているほか、ボランティアの方が、個別に未接続

のお宅を訪問し、話をしてくれている。なお、市からは個人情報の関係で未接

続のお宅を教えられないなど問題は様々あるが、徐々に減っているということ

でご理解いただきたい。 

 

【委 員】 意見要望になるが、Ｐ９の個別目標１「湧水や河川を守る」の「公共施設に

おける雨水浸透施設の設置基数」について、実績なしになっている。前回も意

見したことがあるが、湧水を大切にするためには雨水が大切である。既存住宅

への補助は行っているようだが、公共施設が行っていないというのは市の姿勢

としてどうか。予算が厳しいという話は聞いたが、民間には頼んで公共施設が

やらないというのは市の姿勢として問題がある。審議会の名前を使ってでも財

政部門に要求してほしい。 

 

【事務局】 予算要求、理事者との課題調整など様々な場面で要望しているが、このよう

な結果になっている。 

 

【委 員】 私は自宅でも設置しているが、雨水浸透ますの効果に疑問を持っている。道

路は最近浸透式の舗装を使っておらず、従来の目の詰まった舗装をしているが、

環境面からは浸透式のほうがいいのではないか。 

 

【会 長】 浸水性、排水性の舗装は一時期はやったが、落ち葉や土砂で目が詰まって当

初の効果を発揮できなくなり、コストもかかる。行政に決めてもらうしかない。 

 

【委 員】 浸透ますだけにこだわらず、道路にも目を向けてみれば、もっと進んでいく

のではないか。 

 

【事務局】 改めて道路担当に話を伝えておく。以前話したときはやはり目詰まりの問題

を指摘していた。 
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【委 員】 浸透ますについて前回も意見したが、まず計画的に進めてほしい。学校は校

庭などで行ってほしいし、道路や公園も取り組んでほしい。東久留米の計画的

な進め方が見えてこない。小金井市では、入口を入るとすぐ雨水浸透ますの推

進紹介をしていて、今何パーセントに達成しているかわかる。３０パーセント

達成したところで、湧水の枯れるところがなくなるという。今５０パーセント

を超えている。東久留米市は３０パーセントどころかまだ低いので、ぜひ計画

的に進めて、緑と湧水を守ってほしい。 

 

【委 員】 Ｐ１０の個別目標４「資源を大切にし、ごみの減量・リサイクルを進める」

とあるが、大きな環境の対策の方向として、湧水・清流保全都市宣言をする以

前に、啓発運動として、市民一人一人が取り組めるようなものを作っていけた

らよい。身近にできる取り組みが必要。環境家計簿などを利用して意識の啓発

をし、我が家から出発して、大きな目標にしていく工夫が必要。 

      クルネからの緑の基金の話を聞いてすごいことだと思った。これからの話に

なるが、イオンについても、周りの環境は市民の意見を聞いて整えるとして、

しっかり誘致してもらって、東久留米市の大きな財政のもとになればと思う。 

 

【会 長】 来週３／２７の環境シンポジウムは「身近なエコを考える」で格好のテーマ

である。市民環境会議の部会の方も発表する。 

前にも言ったが、市民環境会議と環境審議会との活動がリンクしてこないの

で、つながりを持てるように、市民環境会議の３部会の活動を、環境審議会の

場で報告してもらいたい。庁内環境委員会ともつながりを持てるようにしたい。 

 

【委 員】 ３部会のヒヤリングも行ってほしい。 

 

【会 長】 他に質問がなければ、次の議題に入る。 

 

