
資料１ 
平成 24 年 3 月 23 日 

 

東久留米市環境審議会 会議録 

１．会議名   平成 23 年度第５回東久留米市環境審議会 
 
２．日 時   平成 24 年 2 月 23 日（木） 午前 10 時 00 分から 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）、定免トキ、田原悟子、水戸部啓一、宮井みどり、大津善徳、井上久貴、 
飯田いずみ、（以上８名） 

 
５．欠席委員氏名（敬称略） 

山田啓一、貫井昭三、矢野恭弘（以上３名） 
 
６．事務局職員名 

西村幸高環境部部長、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） 
  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４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個別目標ごとの見直しについて 
    ②環境に関する意識調査集計結果まとめ（一般家庭編・事業所編） 
  （４）その他 
 
10．配布資料 
  資料１ 平成 23 年度第４回環境審議会会議録（案） 
  資料２ 個別目標ごとの見直し 新旧対照表 
  資料３ 個別目標ごとの見直しについて 
  資料４ 環境に関する意識調査集計結果まとめ（一般家庭編・事業所編） 
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11．平成 23 年度第５回環境審議会 
 ・出欠席者の報告 出席 8 名、欠席３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 

※議題の検討に入るのに先立ち、井上委員に委嘱状を交付 
 
①平成 23 年度第４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。 
 【委 員】 ページ数を振っていないため読みづらい。ページ数を振るようにしてほしい。また４ペ

ージ目に委員の個人名の記載があるため、修正してほしい。 
【委 員】 最終ページに漢字のミスがあるため修正してほしい。 

  →事務局で記録を修正の上、ホームページに掲載する 
 
 ②事務局からの報告  
 【事務局】 ２月１２日に東京アースワーカースコレクション２０１２というイベントが開催され、

これに東久留米市の２つの団体が出場した。このうち「黒目川クリーンエイド実行委員会」

が優秀賞、また「東久留米市市民環境会議くらし部会 エコキッズプラン２０１１」がグ

ランプリを獲得した。この２つの団体の活動をより多くの人に知ってもらうため、３月１

８日の環境シンポジウムにて、再度発表を行ってもらうことになった。 
  
 ③東久留米環境基本計画中間見直しについて …資料２、３ 
【事務局】 資料２、３の説明 
【事務局】 資料３の 15 ページ目について、アイドリングストップの記述があるが、だいぶこの考

え方が浸透してきたことを踏まえ、「環境にやさしい運転」という記述に修正させていた

だきたい。資料３の 17 ページにあるように、施策の方でも同様に表現を修正している。 
【会 長】 委員の皆さんからの意見はないか。個人的には基本目標２の表記が変わったことにより、

その下の個別目標がどのように変わったかという点を確認したい。 
 【委 員】 修正に伴い基本目標２のフレーズが非常に長くなっている。この中に「安全で美しい」

という表現があるが、「安全」は何らかの物理的方策を打つことで確保されるものである。

また「美しい」については、どの状態を指して表現しているか気になる。個別目標６に「健

康で安心できるくらしをつくる」とあるため、これを反映させて「安全」を「安心」に変

更するといったことも考えられるが、いずれにしても分かりづらい言葉が多く使われてい

る印象である。 
次に、個別目標１に「湧水や河川を守る」とあるが、この施策にある「②水量の確保」
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と「③排水対策の推進」はともに「守る」内容に該当するが、「①湧水や清流の保全・回

