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平成２３年３月２５日 

１．会議名 

東久留米市環境審議会 会議録 

平成２２年度第２回東久留米市環境審議会 

 

２．日 時 

平成２２年１０月２５日（月）１０：００～１２：４０ 

 

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） 

山田啓一、貫井昭三、矢野恭弘、佐藤一郎、定免トキ、田原悟子、 

松永正美、水戸部啓一、大津善徳、小山金也、久米吉裕（以上１１名） 

 

５．欠席委員（敬称略） 

なし 

 

６．事務局職員名 

馬場一彦市長、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）、小平卓主査（みどりと公園担当）、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 

１．委員委嘱式 

（１）開会の辞 

（２）委嘱書交付 

（３）市長あいさつ 

 

２．平成２２年度第２回環境審議会 

（１）開会あいさつ（環境部長） 

（２）事務局等紹介（市） 

（３）審議会委員自己紹介 

（４）環境審議会等についての説明 

（５）会長の選出・職務代理者の指名 

（６）会長及び職務代理者のあいさつ 

（７）議 題 

①前回第１回環境審議会会議録の確認について  
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②「湧水・清流保全都市宣言」（仮称）の発表の検討について                         

   報告者 豊福正己氏（東久留米市市民環境会議座長） 

③「かんきょう東久留米 平成２１年度」について 

④その他 

（８）その他 

 

９．配布資料 

１）第４期東久留米市環境審議会委員委嘱式及び 

平成２２年度第２回東久留米市環境審議会 次第 

２）平成２２年度第１回環境審議会会議録（案）…資料１（事前配布） 

３）湧水・清流保全都市宣言検討会作成「宣言文案」…資料２ 

４）「かんきょう東久留米 平成２１年度」 

 

１０．委員委嘱式 

    （省略） 

 

１１．平成２２年度第２回環境審議会 

（１）開会あいさつ（環境部長） 

（２）事務局等紹介（市） 

（３）審議会委員自己紹介 

（４）環境審議会等についての説明 

（以上省略） 

（５）会長の選出・職務代理者の指名 

   ・会長 松永正美 

   ・職務代理者 山田啓一 

（６）会長及び職務代理者のあいさつ 

  （省略） 

 

（７）議 題 

・全員出席により定足数に達しており、会議は成立。傍聴希望者はなし。 

①前回第１回環境審議会会議録の確認について  

【事務局】 前期審議会委員の在任期間中の５月１２日に開催された、平成２２年度第 

     １回環境審議会の審議内容について、事務局で要点筆記したものである。 

事前に委員の皆様に配布しているが、本日までに訂正箇所の申し出はない。 

【委 員】 前任の委員の方で今回出席されていない方には確認を取っているのか。退任

されている方もいるので、その方の了解も取った方がよい。 

【事務局】 確認を取ることとする。 

 

②「湧水・清流保全都市宣言」（仮称）の発表の検討について 

・報告者 東久留米市市民環境会議座長の豊福正己氏 

・内容 湧水等の基礎的な情報の提供、「宣言名」「宣言文」案の検討結果について 
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 ≪豊福座長からの報告≫ 

 ○湧水等の基礎的な情報の提供 

（省略） 

 ○「宣言名」「宣言文」案の検討結果について 

【座 長】 「宣言名」「宣言文」の検討にあたり、新たに検討会を立ち上げた。 

市民環境会議から６名、他に推薦で農業関係、商業関係の方等で構成。 

     ＜検討の過程＞ 

     ・東久留米市の過去の都市宣言や、他市の環境関係の宣言文を確認。 

・今回の宣言文を作るにあたりいくつかの条件を設定。 

１．200～300字くらいで、わかりやすく説明できること 

２．小学校高学年くらいにわかる文章にすること 

３．文章の構成として、３段落くらいに分け、最後の文章は、「私たちが行う 

行動について宣言する」というかたちにすること 

・文章は最初に個人それぞれが考えたものを持ち寄り、議論したうえで検討会

の座長がまとめて１つの文章とし、たたき台とした。それをさらに細かく議論

していった。 

・文案中「湧水」と「湧き水」が混在していることも、検討の結果である。 

・その後、市民環境会議で承認を受け、市の庁内環境委員会にも提出し、意見

をもらったが、今回の文案は、庁内環境委員会の意見を反映させる前のもので

ある。今後環境審議会、パブリック・コメントも参考に検討していく。 

＜宣言文案の解説＞ 

・１段落目では東久留米の水の大切さや歴史的なものについて、２段落目は湧 

水の効用について、３段落目は、湧水だけを守るのではなく、湧水の入口であ 

る樹林や農地が非常に大事だということ、水循環の仕組みを知ることの大切さ 

についてを盛り込んだものとなっている。 

 