③事務局からの報告 ～緑確保の総合的な方針について～ 

【事務局】 皆さんにお配りすることはできないが、昨年７月に話をした「緑確保の総合

的な方針」について東京都策定の案ができあがった。現在パブリックコメント

中で、３月２４日（水）まで意見を募集している。前回の審議会でも話した通

り、環境審議会にこの案についての諮問はしておらず、審議会としての意見を

伺うものでもないが、意見がある委員の方は、直接東京都に提出願いたい。当

市のホームページからも、都の都市整備局のホームページにリンクしているの

で、見てもらうと内容が確認できる。資料として、パソコンで見られるものと

見られないものがある。見られるものは、既存の緑を守る方針図であり、これ

は都全体の各区市町村のものが全てＰＤＦで見ることができる。 

どうやって既存の緑を守るかの水準を１～３に分け、一番高い水準１は買収

による公有地化、３は協定などゆるい制限となり、他に確保候補地として今後

１０年間で水準１～３に格上げする可能性のあるものがある。この基準は全市

区町村同じだが、各自治体で認識にずれがあるようで、出されている数にも差

がある。都としては、１０年計画であるが、２年後を目途に時点修正をかけ、



 6 

５年後を目途に方針案の再検討を行うとのことである。 

東久留米市が載せているものは、水準１として、柳窪４丁目にある黒目川最

上流域の川沿いの平地林があり、この一部分の０．３４ヘクタールの買収を予

定している。また、現在民間の私有地を森の広場として借りているが、その広

場を将来的には買収したいと思い、全体で９か所、３．２３ヘクタール分を確

保候補地としている。興味のある方は環境政策課に方針案の冊子があるので見

に来てほしい。東久留米市では２月１５日号広報に載せてあり、２月２３日か

らは東京都都市整備局のホームページに掲載されている。 

今後の日程としては、３月中に意見の取りまとめをし、その意見を参考に、

４月に入ってから市区町村合同の検討委員会に諮り最終決定し、５月の連休明

けには公表したいという予定となっている。 

      方針案の冊子の中にある、新たな施策として都が考えていることは、丘陵地

の保全、崖線の保全、特別緑地保全地区の指定推進、屋敷林保全、都市間・地

域間連携プロジェクトとして区部と多摩西部の地域間連携、民間基金と連携し

た緑地保全、市民農園の活用として東京クラインガルテン事業、などがある。 

東久留米市としては、特別緑地保全地区の指定推進が該当する。都市緑地法

に基づく特別緑地保全地区に指定すると、最終的に公有地化する際に、国から

費用の３分の１が補助されるが、この方針を立てるに当たり、東京都がもう３

分の１（残りの３分の２のうちの半分）を出し、特別緑地保全地区の指定を推

進したいというプロジェクトである。すでに２２年度の都の予算には計上済み

である。 

また、屋敷林保全プロジェクトは、今後屋敷林をどう守っていくかという方

策を検討するための組織を、市区町村で立ち上げる予定になっている。 

東京クラインガルテン事業についても、今月末から都で会議が予定されてい

る。これも、今後どのようなことができるかの検討から始める予定となる。 

これらを含め、緑確保の総合的な方針ができあがっている。 

 

【会 長】 日経の１月２６日の記事で、東京都市長会の説明では、３０５ヘクタールを

指定したとあるが、その中で東久留米市が指定したのはどこか。 

 

【事務局】 先ほどの柳窪４丁目１か所のみ。 

 

【会 長】 何のために緑を確保するのか。日経の記事によると、ドイツを中心とした市

民農園を普及させるための事業とある。 

 

【事務局】 それだけではない。記事はクラインガルテン事業のことを取り上げているよ

うだが、東京都の考えとして一番大きなものは、おそらく特別緑地保全地区の

指定推進だと思われる。都の自然環境条例の中で、緑地保全地域というものが

あり、当市は非常に多いと思うが、緑地保全地域を指定するにあたり、都が全

ての費用を負担して最終的に公有地化することになっている。最近の緑地保全

地域の指定は、当市のような一般の平地林の指定は考えていない。基本的には、

丘陵地、その中でも、地元市がどれだけ努力しているかを考慮している。最近
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では多摩市が指定を受けたが、そこは丘陵地であり、その土地を多摩市が自前