復」は個別目標１のフレーズの言い換えにすぎないため、この言葉をもう少し考える必要

があると思う。 
また個別目標１と個別目標２については、現在策定中の緑の基本計画との整合性を今後

取っていく必要があり、特に資料３の 7 ページ目、市の取り組みの③-２と③-４について

は、緑の基本計画のフレームワークと異なっているため、どのようにそれを当てはめてい

くかが課題になると思う。 
次に、個別目標３の学校ビオトープについて、これの設置には先生個人の努力だけでな

く市の協力が必要である。また企業がビオトープを設置しても何も問題ないことなどから、

ビオトープの位置付けを学校に限ることなく再検討が必要だと思う。 
次に資料３の 10 ページ目の「現状と課題」について、『最終処分場の延命が図られまし

た』と記載されているが、これの意図がよく分からない。処分場の問題は少し後世に延び

ただけであり、ごみの減量は依然として大きな課題のまま残っている。エコセメント等の

リサイクルの話は別途記載するとしても、『依然として課題が残っている』といった記述

にした方が良い。 
次に資料３の 13 ページ目について、一般的に用語として「地球温暖化」と「気候変動」

は同義で使われていることが多い。この用語の定義についてよく考えた上で、使用する用

語を選んだ方が良い。また「ヒートアイランド」は地球温暖化とは別の問題だが、市民生

活レベルでの気候変動としては大きな問題であるため、これも注意して用語を使う必要が

ある。さらに 13 ページの中ほどに『いまだ地球温暖化による気候変動、生態系の破壊、

資源の枯渇など』と記載されているが、資源枯渇が地球温暖化に因るものであるはずがな

いため、修正をしてほしい。用語の定義としては「新エネルギー」も注意が必要であり、

昔の石油危機の時期に原発も含めて「新エネルギー」という言葉が作られている。現在使

われているのは、どちらかというと「再生可能エネルギー」である。 
次に資料３の 15 ページ目にアイドリングストップの記載があったが、大気汚染と地球

温暖化の問題は別である。大気汚染について現在行われているのはディーゼル規制など最

新の規制に車を合わせていくことだが、アイドリングストップやエコドライブはCO２

また小型車はCO

を下

げるためのものである。短い時間のアイドリングストップにはなにも効果がなく、その点

の誤解を与えないように適切に表現を使う必要がある。それ以外に固定発生源対策として

VOC対策の考え方が書かれていないなど、修正すべき点がいくつかある。 

２

【会 長】 他の皆さんの意見はいかがか。 

排出量が少ない傾向にあるというだけで、決してNOxが少ないといっ

た低公害車というわけではない。現在、車の表現で次世代車と低公害車という２つの使い

分けがされており、このうち次世代車は低公害かつ低燃費のものを指している。このよう

な使い分けをしっかりしていくべきである。 

【委 員】 低公害車を製造するためにCO２

【委 員】 原料の採掘から廃棄までどのくらいCO

をかなりだしているという話もある。陰に隠れて排出さ

れているものがかなりあるのではないか。 

２を出すかという、ライフサイクルアセスメント

（LCA）という考え方があり、車は 8 割が走行時に排出されるという計算になっている。

確かに低公害車の製造段階ではこれまでより 2 割ほど排出量が増えるが、燃費が良くなる
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ことでトータルでは下がっている。太陽電池も同様であり、以前は 20 年使い続けなけれ

ば製造時に使ったエネルギーを賄えないと言われていたが、最近は数年間で元が取れるよ

うになってきている。海外ではライフサイクルでCO２をどのくらい出すか示したカーボン

フットプリントというのが、消費者向けの表示で普及し始めている。日本でもこれの導入

を経産省が検討しており、今後は流通業や製造業ではこれらCO２

【委 員】 毎回色々な資料が出てくるが、最終のイメージが分かるといいなと思う。意識調査の結

果がどのように反映されているのかが知りたい。 

の管理をしていかなくて

はいけない。これらのことを踏まえて、東久留米でも行政や市民、企業がどのように取り

組んでいくか考えなくてはいけない。 

【委 員】 原発の問題等もあり、自然エネルギーの活用といった視点が今回の見直しで入ってきた

ことは良いと思う。ただどの計画も作る際には、前の計画で実施したことを点検評価した

うえで見直しに反映させていくものだと思うが、その評価が良く分からないのが現実であ

る。 
【会 長】 今回提示した資料の構成についてはどうか。 
【委 員】 資料の構成については、いつも分かりやすいと感じている。 
【委 員】 湧水や清流の保全について、市民と行政の取り組みにおいて、今後は環境月間のような

ものを設けて継続的に取り組むことで、市民の意識に植え付けることができるのではない

か。 
【会 長】 構成についてはこれで良いと思っているが、内容については各委員の意見も踏まえてい

く必要があると思う。言葉の使い方を含めて再検討していきたい。では、次にアンケート

の報告をお願いしたい。 
【事務局】資料４ 環境に関する意識調査集計結果まとめ（一般家庭編・事業所編）の報告 
【委 員】 「どちらともいえない」という回答をどのように捉えるべきかと思う。あまり関心がな

い項目については、このように答えてしまっているのではないか。 
【会 長】 個人的に嬉しかったのは、事業所編 4 ページ目の自由記入欄に、『地域の環境が良いの

で住みやすい』という意見があった。以前、湧水・清流保全都市宣言をした際、湧水があ

るから東久留米に引っ越してきたと言っていた人もいた。環境が良いと言ってもらえるの

は嬉しい。また東日本大震災とそれに伴う原発の問題が与えている影響も見てとれる結果

になっている。他にアンケートについての意見はあるか。 
【委 員】 年齢別に結果を見てみたい。若い人は広報等を読まないのではないか。 
【事務局】 回答者の年齢を見ても、60 代と 70 代が中心になっている。 
【委 員】 事業所編についてだが、将来の取り組み予定は全体に聞いているのか。そうすると現在