≪報告についての質疑応答≫ 

【会 長】 市内には黒目川もあるが、なぜ「落合川と南沢湧水群」が平成の名水百選に

選ばれたのか。 

【座 長】 洞爺湖サミットの開催を機に環境省が新たに「平成の名水百選」を選定した。

その際の選定基準に、名水を守るためにどのような市民活動が行われているか、

また、その水をどのように活用しているかなどがあった。 

東京都内でも奥多摩や神津島などきれいな水は他にもあるが、今回は地域の

人々と湧水や川の結びつきなどが大きな評価につながったと思う。 

落合川では様々な市民活動が行われている。また落合川流域には弁天様（水

の神様）が８カ所祀られており、昔からこの川が人々に大事にされてきたこと

がわかる。 

都会の真ん中であるにも関わらず、落合川沿いには絶滅危惧種が少なくとも

４種以上いることもポイントとなったと思う。 

【委 員】 「次の世代に引き継いでいくために、樹林や農地のみどりが、豊かな湧き水

と多くの生き物の命を育んでいる仕組みを知り」の部分は、今までの会議でも

様々な意見が出ているところで、作った方が大切にしているところだと思うが、
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最終的にはどう意見調整するのか。 

【座 長】 この部分は検討会でも紆余曲折があり、少しぎこちない入り方をしているが、

湧き水を育むものとして「樹林や農地」という言葉をぜひとも入れたいという

制作者の気持ちがあった。庁内環境委員会からの意見もあり、今後も議論にな

ると思う。 

【委 員】 「次の世代に引き継いでいくために、豊かな湧き水と多くの生き物の命を     

育んでいるみどりの環境を大切にし・・・」ではどうか。「仕組み」を知るだけ

ではなくアクション的な言葉を入れたい。 

【座 長】 「仕組みを知り」は、悩んだ末に入れた言葉であり、今後も議論したい。 

【委 員】 この「仕組み」というワンフレーズは、環境基本計画で明確にされている。                                                                               

東久留米市の環境を守るためには、農地保全がキーポイントになる。都市農業は

農業者だけの問題ではない。一般市民はどのようにするか。重要なことは、農地

が大切なものという意識を高めることである。最後の部分は、市民・事業者・行

政が何をすればよいか明確ではない。ここは、もう少し後になって検討されるも

のと思う。 

【会 長】 易しい文章である。本文の中には、「川」という言葉が多いが、「清流」にで 

きないか。 

      前回会議で、宣言にはキーワードが必要だという話があったが、この宣言文 

のキーワードは何か。 

【委 員】 キーワードは「仕組み」である。湧水は、最後の出口の部分であり、雨が降 

ることから始まる水循環の仕組みを知ることは、とても大切なことである。 

【会 長】 湧き水の量が多いのであるから、その辺りを強調したい。生活用水の多くに 

使われているなど、市民にとって自分たちの生活に直接つながってくるような 

表現があるとよい。 

データにあった黒目川と落合川の流域面積の数値が市の面積をこえているよ 

うだがなぜか。 

【座 長】 流域面積は、市外の分まで含んでいる。 

【会 長】 湧水の地点は市内に何カ所あるか。 

【座 長】 市が平成４年に２７カ所と公表しているが、現状は変わっているところもあ 

るので、調査したい。 

湧水地点の定義が定まっていないので難しい。豊水期だと７０から８０カ所

あると思うが、渇水期に枯れるものも数えるべきか、水質を考慮するか、また

川底から湧いている箇所をどうするかなど様々な問題がある。一定条件の下で

発表していきたい。 

【会 長】 水質の確保も大切である。行政当局に対策を求めたい。宣言することによっ

て、市・市民・事業者が行うべきことをはっきりするべき。 

【座 長】 検討の中でも議論になったところである。文案を短くするために削除した部

分もあり、「川が汚れた時代もあり～清らかさを取り戻した」という表現になった。 

【委 員】 最初のほうは「幾筋」「時は移り」など文学的。２段落目の「時代」は「時期」

のほうが、３段落目の「一体となって」は「みんなで一緒に」などのほうがわか

りやすい。前半と後半で流れが違って見える。 

 宣言文には市民にアピールするアクションプランが必要だと思うが、今あるも
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のをあまり広げすぎてもいけない、守っていくことが１つのアクションになるの

