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平成 24 年 4 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６回東久留米市環境審議会 
 
２．日 時   平成 24 年 3 月 23 日（金） 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）、山田啓一、貫井昭三、定免トキ、田原悟子、水戸部啓一、井上久貴、 
（以上７名） 

 
５．欠席委員氏名（敬称略） 

矢野恭弘、宮井みどり、大津善徳、飯田いずみ（以上４名） 
 
６．事務局職員名 

西村幸高環境部長、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）、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５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施策の検討について 
  （４）その他 
 
10．配布資料 
  資料１ 平成 23 年度第５回環境審議会会議録（案） 
  資料２ 施策の検討の論点 
  資料３ 個別目標ごとの見直し 新施策（案） 
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11．平成 23 年度第６回環境審議会 
 ・出欠席者の報告 出席７名、欠席４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５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。 
 
 2) 事務局からの報告  
 【事務局】 国の法改正に伴い、都から市にいくつかの事務が移譲されることになった。これにより

環境基本法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に係る規制地域と基準を指定する事務

を平成 24 年 4 月から市が担うことになった。主な項目は別紙の通りである。 
 【会 長】 都から市に移譲された事務は、公害に関するもの以外もあるのか。 
 【事務局】 都市計画法に関わる部分など、全部で 300 近い項目がある。 
 【会 長】 市民生活に直接関係することならば、この機会に話を聞いておきたい。 
 【事務局】 そのことに関しては今後広報されることになる。 
 【委 員】 騒音や振動、悪臭に関する項目はあるが、水質に関する項目はないのか。 
 【事務局】 水質に関する項目はない。 
 【委 員】 緑地保全地域に関する許認可事項のことも出ていたが、例えば南沢緑地に関する項目も

都から移譲されるのか。 
 【事務局】 今回移譲されるのは国の「緑地保全地区」に関する事務であり、これは市内には存在し

ない。南沢緑地は「緑地保全地域」のため、引き続き東京都の管轄となる。 
 【事務局】 施策の中に「ふれあいの場の確保」が掲げられていることもあり、南沢緑地をどう市民

が利用できるようになるか、東京都との調整になる。研究課題として検討していきたいと

考えている。六仙公園など、自然環境に関する都の施設を市民が有効に利用できるよう、

今後、東京都と調整する場ができてくると思う。 
 【会 長】 緑の基本計画の検討委員会でも取り上げるようにしたい。市がイニシアチブを取れるよ

うになれば、責任は重いが面白くなると思う。市の自然環境を観光資源にしてはどうか、

という意見も聞いたことがある。 
 【事務局】 観光に関しては良い面もあるが、悪い面もあると思う。バランスを意識して取り組んで

いきたい。 
 【事務局】 次の報告事項だが、環境審議委員の報酬に関する源泉徴収額が変更になった。これまで

は庁内で徴収額の統一が図れていなかったが、前回から統一を図ることになった。お知ら

せが遅くなってしまったことをお詫びしたい。 
 【事務局】 次に、3 月 18 日に開催した環境シンポジウムにおいて、先日の東京アースワーカーズ

コレクションで受賞した 2 団体に、その取り組みについて発表してもらった。当日は 56
名が参加し、パネルディスカッションでは会長にコーディネーターを務めていただいたほ
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か、アンケートの結果も概ね好評だった。 
 【会 長】 小学生によるエコ活動が熱心に行われていることが良くわかった。また、食料品を輸入

するだけでエネルギーを消費しているという、マイレージの考え方について非常に勉強に

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 
■論点１ 
【会 長】 まず資料２の論点１について、基本目標２の文言修正案を検討してほしい。3 月 13 日

の部会では出席した委員の意見が 3 つの案に分かれてしまった。皆さんの意見をお伺いし

たい。 
【委 員】 ③の案が良い。ただし文言を「環境負荷を軽減した、安心で美しい資源循環のまち」と

修正するのがいいのではないか。 
【委 員】 ②の案が良い。「とりくむ」というやさしい表現が良いと思う。 
【委 員】 ③の案に「負荷を軽減」と入っており、良いと思う。 
【事務局】 本日欠席している委員からも意見をいただいている。「とりくむ」という表現がインパ

