
                                        
平成 23 年 11 月 21 日 

 

東久留米市環境審議会 会議録 

１．会議名   平成 23 年度第３回東久留米市環境審議会 
 
２．日 時   平成 23 年 9 月 22 日（木） 10 時から 12 時 05 分 
 
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）、貫井昭三、定免トキ、田原悟子、水戸部啓一、宮井みどり、大津善徳、小山金

也、飯田いずみ（以上９名） 
 
５．欠席委員氏名（敬称略） 

山田啓一、矢野恭弘（以上２名） 
 
６．事務局職員名 

浦山和人環境政策課長、梅田豊主査（政策調整担当） 
  森井緑朗、大町しのぶ、平木陽一郎（以上 3 名株式会社 地域総合計画研究所 コンサルタント） 
 
７．傍聴人   なし 
 
８．次第 
  （１）平成 23 年度第２回環境審議会会議録の確認について 
  （２）事務局からの報告 
  （３）東久留米環境基本計画中間見直しについて 
    ①基礎調査の結果について 
    ②中間見直し方針について 
  （４）その他 
 
９．配布資料 
  資料１ 平成 23 年度第２回環境審議会会議録（案） 
  資料２ 第４期東久留米市環境審議会委員名簿（平成 23 年９月 22 日） 
  資料３ 東久留米市環境基本計画基礎調査報告書 
  資料４ 都及び近隣自治体の環境基本計画施策体系の比較（当日配布） 
 
10．平成 23 年度第３回環境審議会 経過及び結果 
 ・出欠席者の報告 出席９名、欠席２名、定足数に達しており会議は成立 
 ・傍聴人の有無 なし 



                                        
 ・宮井みどり委員と飯田いずみ委員に委嘱状を交付する。任期は平成 24 年 8 月 24 日までとなる。 
 
（１）議題 

①平成 23 年度第２回環境審議会会議録の確認について …資料１ 
 【会 長】 自身の発言内容と異なる記述があれば仰っていただきたい。特に異議がなければ、正式

な記録として市の公式ホームページに記載させていただく。 
  →会議録承認 
 
 ②事務局からの報告  
 【事務局】 ４点報告事項がある。まず、昨日の台風への対応のため、本日はみどりと公園担当の主

査と生活環境担当の主査が欠席させていただいている。また環境部長については市議会に

出席をしているため、同じく欠席させていただいている。ご了承いただきたい。次に、緑

の基本計画の策定検討委員会について、第２回検討委員会を９月９日に開催し、今後の検

討の進め方について議論をしていただいた。第３回は 10 月 12 日の午後、７０２会議室で

開催する予定でいる。次に、環境美化推進連絡会の第 3 期が９月 30 日に開催される予定

である。今期の環境美化推進員には 16 名程の応募があった。また 10 月 15 日号の広報に

も掲載される予定だが、11 月８、９日に駅前と滝山でポイ捨て防止のキャンペーンを予定

している。日程については決定ではないため、推進員の会議の中で検討していきたい。最

後に、多摩六都と呼ばれる、東久留米・東村山・西東京・清瀬・小平の５市で構成する広

域行政圏協議会があるが、そこの主催で 10 月１日に緑に関するイベントとして、「緑のウ

ォッチングウォーク」を開催する予定でいる。これについては９月１日号の広報でお知ら

せしている。また 10 月 22 日には同じくイベントとして「緑の交流会」を多摩六都科学館

で開催する予定でいる。これについては９月 15 日付の広報でお知らせしている。 
 【会 長】 昨年度東久留米市で開催した湧水保全フォーラム全国大会は、今年度もどこかで開催さ

