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東久留米市環境審議会 会議録 

１．会議名   平成 23 年度第４回東久留米市環境審議会 
 
２．日 時   平成 23 年 11 月 21 日（月） 午前 10 時から 12 時 00 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）、山田啓一、貫井昭三、矢野恭弘、定免トキ、田原悟子、水戸部啓一、宮井みど

り、大津善徳、飯田いずみ（以上１０名） 
 
５．欠席委員氏名（敬称略） 

井上久貴（以上１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）、小平卓主査（みどりと公園担当）、功刀隆主査（生

活環境担当）、小林秀敏主事（政策調整担当） 

 
７．コンサルタント（株式会社 地域総合計画研究所） 
  森井緑朗、大町しのぶ、平木陽一郎 
 
８．傍聴人   なし 
 
９．次第 
  （１）平成 23 年度第３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 基本目標・個別目標、将来の環境像の見直し 

   ② 市民・事業者意識調査実施概要 

  （４）その他 
 
10．配布資料 
  資料１ 平成 23 年度第３回環境審議会会議録（案） 
  資料２ 基本目標、個別目標、将来の環境像の見直し 
  資料３ 市民・事業者 意識調査 実施概要 
 
 
 



 
11．平成 23 年度第３回環境審議会 
 ・出欠席者の報告 出席 10 名、欠席 1 名、定足数に達しており会議は成立 
 ・傍聴人の有無 なし 
  
 
（１）議題 

①平成 23 年度第３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。特になければ、正式な記録

として市の公式ホームページに掲載させていただく。 
  →会議録承認 
 
 ②事務局からの報告  
 【事務局】 １０月１日づけで人事異動があり、ごみ対策課から異動してきた小林が、新たに事務局

に加わった。 
  
 ③東久留米環境基本計画中間見直しについて …資料２ 

【事務局】 資料２の説明 
【会 長】 資料の内容について、事務局から何か追加のコメントはあるか。なければ委員の皆様か

らご意見をいただきたい。 
 【委 員】 地球温暖化の問題については、この地域が地球環境にどのようなアプローチをするかと

いう観点と、この地域自体の持続可能性の確保という観点があると思う。東日本大震災以

降、特に地域資源の活用が着目されており、そのような視点も今後必要ではないか。「地

球環境に配慮した」という文言を個別目標に加えるという提案があったが、地球のことだ

けでなく、我々が生き延びるためにこの東久留米の環境がかけがえのないものである、と

いうことを「持続可能」といった表現とともに表す必要があるのではないか。 
 【委 員】 前回の審議会でも、原発問題からクリーンエネルギーの利用について話をしたが、昨今

の状況の変化の中で東久留米がどのような姿勢を示すのか明らかにした方が良いと思う。

個別目標４の見直し案として、「温暖化対策を進める」という表現が追加されているので、

それについて皆さんで議論して深めてもらえればと思う。 
 【委 員】 見直し案についてはこれで良いと思うが、もう少し具体的な新エネルギー活用の施策が

必要ではないかと思う。 
 【委 員】 どれだけの水量があれば可能になるかは分からないが、水資源の利用策として小さな水

力発電の設置を長期計画に盛り込むなど、東久留米市独自の方向性を検討してはどうか。

また子供と共に環境について学んで活動につなげていけるよう、市内の森林等を活用する

ような具体的な取り組みを進めてはどうか。 
 【委 員】 ３月１１日以降の変化を取り入れていく必要があると感じており、地球温暖化対策や再

生可能エネルギーの活用等の内容を盛り込んでいく必要があると思う。 
 【委 員】 将来の環境像等に、持続可能性について言及する必要はあると思う。基本目標１につい

ては基本的にこのままで良いと思うが、具体的な中身については緑の基本計画の議論を踏



まえながら決める必要がある。次に基本目標２については、ネガティブな印象を減らして

いくという点では「配慮」という表現で良いのかもしれないが、もう少し表現を考えてい

きたい。またこの個別目標４と５については、ごみと地球温暖化、健康の３つに分けて考

えてはどうか。基本目標３について表現はこのままで良いかもしれないが、内容について

は環境教育や市民のネットワーク等についても言及してはどうか。 
 【会 長】 温暖化対策については、基本目標ではなく個別目標で言及するということで良いか。 
 【委 員】 基本目標では地球温暖化を含めて１つにくくってしまって良いと思うが、個別目標では

３つに分類した方が良いと思う。 
 【会 長】 湧水・清流保全都市宣言についてはどのように考えているか。 
 【委 員】 湧水・清流保全都市宣言の内容は基本目標１に当然含まれているが、「見直しをしない」