で購入し、そのあとで都に指定してほしいという手続きを取り、さらにその後

の管理も地元市が行うという条件で指定された。 

      記事のクラインガルテンは、８つの項目のうちの１つであって、メインの事

業ではない。東久留米市の場合はほとんどが生産緑地で、クラインガルテンに

活用できるところは尐ないと思われる。 

 

【会 長】 確保候補地は 1,100 ヘクタールあるというが、その中で東久留米市が該当し

ているのはどこか。 

 

【事務局】 森の広場９か所である。 

 

【会 長】 前回も、森の広場辺りから考えようという記録がある。森の広場もたくさん

あるが、東京都が指定した樹林地も１３ヘクタールくらいある。当市の中には

市民緑地や公園、広場などがあるが、これらは対象にされているのか。 

 

【事務局】 公園は対象にはされていない。あくまで民有地の緑が対象になるので、当市

が持っている公有地の緑は対象外である。市民緑地や森の広場は、借りている

民有地なので対象になる。 

 

【会 長】 森の広場は民有地であって、当市が借りている。樹林地は当市が公有地化し

ているので、所有権が当市にある。森の広場は賃借権はあるが所有権はないと

いうことでよいか。 

 

【事務局】 そうである。Ｐ４２の都の緑地保全地域については全て都が購入する。まだ

全てが公有地化されているわけではなく、かなりの部分が都でも借地の状態で

ある。相続の発生した際に購入することが多い。 

 

【会 長】 東久留米市に対して、緑の確保の面積は何ヘクタール必要だ、と降りてきた

ら大変だと心配している。 

 

【事務局】 費用のかかる話なので、３分の１といっても、その３分の１をどう工面する

かが問題である。都が特別緑地保全地区の指定を推進するといっても、各自治

体がすぐに手をあげられるかはわからない。区部と違い、市町村は財政力の弱

いところが多いが、財政力の弱いところに限って緑も多く、厳しい問題である。 

 