ではないか。 

【座 長】 一度宣言をすれば、何十年も残るものであるから、陳腐化しないということ

も条件の一つだと考えている。 

【委 員】 「幾筋の川」ではなく「幾筋かの川」ではないか。「幾筋の川」だと疑問文に

なるのではないか。 

【委 員】 市への要望。民間（既存住宅）に対しては雨水浸透ますの設置に対し補助金

の予算化をしているが、市の施設に対しては予算化されていないと聞く。宣言を

するからには、市の姿勢として予算化をしてほしい。 

【座 長】 宣言に向けて市全体をどのように盛り上げていくかも検討課題である。12月

17日には「湧水保全フォーラム全国大会 inひがしくるめ」が生涯学習センター

で開催される。そこで都市宣言に向けて「宣言しますよ宣言」を行いたい。予定

では、この時パブリック・コメントを受け付けている最中である。 

11月 7日には落合川、黒目川の一斉清掃を行う予定。その他にも「市役所 1

階に市内に棲む魚の展示」「ホトケドジョウを市の魚に指定」「農家の方と一緒に

イベント」等のアイデアが出されている。 

【会 長】 「河童のクゥ」を使ってもらいたい。 

【座 長】 再度上映会を行おうという意見も出ている。 

【会 長】 東久留米の特徴は、いろんな団体がボランティアで活動しているが、まとま

っていないことである。市がまとめるべきだと思う。 

【事務局】 本日市民環境会議から提案のあった宣言名・文案で、12月 1日号広報でパブ

リック・コメントにかけてよいか。宣言名・文案、検討経過、今までの各会議で

の意見を添えてパブリック・コメントを行った上で、検討会で再度文案を検討し、

最終的には来年の３月に環境審議会で確認し、市長に答申するという予定。 

【会 長】 環境審議会委員として意見を言えるのか。 

【事務局】 環境審議会委員の方も、パブリック・コメントを寄せていただきたい。 

【委 員】 環境審議会として、というのであれば、個別ではなく会で検討して、意見を

出すべき。パブリック・コメントを寄せればよいのではないか。 

【委 員】 市民環境会議でここまでまとめたのであるから、審議会で全く別の形にする

わけにはいかない。十分な過程を経てきているものであるから、これで固めてい

った方がよい。 

【事務局】 文案を作成するまで７回検討会議を重ねてきた。これでも委員全員が納得し

た訳ではないが、期限までにと何とかまとめてもらった。これを最初から作り直

すとなると、時間的に来年６月の宣言発表は難しくなる。 

【委 員】 これまで検討してきた経緯がある。パブリック・コメントという正式な方法

があるのだから、パブリック・コメントを審議会委員の肩書で出せばよい。 

≪各委員パブリック・コメントで意見を出す方法で了承≫ 

【事務局】 この「宣言名」「宣言文」案でパブリック・コメントを募集する。 

 

③「かんきょう東久留米 平成２１年度」について 

【事務局】 「かんきょう東久留米 平成２１年度」については、各自読んでいただき、 

不明な点等ある場合は、事務局にお知らせいただきたい。 
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地下水の調査については、報告がまとまっていないため、まとまり次第補遺 

版として報告する。 

【委 員】  環境審議会の役割として、環境基本計画のＰＤＣＡサイクルについての点 

検・評価があると思うが、この「かんきょう東久留米」をたたき台として、確 

認すべきではないか。 

【事務局】 本来であれば時間を取って説明すべきところではあるが、今回時間が押して 

しまったため、ご意見があればお知らせしてほしい。 

 環境基本計画の進捗については、議題にすべきものと考えている。「かんきょ 

う東久留米」についても、取りまとめが遅いという意見があり、今後改善に向  

けて努力する。 

【委 員】 ＰＤＣＡサイクルでは、本来は２２年度の計画が載っているべきである。来 

年３月には２３年度の計画を考えるべきではないか。 

【事務局】 環境基本計画自体が、実行計画のない計画であり、結果報告になってしまう。 

     来年度環境基本計画の見直しがあるので、また環境審議会で議論をお願いし

たい。 

≪閉会≫                         

                           終了  午後０時４０分                                         