という表現は良くない。まだ暗渠の問題も残っている。 
 【委 員】 地球温暖化やクリーンエネルギーの内容はやはり盛り込んだ方が良いと思う。 
 【委 員】 水と緑については昨年から議題に挙がっている内容であるが、確かに地球環境に関する

視点は欠けていたように思う。「地球環境にやさしい」や、「次世代が暮らしやすい」とい

った表現も良いのではないか。また個別目標５の表現については、「安心」だけでは分か

りづらいため、「安全・安心」としてはどうかと思う。 
 【会 長】 市内の事業者という立場からはどのように考えるか。 
 【委 員】 東久留米市にある事業者として、ごみの問題についてもリサイクル対策等にさらに取り

組む必要があると思う。ただ、東久留米市ではごみ対策に向けた施策を掲げてはいるが、

隣の東村山市と比較してもごみ有料化の取り組み等、遅れている点が多々ある。有料化さ

れることでごみの量の削減だけでなく、ごみの出し方や分別がかなり改善されており、そ

れらの点でも東久留米市の対応は甘いと感じている。 
 【会 長】 レジ袋についてはどのように考えているか。 
 【委 員】 以前勤務していた地域では、地元の自治体と協定を結んでレジ袋を有料化し、マイバッ

グを持参してもらうようにした。当初は売上が落ちたが、マイバッグを持参する人が 80％
以上にまで増え、数十万枚というレジ袋を削減できた。またレジ袋の売り上げは全て地元

の小学校に還元し、環境学習に役立ててもらった。 
 【委 員】 水に関する内容が一番初めに来るのは、東久留米らしくて良いと思う。また個別目標４

の修正案については、ごみ対策と温暖化対策が１つにくくられていることに違和感を感じ

る。ここについては分けた方が良いのではないか。 
 【会 長】 今も指摘があったが、私もごみ対策と温暖化対策が同じフレーズに入っているのはおか

しいように感じる。基本的には現行計画の枠組みをそのまま尊重したいと考えており、現

在の３つの基本目標に加え、４つ目として地球温暖化対策と湧水・清流保全都市宣言の内

容を盛り込んではどうか。都市宣言を行っても、それを具体的な取り組みに落とし込めな

ければ意味がなく、環境基本計画の見直しにおいても反映させていきたいと考えている。 
 【事務局】 湧水・清流保全都市宣言について、単純な言葉としては見直しに反映させていないが、

その内容については施策の強化にしっかり結び付けたいと考えている。この点については

次回の検討内容として提示したいと考えている。 
 【委 員】 中間見直しでは何を見直したのかということを、明示した方が良いと考えている。そう

した方が一般にも変更点が分かりやすく、中間見直しの立ち位置もはっきりすることにな



ると思う。 
 【会 長】 基本目標の４番目として地球温暖化への対策を入れ、さらに３月１１日以降の環境の変

化を入れることも必要だと考えている。その中でも地域資源の活用という視点は面白いと

思う。東久留米にはきれいな水があるというだけでなく、震災以降の環境意識の変化や都

市宣言後の改善希望といったものも盛り込めると良いのではないか。まずは市民が読んで

分かりやすい計画書にすることが重要である。 
 【委 員】 これまで３つだった基本目標が４つになった場合、その下の個別目標や施策が輻輳する

可能性があるため、表現の整理が必要になると思う。そのため基本目標を増やすにしても、

施策との関係性を考慮した上で検討する必要がある。ただ最終的に、今回の見直しでどこ

の箇所が変わったか、重点とすべき箇所はどこなのかといったことが分かるようにするべ

きである。 
 【会 長】 湧水・清流保全都市宣言をするにあたって、非常に大きな苦労を市も市民もしてきた。

そのような市民の認識を理解していただいた上で、目標や施策について検討してほしい。 
 【委 員】 これまで何となく、水をきれいにするという目標を持ってきていたが、具体的に水質の

目標をどこに置くべきか、地域の環境資源の活用という視点も踏まえて考えていくべきで

はないか。これまでは環境を守るという考え方が中心だったが、東京近郊にある環境資源

とどのように共に生活していくかという考え方が求められていると思う。 
 【会 長】 水質の話が出たが、前回複数の委員からいただいた意見について、事務局から説明して