【会 長】 都として緑を確保するためにもう尐し協力をしてほしい。指定を受けた市に

あまりメリットがないのではないか。 

      では次の議題に移る。 

～「湧水・清流保全都市宣言（仮称）」の策定について～ 

【事務局】 「湧水・清流保全都市宣言（仮称）」の策定について、今までこの件について

環境審議会の中で検討したことはないが、検討に当たり、環境審に諮問を申し



 8 

上げ、答申をいただく形を考えている。昨年環境審から、「この宣言については

市民環境会議の提言の重視が必要であること、また期間については、緑の基本

計画が平成２４年度までであるので、その期間内に宣言の実施について検討を

行うことが必要である」との答申をいただいている。また「この宣言にあたっ

ては、東久留米市の湧水と清流の現状を明らかにするとともに、水を取りまく

みどりや生きものの現状、市民の意識を把握しておくことが必要であるが、現

時点では、湧水地の数や分布、湧水を起源とする清流の現状といった、宣言を

行うにあたっての基礎的情報が不足している、これらを把握するために、湧水

等現状調査、湧水地等環境調査、都市緑地法の規定も踏まえ緑と支えあうもの

として、水生・水辺の生物調査等の実施が望まれる」とも答申にある。 

これらの点を踏まえ、環境審議会自体はフィールドワークをする組織ではな

いので、実際の基礎的情報、資料収集、データ収集については、市民環境会議

を中心とした、宣言をするにあたっての検討会議で行ってもらってはどうかと

考えている。そのうえで、その研究成果をもとに環境審議会で宣言の方向を考

えていってはどうか。また、当市ではパブリックコメントの要綱があり、宣言

や基本計画を策定するにあたり、市民に対してパブリックコメントを実施する

ことになっている。環境審の中でパブコメ案を審議し、その案をもとにパブコ

メを実施し、実施結果を受け、再度市民環境会議を中心とした検討会議の中で

諮り、庁内環境委員会との連携を踏まえたうえで、最終的な答申をいただきた

い。実際のスケジュール等は次回市長が出席し諮問があった際に示したい。そ

の前提となる過去の経緯を説明したい。 

湧水・清流保全都市宣言については、平成１０年１１月策定の「緑の基本計

画」の中で、「全国で初めての『湧水・清流保全都市宣言（仮称）』の発表を検

討する」と出ている。平成１３年の市議会定例会に「湧水・清流保全都市宣言

の実施を求める請願」が出され、全員賛成で採択されている。同年１１月には、

「東久留米市緑の基本計画の施策の検討結果報告書」で、基本計画策定から３

年たった時点で、施策の検討結果報告がされている。この中で、「できるだけ早

い時期に宣言することが湧水・清流の保全をより強く推し進める上で、大変有

効と考える。宣言の検討にあたっては次のことが必要だ」として、「湧水・清流

の現状の把握、なぜ宣言をするのかという理由をわかりやすく市民に示す、幅

広い市民の意識を盛り上げるしくみづくり」が必要だとされている。 

その後平成２０年４月の市民環境会議からの提言があり、環境審議会からも

答申をもらっている。さらに昨年５月、第１期の市民環境会議から提案書とし

て、平成２０年４月の提言のとおり、とにかく早く宣言を発表してほしいと求

められている。２１年１０月、決算特別委員会で、市の答弁として「環境審議

会の答申からも、『検討を行うことが必要であると考えられる』とされている。

しかしながら、一方で宣言を行うにあたっての基礎的な情報が不足していると

の指摘もされている。この状況を踏まえ、水辺環境の物理的な担保、例えば後

背地の私権の制限等といった問題にまで言及されていくのかなど、ハード・ソ

フト両面に様々な課題もあると考えている」という答弁をしている。その後今

年３月第１回定例会の市長の所信表明の中で、「湧水・清流保全都市宣言を行う

ことも意義あることと考えている」との表明がされている。また、市民環境会
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議の中で非常に強く指摘されていることも踏まえて、宣言に向けて検討を開始

することを考えている。今議会の中でも請願が出ている。平成２１年度請願第

１１号「（仮称）湧水・清流保全都市宣言を求める請願」が建設委員会で検討さ

れた。請願者は旧第一勧銀グラウンド跡地利用と環境を考える会の代表の方で、

建設委員会では継続審査という結果となった。 

 

【会 長】 湧水条例（東久留米市の湧水等の保護と回復に関する条例）は策定後に環境

審議会に提示された。この宣言にあたっても、今の手続きを踏むのであれば   

我々は受け身でいればよいのか。環境審議会に諮問された時点で考えればよい

か。 

 

【事務局】 諮問をするので、その上で議論いただきたい。下地の部分、データついては

環境審議会とは別のところで用意する。 

 

【会 長】 報告は以上なので、その他について何かあるか。 

 

【事務局】 ３月２７日に環境シンポジウムを行うので、そのチラシを配布する。今回は

「身近にできるエコを考える」というテーマで、環境カウンセラー・省エネル

ギー普及指導員である喜納愛子先生にご講演いただく。また、環境家計簿に積

極的に取り組んでいる市民環境会議くらし部会の石川勝一氏に報告をしてもら

う。場所は当市役所７階７０１会議室。事前の申し込みは不要なので、直接会

場にお越しいただきたい。 

 

【会 長】 （委員へ質問）電気、ガスの使用量から、どのように二酸化炭素排出量を計

算するのか。 

 

【委 員】 簡単なのは、東京電力の検針票の後ろに載っている。環境省のホームページ

も勉強になる。 

 

【会 長】 新市長が環境についてどのような考えなのか関心があるので、ぜひ市長と懇

談する時間を持ちたいと思う。 

 

【事務局】  近いうちに次回の審議会を開催する予定なので、市長と調整したい。 

 

【会 長】 それでは、本日予定していた議題はすべて終了したので、本日の環境審議会

を閉会する。 

                           終了  午前１１時４５分                                                      