れるのか。 
 【事務局】 日にちや場所等について、特に把握はしていない。情報が入れば提供するようにしたい。 
 
 ③東久留米環境基本計画中間見直しについて …資料３、４ 
【事務局】 資料３の説明 
【会 長】 報告書の内容について、事務局から何か追加のコメントはあるか。 

 【事務局】 文言については調整が必要な箇所が何点かあるため、そこの調整についてはもう少し時

間をいただきたい。 
 【委 員】 報告書について質問がある。まず 21 ページで主要河川のＢＯＤ濃度が環境基準を大き

く下回っていることは分かるが、この状態が生き物の生息等においてどのようなレベルに

あるかは分かるか。 
 【事務局】 現在のＢＯＤ濃度が生き物の生息環境としてどのような状態にあるか、という点につい

ては現時点で把握していない。次回までに調べておく。 
 【委 員】 次に 22 ページで雨水浸透施設の設置が増えているとあるが、これによって湧水の水量

が増加したといったデータはあるか。これをもっと推進していくべきかどうかという判断

の基準にもなると思う。 



                                        
 【事務局】 市では地下水の涵養や下水道の負荷低減のために浸透施設の設置補助をしているが、実

際に地下水にどのような影響を与えているかという検証は難しく、現状はできていない。

市としてはこのまま設置を推進していきたいが、地下水の涵養というだけでは訴求力が弱

く、推進の強化にあたっては課題があると感じている。 
 【委 員】 次に 24 ページにおいて、一人当たりの公園面積が多摩地域の平均と比較してかなり少

ないが、これはどのように捉えたらよいか。 
 【事務局】 公園の数は 150 カ所以上あるが、小規模な公園も多いためこのような数値になっている

と考えられる。また比較をしているのが多摩地域全域の平均値であり、西側の大規模な緑

地等を含めた数値と比較すると、どうしても小さくなってしまうと考えられる。 
 【委 員】 武蔵野市などの近隣市との比較はどうか。 
 【事務局】 近隣市のデータについては本日持ってきていないため、調べておくようにしたい。 
 【委 員】 今後施策の検討をする際、うまくいっていることとうまくいっていないことを検証する

上で、近隣市のデータが何かのきっかけになればと思う。次に 31、32 ページのごみ排出

量や資源化率について、目標値はどのように設定されているのか。 
 【事務局】 報告書 14 ページに、東久留米市一般廃棄物処理基本計画の概要をまとめており、そこ

に目標数値を示している。 
 【委 員】 この目標値には、柳泉園のキャパシティや、国の設定する数値等と何か関係性はあるの

か。 
 【事務局】 この目標値の根拠については、平成 33 年度の予想計画収集人口からごみ排出量を推測

して設定したものになっている。ただ処理施設の整備状況をどこまで勘案しているかとい

う点については把握できていない。 
 【会 長】 他に質問がなければ、一人ずつ意見をお願いしたい。 
 【委 員】 これまで原発はクリーンで安全なエネルギーとされていたが、今後原発が減少し化石燃

料の利用が再び増加した場合、環境への影響が大きくなり、東久留米市としても無関係と

は言えなくなる。そのため今後の取り組みとして、新エネルギーの利用促進等について検

討していく必要があると思う。 
 【委 員】 健康で安心な生活環境をつくるため、これまでのダイオキシン類等に加えて放射能の測

定を定期的に行うことを盛り込んでも良いのではないか。また、一般廃棄物処理基本計画

でごみの削減目標値が設定されているが、これは市民が個々に取り組まなければ達成は難

しい。これまでも生ごみ処理機の設置助成はあったが、器具の普及だけでなくもう少し利

用方法の工夫について周知するなど、取り組み次第でよりごみ排出量の削減ができると思

う。 
 【委 員】 湧水保護のために雨水浸透枡の普及が必要だと考えており、建物を建てる際には条例等

で設置を義務付けることが必要ではないか。また、最近アスベストの問題が東久留米で出

てきているのではないかと感じており、その点については自身でも調べてみようと考えて

いる。さらに公園の整備についてだが、公園は子供が大人の目の届く場所で遊べるだけで

なく、お年寄りがコミュニケーションを図る場としても活用されている。そのため公園が

より身近な存在になるよう、それぞれにテーマ性を持たせて整備してはどうか。 
 【委 員】 市民の関心事は非常に幅広いため、環境基本計画である以上は幅広く内容を網羅する必