クトがあって良いとのことで、②の案を支持されている。 
【委 員】 個人的に②の案が良い。市の計画である以上、「とりくむ」という言葉を使うことで市

の姿勢を示せると思う。 
【会 長】 全体的に②の案が多いこともあり、②の「地球環境対策にとりくむ、安心で美しい資源

循環のまち」に決定したい。次に論点２について意見をお願いしたい。 
■論点２ 
【委 員】 個別目標「湧水や河川を守る」の下に、施策の方向①として「湧水や清流の保全・回復」

という同様の表現のものがきてしまっている。また、本来であればこの施策の中身である

はずの「水量の確保」、「排水対策の推進」、「ふれあいの場の確保」という項目が、同じ施

策の方向として並列に扱われてしまっている。現状では、施策の方向①の施策の中身は、

水質の調査・監視に関する内容が主となっていることから、この内容に沿って施策の方向

①のタイトルを変更して体系を整理した方が良いというのが、最初の提案である。 
また、湧水や清流を守り育てるという重要な視点が現在の施策の中から抜けているとい

う指摘があり、生物の生息環境を踏まえた水辺空間の維持・保全策について、新たに施策

の方向⑤として打ち出すか、あるいは施策の方向①に組み込むか検討する必要があるので

はないか。 
【委 員】 「保全・回復」という言葉の意味に対する認識が人によって異なっているように思う。

「保全」は今あるもの、あるいは衰えつつあるものを元気にしていく、守っていくという

意味で使われるが、「回復」は既に失われたものをかつての状態に戻すという意味合いで

使われる。東久留米では、落合川や黒目川での様々な取り組みが「回復」に当たるのでは

ないか。個人的に、「保全・回復」は単に“守る”という意味ではなく、もっと積極的な

意味を持っていると思っているが、指摘があったように、現状では具体的な施策が示され

ていないため、どう対応するか検討が必要だと思う。多くの市民が願っている柳窪地区の

回復に関する取り組みもあり、「保全・回復」という言葉を入れることは意味があること

だと考えている。 
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【委 員】 体系の分かりづらさがあるため、今の話の内容を具体的にどこかに記載する必要がある

と思う。「湧水や清流の保全・回復」という表現では範囲が広いため、「水辺環境の保全・

回復」とすることで範囲が絞られて分かりやすくなるのではないか。 
【会 長】 ここまでの話は、施策の方向④「ふれあいの場の確保」に既に入っているのではないか。

個人的には、施策の方向②について「水量の確保」ではなく、より水質のことを重視して

「水量と水質の確保」にした方が良いと考えている。 
【委 員】 現状は施策の方向①の中に、水質に関する施策が入っている。先程も言ったように施策

の方向②と③の内容は、本来であれば①の下に入るべきものであり、②の中に水質に関す

る内容を組み入れることに特に違和感はない。ただ、もともと①の内容は「保全・回復」

ではなく「水質」が中心だったため、「水質」に関する内容を②に移すのであれば、①に

「保全・回復」に関する内容を新たに追加するべきである。 
【委 員】 施策の方向②を修正した場合、「水質の確保」では少し表現が弱いと思う。「水質の改善」

や「良好な水質の確保」とした方が良いのではないか。 
【委 員】 一般の市民が「保全」や「回復」という単語を見たときに、具体的にどのような取り組

みをするのか分かるか疑問がある。 
【会 長】 湧水・清流保全都市宣言に関する内容を、施策として何らかの形で打ち出していきたい。 
【事務局】 施策の方向①と②を統合するのも、1 つの方法としてあるのではないか。 
【委 員】 「回復」の対象が湧水であるとすると、そのための手段として水量の確保と排水対策が

必要になってくる。仮に①と②を統合するとなると、③も一緒に統合しないと変なことに

なる。 
【委 員】 単に「守る」だけではなく、「保全・回復」の姿勢を前面に出すことが重要だと思う。 
【委 員】 その場合、個別目標１は「湧水や河川を守る」と掲げるより、「湧水や河川の保全・回