いただきたい。 
 【事務局】 複数の委員からの意見の説明 
 【委 員】 黒目川と落合川で性格が異なることを踏まえて、それぞれに対する施策がどのような効

果を上げているのか判断する必要がある。また落合川では、10 年ほど前から井戸からの

生活用水への供給を停止しており、それに伴って水量が増えていることによる効果につい

て興味深く思っている。また不法排水についてどのように対処していくか、東久留米市だ

けの問題ではないが、この解決には世論の後押しも必要と考えている。 
 【委 員】 ホトケドジョウで話題になったことについて、その後水質が悪化したといったデータは

あるのか。 
 【委 員】 水の利用の状況と水質の現況についてもっと詳細に調べる必要があるかもしれない。 
 【事務局】 黒目川の水質浄化の理由については、事業者排水が停止されたことや、黒目川沿いの下

水道に未接続だった世帯が改善されたことによる影響があったのではないかと思う。また

黒目川は一部多摩川から水を引いてきており、その影響もあるのかもしれない。 
 【会 長】 緑の基本計画の検討において、水質浄化と結びつけることができるのではと考えている。

もっと様々な方向から水質浄化に向けて取り組むことができるのではないか。 
 【事務局】 ここまでに出た意見についてだが、まず基本目標について、ごみに関する内容と地球温

暖化に関する内容がかぶっているため、これを分けてはどうかという意見があった。実際

に東京都環境基本計画等では地球温暖化が独立して出てきているが、個別目標４につなが

る施策の方向ではごみ対策に関する施策と省エネ等に関する施策が一緒になっており、こ

れを２つに分けることで対応ができないかと考えている。またごみの有料化については、

所管課が異なる問題ではあるが、現状有料化に向けた取り組みがなされているところであ

る。ただ、最終的な方向性はまだ出ていない状況である。最後に環境の地域資源としての



活用についてだが、３月１１日以降、東久留米でも非常時の地下水利用といったことの検

討がされているが、これは災害対策の性格が強く、環境基本計画に合うものかどうか、あ

らためて議論していただく必要があると考えている。 
 ④市民・事業者意識調査の実施概要について …資料３ 
【事務局】 資料３の説明 

 【会 長】 施策の方向として出ている２４項目について質問をするとのことだが、中には市民では

回答のしようがないものがあるのではないか。例えば「新エネルギーの利用促進」につい

て、どのような質問にするのか。 
 【事務局】 各項目ごとに、市民に求められる取り組みの内容がまとめられており、これについて質

問することになる。まだ質問の文言は調整中だが、例えば「新エネルギーの利用促進」に

ついては、「太陽光等の自然エネルギーの利用」といった内容について読み取れるような

質問にしたいと考えている。 
 【会 長】 興味を普段から持っている人であれば良いが、年配の方を含めかなり難しいアンケート

になると思う。 
 【委 員】 聞き方によっては曖昧な回答しか返ってこないのではないか。どう書けば意図した通り

に質問が伝わるか、十分に検討する必要がある。 
 【事務局】 取り組んでいるか、取り組んでいないかといったことが基準になると思う。 
 【会 長】 東久留米にはグリーンボックスというものがあるが、不法投棄を減らすためにごみを個