要がある。その上で、新たな切り口を入れる必要があるかを検討する必要がある。 



                                        
 【会 長】 東久留米市の環境基本計画は、近隣市のものと比べても非常に分かりやすいものになっ

ているが、これはその構成だけでなく、市民にとって分かりやすい言葉が使われているか

らだと考えている。内容が不十分な箇所や目標値の設定への対応、社会情勢の変化に合わ

せた見直し等は必要だが、まずは市民にとって分かりやすいものにすることが重要だと考

えている。 
 【委 員】 見直しに向けた課題等は、報告書にあるような内容で良いと思う。ただ目標値について

は、関連計画で５年後の数値が示されるなど、将来の目標が掲げられているだけである。

目標値は実際の行動に反映されるものであり、年度ごと等ある程度期間を区切って設定し、

達成度の検証をするべきではないか。今回の報告書ではこの５年間での推移は示されたが、

年度ごとの状況説明までは示されていない。雨水浸透枡の設置等についても、年度ごとに

目標値を設定してそれに合わせた対応をし、問題があればその都度改善をするようにしな

いと進まないのではないか。 
 【委 員】 私も目標の進捗把握や行動計画の検証といった点が気になる。もう少しこれらを素早く

実行することはできないか。 
 【会 長】 民間の会社にいると違和感を感じると思うが、これが役所のスタイルであるということ

を前提として理解した上で、大いに意見を出してほしい。ただしその意見についても、市

の財政状況等を踏まえて言う必要があると思う。このことを踏まえた上で私の意見として

は、今回の見直しにおいて新エネルギーの活用に関する内容をもっと盛り込んでいくべき

だと考えている。 
 【委 員】 現在会社では、従業員に対する環境教育を取り入れるようになってきている。市でも学

校教育でもっと環境に関する授業を取り入れて、小さいころから環境に対する意識を啓蒙

するようにしてほしい。 
 【委 員】 雨水浸透枡について、民間に対する補助金はあるが、より効率が良いと考えられる学校

の校庭への設置に関する予算は全く計上されていない。効率性を考えた施策展開も必要だ

と思う。 
 【委 員】 国ではこのような審議会の議論を基に予算を組むが、東久留米市では予算措置を基に方

針を作っている印象を受ける。本来であればこれを国のような形式にしなくてはいけない。 
 【委 員】 東久留米市では、理念等を示した基本構想の下に基本計画があるだけだが、本来であれ

ばその下に財源の裏付けを示した実施計画を作る必要がある。この実施計画がないと、最

終的に基本構想等も意味がなくなってしまう。現状では、各所管が裏付けとなるものを持

って財政当局と交渉することが求められてしまっている。 
 【委 員】 次世代の子供たちに環境が大切であることを伝えることが重要であり、子供たちに分か

りやすいイベントのような形で、環境に関する講義等があると良いと思う。 
 【委 員】 現行の環境基本計画は、地域環境の話題を中心にとりまとめられているが、地域レベル