復」とした方が良いのではないか。湧水・清流保全都市宣言を重視するということであれ

ば、それを個別目標１に反映させた方が分かりやすいのではないか。 
【会 長】 個人的にはその方が良いと考えている。 
【委 員】 個別目標で「保全・回復」を掲げることで、施策の方向として回復のための手段を示し

やすいと思う。ただ、中間見直しでそこまでやるべきなのかは疑問である。 
【会 長】 この論点については、まだ結論を出すべきではないかもしれない。再検討事項としては

どうか。 
【事務局】 タイトルについては再検討でも構わないが、「保全・回復」に関する内容を、市や市民、

事業者の取り組みとしてさらに追加するべきか否かという点について、本日の検討の中で

結論をいただきたい。 
【委 員】 施策には入れた方が良いと思う。 
【委 員】 施策として果たしてどのようなことが実際にできるか、検討する必要がある。記載して

も実行できなくては意味がない。あまり柱を立てすぎても、その下に来る施策が少なくな

るようであれば柱の統合も考えていかなければならない。 
【委 員】 本当にやらなくてはいけないことをしっかり記載し、今までの視点と異なるものは修正

すれば良いと思う。例えば水辺環境の改善については、今後は市よりも市民の取り組みが

重要になると思う。 
【委 員】 水量についても、実際のところ雨水浸透枡にどの程度効果があるか分からず、取り組み
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を記載するにしても表現が難しい部分がある。このようなことを含め、再検討が必要だと

思う。 
【会 長】 論点 2 については再検討としたい。 
■論点３ 
【委 員】 市民の自主的な取り組みに対する支援とは具体的にどのような内容のことなのか。 
【委 員】 市民の自主的な運動に関する内容が、前回配布された資料では削除されていたため提案

した。市民の自主的な動きは非常に大切なことであり、これを削除してはいけないと思っ

たのだが、今回の資料では再び入っているため、この経緯について事務局に伺いたい。 
【事務局】 新個別目標７の施策の方向②「学校・職場での環境教育」の項目において、前回の資料

では他の施策と統合した結果、自主的な取り組みに関する記述を削除していたが、指摘を

受けて事務局で再検討した結果、記述を復活させた。ただ、現在の論点である温暖化に関

する項目には反映されていないため、この点をどうすべきかご検討いただきたい。 
【会 長】 「自主的な環境活動」とした場合、主語がないため、活動主体が市民個人か団体なのか

が分からない。 
【委 員】 現在は環境教育の項目に入っているため、ＮＰＯ等が主催するフォーラム等に自主的に

参加するというような意味でしか受け取ることができない。 
【委 員】 河川の清掃や、個人的に雨水排水対策をするなど、市民が身の回りでできることからや

っていくことが大切だということを記載したい。 
【会 長】 市民の自主的な取り組みを支援する、という内容を市の取り組みとして記載してはどう

か。 
【委 員】 まずは市民や事業者レベルで行われている、環境に対する取り組みの現況を把握する必

要があるのではないか。日常的にどの程度環境に対する負荷があり、それをどのように削

減しようと努力しているかとりまとめることが、市民の自主的な取り組みに対して支援を

行う上で重要なことだと思う。 
【委 員】 環境家計簿を各家庭に配布して活用してもらうのが一つの手段だが、いかに継続しても

らうか、モチベーションの高め方が難しい。事業者は様々な制約があるため自分たちでデ

ータを取っていると思うが、一般家庭はデータを取っていないため、電気やガスの料金の

請求書を管理するところからスタートし、少しずつ意識を高めていくことが必要ではない

か。このような考え方を盛り込んでも良いと思う。 
【会 長】 市民環境会議ではそれを実施している。 
【委 員】 そのような活動を、将来的に市としてまとめられるようなシステムを構築できると良い。 
【会 長】 市民や事業者のデータを、集めようと思ったらすぐに集められるシステムにしないとい

けない。頼んでも集まらないということが、現実としては十分に起こりうると思う。 
【事務局】 データの収集については、市民環境会議のくらし部会に投げかけて、意見を吸い上げる