別回収にしてこれを撤去するとなると、その費用は１つあたり２０万円になる。これ１つ

取っても簡単な問題ではないが、実際に不法投棄についてはどのような質問をするつもり

なのか。アンケートを作成するにあたって、あまり施策に捉われてはいけないと思う。そ

れよりも実生活に基づいた問題を炙り出すようにした方が良いと思う。 
 【委 員】 事業者アンケートについても、回答のしようがない事業者がかなり出てくるのではない

か。どのような集計結果が出るか、具体的に数字をイメージはできているのか。結果次第

では行政にとって非常に厳しいものになることも考えられる。 
 【事務局】 ほとんどの事業者が「取り組んでいない」と回答してくる可能性はあると考えている。

そのような結果が出た場合は、どのようにすれば事業者が取り組みやすくなるのか検討す

る材料になると考えている。 
 【委 員】 アンケートをやる場合、判断の基準はどこに置くのか。時系列でやれば経過が分かるが、

単発で実施するアンケートでは前回との比較をすることができない。また、質問の文言が

分かりやすいかどのようにチェックするつもりか。市民にとってわかりやすい言葉かどう

かで、結果が変わってくるように思う。さらに、サンプル数が 1100 とのことだが、回収

率をどの程度見込んでいて、それがクロス集計に耐えられるだけの数なのかといった、大

枠の部分について教えていただきたい。 
 【事務局】 数字が何%以上だから良い、といった絶対評価はできないと考えており、施策全体での

相対評価を考えている。 
 【委 員】 そうなると市民にとって分かりやすい施策は高い点数がつき、分かりづらい施策は低い

点数がつくことになるのではないか。本当に意味のあるアンケートになるかを心配してい

る。 
 【事務局】 市民が捉えている評価が唯一の評価とは考えておらず、庁内の関係各課の取り組みにつ



いても評価をさせていただいている。市民からの視点だけでなく、行政の視点やこの審議

会の方々からの視点を合わせて、全体的な評価としたいと考えている。 
 【会 長】 せっかく手間暇かけて実施するのだから、ぜひ市民の立場で考えたアンケートにしてほ

しい。放射能といった現在問題になっている話題についても聞くようにしてはどうか。 
 【委 員】 アンケートの配布数は 1100 を必ず確保するようにしてほしい。ただ、個別目標に全て

対応させるよう機械的に聞くのではなく、これまで思ってもいなかったようなアイデアや

思いを拾うというスタンスでも良いのではないか。 
 【事務局】 たとえば、本日の審議会で重視したいという意見が出た、湧水や温暖化対策といったキ

ーワードについて、しっかりと設問を設けてお聞きした方がよいというイメージか。 
 【委 員】 この審議会で出たような意見を踏まえて、自由回答ではなくしっかりと設問を作ってそ

のことに対する反応を確認してみてはどうか。 
 【委 員】 市民の関心が高いものを把握することができれば、基本目標３の施策の検討にも反映さ

せることができるのではないか。本日これだけ意見が出ているので、原案ができた段階で

一回メール等で各委員に確認してもらうようにした方がよいのではないか。そこで何か意

見が出れば、それを反映させてはどうか。現時点でどのようなアンケートが配布されるの

か分からないのは不安である。 
 【会 長】 委員の皆さんが不安に思われていることもあるので、アンケートの発送を少し遅らせる

ことはできないか。 
 【委 員】 アンケートの設問内容が変わるのであれば、湧水・清流保全都市宣言が実際にどの程度

浸透しているか設問に加えて把握したい。 
 【会 長】 他に、主婦の視点から気になる環境の課題として、どのようなものがあるか。 
 【委 員】 身近なところから取り組めることとして、生ごみのリサイクルや節電等の省エネの話が

中心になっている。 
 【会 長】 太陽光パネルの設置に対する市の助成や、余剰電力の買い取りといったことなど、最新

の状況を踏まえた質問をすることも重要だと思う。 
 【委 員】 太陽光パネルの設置に助成金がつくようになったこともあり、興味がある家庭にパネル

を貸し出して、どの程度発電できるか体験してもらうといったことをしたらどうかと考え

ている。アンケートでそのような意見も吸い上げることができるかもしれない。 
 【事務局】 本日要望が出たとおり、アンケートを事前に確認していただけるように調整したい。 
 【委 員】 アンケートについて、項目すべてに答えをもらうことにこだわるようなことはせず、ア

ンケートの意味を少し広めにとらえてほしい。また施策の検討についても、アンケート結

果にそこまでこだわらないようなスタンスで臨んでほしい。 
 【委 員】 これまでの施策の通信簿という位置付けよりも、次の環境基本計画の内容に結び付けら

れるようなアンケートにしたい。 
 
（４）その他  
 【事務局】 まず 26 市ではそれぞれ環境審議会を運営しており、その審議会同士の交流会や勉強会

を開催したいという話が出てきている。２月の中旬頃に東京自治会館で第１回の開催を検

討しており、放射能をテーマにした勉強会になると思う。次に 10 月の台風により市内で

倒木や枝折れの被害が 100 本以上発生したが、民地の際や道路にある樹木については倒れ



ると交通の阻害や私有財産への被害が想定されるため、今後伐採を市で検討している。緑

の保全という観点からは難しい判断だが、平成 24 年度予算でこの費用について盛り込む

予定でおり、野火止用水沿いのものについて検討している。次に放射能汚染については、

市内の全公共施設で測定を進めており、基準を超えている場所については除染を開始して

いる。 
 【委 員】 倒木の予防について、伐採の実施は少し慎重に対応した方がよい。 
 【事務局】 倒れそうにないものまで伐採してしまっては緑の保全にならないため、市民や造園業者

と相談し対応することになると思う。最後に次回の審議会は、1 月 27 日(金)を予定してい

たが、アンケートの実施時期次第で変更の可能性もある。アンケートの回収・集計・分析

等の状況を見ながら次回の予定を連絡したい。 
終了 午前 12 時 00 分 