では大気汚染等による汚染問題はかなり改善されてきており、これからは地球の気候変動

や海外からの汚染物質の流入、原発の問題といったグローバルまたは広域な問題への対応

が求められてくると思う。今回の環境基本計画の見直しでは、まず大きく気候変動問題に

触れる必要があり、その中でも地域でできることについてしっかりと議論する必要がある。

最近の放射能汚染問題は私たちでは対処しづらい問題だと思うが、原発が有効なＣＯ２排

出削減策とされていたこともあり、その代替手段として自然エネルギーの導入等が、現在



                                        
話題となっている。ただ、その設置に対する補助金を出すにしてもお金がかかるため、こ

れも今後検討が必要である。また気候変動問題では緑の保全も重要な要素だが、これは地

域の話として緑の基本計画の中で議論することになると思う。 
このような大きな視点を組み込むため、今回の見直しでは現行の６つの個別目標の組み

換えが必要になると思う。特に個別目標１の水と、個別目標２の緑に関する内容は東久留

米市の象徴のようなものであるため、私たちがどのようなビジョンを描くべきか議論にな

ると思う。またその手段については、校庭芝生化等の小さな施策まで議論する必要がある

と思う。次に個別目標３の生物多様性については、水と緑に関係するものとしてまとめら

れるのではないか。個別目標４と５については、今後も粛々とやっていくべきことである

が、その中でも教育・啓発は環境問題において非常に重要なことである。数年前までは４

年生で総合教育という枠があり、その中で環境教育をやろうという取り組みがされて副読

本等も作成されていたが、東久留米市ではそういう話をあまり聞かなかった。教育、発信、

啓発についてはもっと強化していく必要があると思う。 
 【会 長】 計画の見直しの視点について考えたことが４つある。１つ目は現行計画の目標のうち、

未達成のものがなぜ未達成だったのか反省が必要だと思う。２つ目は総合計画や都市計画

マスタープラン等、市の上位関連計画との整合性を図らなくてはいけないということ。次

に、東京都や近隣各市の環境基本計画から参考となる事項を取り込んではどうかと考えて

いる。最後に３月 11 日の東日本大震災以降、社会が大きく変わり節約や省エネがより求

められるようになってきており、それに合わせた計画の見直しが必要であると思う。何か

他に事務局からはあるか。 
 【事務局】 本日欠席している山田委員と矢野委員からメールで意見をいただいている。まず報告書

に作成責任者名と資料作成年月日が記載されていないというご指摘があり、これについて

は東久留米市環境政策課の名前と本日の日にちを入れる予定でいる。また資料作成上の参

考資料が記載されていないという指摘については、図表には出展等を載せているものの文

章中の参考資料を載せていなかったため、これも記載するようにしたい。次に下水道の未

接続率の現状と取組経過を示してほしいという意見や、平成 22 年度にＢＯＤ濃度が黒目

川の方が落合川よりも低くなった理由についての質問、また浸透枡の設置が進まない現状

や土地利用の変化について浸透面積という観点から委員の方々がどのように考えるか、と

いう質問が来ている。 
 【会 長】 委員の方々に議論をお願いしているものがあるため、メールの文面をコピーして配布し

てほしい。何か他に意見はあるか。 
 【事務局】 教育委員会が、平成 23 年度に各小中学校に１つずつ、雨水浸透施設を設置することに

なっている。これまで予算の問題で休止していたものが再開されることになり、まだ設置

されていない学校に整備されることになる。また各家庭への雨水浸透枡について、既存住

宅については補助金を交付して設置をお願いしているが、都市計画法における開発行為で

新規に建設された住宅については条例で設置を義務付けている。ただ実際に何件が開発行

為によって増加したかというデータを把握できていないため、そのデータを調べて入れる

ようにしたい。 
 【会 長】 その開発行為の際に、みどりの基金への寄付をしてもらっているのか。 
 【事務局】 東久留米市宅地開発等に関する条例では、3,000 ㎡未満の場所で３％以上の緑地を設け



                                        
ることを求めており、その３％を確保できない場合については寄付金を可とする規定とな

っている。また環境教育について、教育委員会でカリキュラムを組む際、他の授業もある

中でどうしても組み入れることができないのが現状としてある。 
 【委 員】 そこで総合学習の時間が有効だった。 
 【事務局】 普通の授業では、さわりの部分はできるが突っ込んだ内容までできないと考えている。

その学校が環境教育に熱心であると、環境教育が充実するという面もあると思っている。 
（４）その他  
 【事務局】 次回の審議会は、11 月 21 日(月)の午前 10 時からとする。その際には見直しの骨子案と

アンケートの実施案を検討していただくことを考えている。 
終了 12 時 05 分 