ことができるのではないか。 
【委 員】 東京都で、エコ活動に貢献した人を顕彰するようなことをしていたが、市でも同じよう

なことをすれば少しは意識が高まると思う。 
【事務局】 昨年の夏に東京都主催の節電チャレンジ事業に市として参加した。市では、市民環境会

議と協力し、小学校の保護者会に出席し節電の呼びかけを行った。その結果、東久留米市

の取り組みが評価され、賞をいただいた。 
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【委 員】 論点３（２）の施策の方向性の変更について、市として太陽光パネル設置の助成等、お

金がかかる内容にまで踏み込むのか、もしくはお金がかからない範囲で努力をするのか、

スタンスが定まっていない。 
【委 員】 個人的には、住宅用太陽光パネル設置の補助金制度は作った方が良いと思う。これは市

の財政がどうこうという問題ではなく、パネルを貸し出して子供の環境教育に役立ててい

る市もある。 
【委 員】 発電した電気の買取金や補助金については税金で賄っているため、持っていない人まで

負担をすることになる。負担の公平性まで考える必要があり、市がそこまでやるべきか判

断が難しい。 
【会 長】 日本人は熱しやすく冷めやすいため、再生可能エネルギーによって発電された電気の買

い上げもいつまで続くのかと思っている。あまり太陽光というものに飛びつくべきではな

いと思う。 
【委 員】 事業者の中でも何社か太陽光を導入しているところがあるが、見た目ばかりで大赤字に

なっている。維持にかかる費用が大きく、当初の資金的な目論見とはかなり開きがあると

のことだった。 
【委 員】 お金が新たにかかることをやるかどうかは別として、新たな施策をここでやっていくべ

きか考える必要があるのではないか。 
■論点４ 
【会 長】 論点４の内容というより、資料３を最初から通して検討していきたいと思う。まず個別

目標１から話を聞いていきたい。 
【委 員】 「排水対策」という言葉が使われているが、「排水」は水を外に出すことを意味する言

葉であり、実際に施策等での使われ方を見てみると、「廃水」もしくは「汚水排水」を使

うのが適切のように思う。 
【会 長】 より意味が伝わりやすくするため、施策の方向③を「汚水対策の推進」に修正してはど

うか。 
【委 員】 環境基本計画では、雨水浸透という観点から雨水排水については、汚水排水とは別に考

える必要がある。 
【委 員】 雨水浸透に関する内容は、施策の方向②「水量の確保」に記載されている。 
【委 員】 施策の方向③の表現の変更に合わせて、各取り組みの表記についても「排水」から「汚

水」に変更されるのか。「生活汚水」という表現はおかしくないか。 
【委 員】 その箇所は「生活排水」で良いと思う。 
【会 長】 次に個別目標２について何か意見はあるか。 
【委 員】 施策の方向①に歴史的建造物を絡めた市の取り組みがあるが、本当に市として取り組む

ことができるのか。 
【事務局】 市民の取り組みや事業者の取り組みとして、保存樹木等に対する助成を行っており、こ

れを受ける形で、昔ながらの地域環境全般のことを含めた取り組みとして出てきたものだ

と思う。 
【委 員】 現行の計画では「歴史的建造物」は入っておらず、「歴史的文化遺産」としか記載され

ていない。現行のままでも良かったのではないか。 
【事務局】 市でお金を出して保全していくことは難しいと思うが、「農の風景育成地区制度」のよ
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うに様々な制度があるため、これを活用していくのは１つの方策だと思う。少し書き方を

修正して記載すると良いのではないか。 
【会 長】 これまでに助成をした実績はあるのか。 
【事務局】 保存樹木等への助成実績はある。 
【委 員】 この項目は、個別の建物というより、柳窪の景観といった自然と建物を含めた全体的な

イメージがあると思うが、「建造物」という言い方をするとそれが分かりづらくなる。 
【委 員】 表現を少し変更し、「歴史的に保全されている緑や水等の自然環境と調和したまちづく