取り組んでいるという事業所から減少してしまっているため、これをどう捉えるべきか考

える必要がある。 
【会 長】 大体このような調査背は、「良い」と「悪い」がそれぞれ 2 割ずつ、残りの「分からな

い」が 6 割となる傾向がある。環境というテーマについて、関心が高い人も多いが、なか

なか一般の市民にまで行き届かないのが問題。広報手段としてホームページを活用しても、

お年寄りで見る人は少ない。 
【委 員】 お年寄りになるほど市の広報をしっかり読んでいるが、自分自身にも言えることだが若

い人ほど読まない。回答してくれている人はそれでも関心がある層だが、問題は回答すら
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してくれていない人たちである。 
【委 員】 質問の内容が分からないと、どうしても「どちらでもない」という回答が多くなりがち

でないか。 
【委 員】 事業者アンケートについて、将来の取り組み予定に関する設問は、現状取り組んでいな

いと回答したところにのみ聞くべきだったと思う。また一般家庭編について、6 割以上が

マイバッグを持参しているとあるが、実際の自分たちのデータでは 3 割程度しかいない。

このことからも、今回のアンケートは関心が高い人が回答してくれていると捉えられるし、

この数値をそのまま受け取るべきではないと思う。また、意識はあるが実際の行動には移

せていないという実態がアンケートから読み取れると思う。関心が低い残りの人たちに対

してどのようにしていくかが課題ではないか。 
【委 員】 「どちらでもない」という項目があったのが良くなかったのではないかと思う。 
【委 員】 今後は関心がある人を育てていくことが重要ではないか。またエリアによって関心の高

さが異なるが、近くに川がないエリアにそのような傾向が見えると思う。 
【委 員】 団地が多いエリアだとどのような傾向が見えるか、ということも気になる。 
【委 員】 アンケート結果からは、愛着を持って住み続けている人が多いように感じられる。武蔵

野市ではごみゼロデーというのを実施しており、行政と市民が協力して意識を高める努力

をしているように感じる。環境に関する取り組みをしていない一般の人からすると、「環

境」という言葉が非常に大きなテーマのように感じさせているのではないか。 
【会 長】 事務局からは何かあるか。 
【事務局】 指摘いただいた事項について、まず用語の定義についてだが、「安全」は公害対策、「美

しい」はポイ捨てや不法投棄をなくすという意味で使用している。また、緑の基本計画と

の整合性については、今後確認を取っていきたい。 
次に学校ビオトープについてだが、どうしても教員が人事異動などで替わると続かない

という実態がある。市の方で取り組むという話だが、環境学習の一環としてこれまで取り

組んできていたため、予算の問題を含めて難しいところがある。 
次に最終処分場に関する表記については、依然として課題であるという認識は持ってい

るため、表現を修正したいと思う。 
そのほか、文言整理について各委員の意見をいただきながら最適なものに整理していき

たい。 
【委 員】 今後の検討方法について、中身の検討をしていくとかなり時間がかかると思う。それぞ

れの項目について、意見を出し合う場をさらに設ける必要があるのではないか。 
【会 長】 各自が会議までに資料に目を通しておき、それに基づいた意見を会議の場で出し合うの

が一番良いと思う。 
【委 員】 ビオトープなどについては、やるべきかどうかをこの審議会の場で検討しない限りでき

ないのではないか。 
【会 長】 テーマごとに分科会の形にし、関心がある人が集まって個別に議論した方が良い議論が

できるように思う。 
 

④その他  
【事務局】 現在市民レベルで小水力発電を検討しており、どのような形で実現できるか勉強を始め
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ている。河川法の問題で難しい面もあり、市が管理している落合川の南沢の場所で実現で

きないか研究をしている。発電した電気は、水辺公園のトイレの電気に使うことを想定し

ている。 
【委 員】 生態系等、ほかに与える影響を検証した上でやっていただきたい。やりたい人だけでな

く、専門家も交えて検討してほしい。港区では小さな太陽電池と風力発電を使って公園の

トイレの電気を賄っているところがあるが、これは環境学習の一環として位置づけられて

いる。 
【事務局】 まずは課題を整理するようにお願いをしている。 
【事務局】 次回の審議会については 3 月 23 日(金)の 10 時からでお願いしたい。 
【会 長】 次回の審議会までに、別途検討する機会を設けたい。 
【委 員】 緑の基本計画との整合性や棲み分けをどうするか、しっかり検討する必要がある。 
【事務局】 環境基本計画は実行可能なものにしていきたいと思っている。 

 
終了 午前 12 時 00 分 