りを進める」という表現にしてはどうか。 
【事務局】 「歴史的に保全されている環境と、緑や水等の自然環境が調和したまちづくりを進める」

とした方がより分かりやすいのではないか。 
【会 長】 他に意見がなければ、提案の通りとしたいがどうか。次に施策の方向③についてだが、

公共用地や公共建物、公共施設と似たような用語が多く出ているがこの使い分けをしっか

りしてほしい。項目２、４、５は再整理をお願いしたい。 
【事務局】 施策の方向③「公用地内の緑化の推進」の 6 項目目、「公社、都営住宅等への緑化を推

進します」とあるが、これは「促進します」の誤りのため修正したい。 
【委 員】 農地関係の取り組みはこれで良いのか。あまり実現できそうにない内容が列挙されてい

る印象を受ける。 
【委 員】 これらは農業関係者と一般市民のコラボレーションを中心的な考え方とした取り組みだ

と思う。 
【会 長】 後継者問題に絡んだ話だが、以前、所管の産業振興課に、将来的に法人が東久留米で大

規模に農業をしたいと言ってきた際、どのように対応するか聞いたことがあるが、検討は

していないという回答だった。大規模な参入の可能性をどこかで考えておくべきではない

か。 
【委 員】 リタイアした人が参加するようなＮＰＯが担い手となることも考えられると思う。 
【委 員】 農業後継者というより、援農ボランティアの育成という視点が、どの自治体でも主にな

ってきているのではないか。 
【委 員】 東久留米の小規模な農地では、本格的な農業は恐らくできないのではないか。 
【事務局】 東久留米の中には、都市農業として優秀な生産者もおり、若い農業従事者の中にはかな

り精力的な人もいる。 
【委 員】 専業でやっている人はいるのか。 
【事務局】 専業はかなり少なく、９世帯のみである。 
【委 員】 このような状況で援農は成立するのか。それより市民農園や体験型農業の方がうまくい

っているのではないか。 
【委 員】 農業者にも個性がある。農業者の高齢化が進み、体力的に作ることができない作物が出

てきているため、まずは農業者と援農ボランティアが一緒になって取り組めるよう、信頼

関係を築くことが大切だと思う。 
【事務局】 先日市民の方から、農業をしている人の顔が見えないといった指摘を受け、行政側のＰ

Ｒ等をこれまでと少し角度を変えて行っていく必要があるのではないかと考えている。今

は一生懸命やっている人の存在が、埋もれてしまっているように思う。 
【委 員】 都市農業で脚光を浴びた例として、「農家のこせがれネットワーク」の取り組みなども
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ある。 
【会 長】 柳窪小麦を、東久留米の名物としてもっと普及させることはできないのか。 
【事務局】 市でも色々とＰＲはしているが、農耕地の広さ等の問題で大量生産ができない状況と聞

いている。農家はそれぞれ自信を持って生産しているにもかかわらず、作物の種類によっ

て市民の目に触れる機会に不公平感が出てしまっている。 
【委 員】 環境フェスティバルに、農業従事者が参加することは必要なことだと思う。 
【事務局】 農業に関する内容は、農業振興計画との関係もあるため、担当部と調整しながら精査し

たい。 
【委 員】 事業者の取り組みに化学肥料の使用を減らすとあるが、そのような働きかけを市の方か

らしているのか。 
【事務局】 ここでは、本来定められている量や使い方を守って使うようにする、という意味で使わ

れている。 
【事務局】 産業振興課からヒアリングをした際には、減農薬や有機堆肥について、希望する農家に

支援をしているという話を聞いている。 
【委 員】 農業委員会の人からは、東久留米では無農薬で営農している農家はなく、減農薬のみだ

という話を聞いたことがある。 
【委 員】 使用量の問題はチッ素やリンによる水質の問題に結びつくため、将来的には化学肥料を

減らすことで、黒目川や落合川の水を飲める状態にすることが大きな取り組みだと思う。

現時点では、農業従事者に化学肥料の使用をやめるように言うのはかなり難しい。 
【委 員】 ④「緑のネットワークの構築」の市の取り組みに、樹木市の開催とあるが、実際に開催

実績はあるのか。 
【事務局】 現在のところ、実績はない。 
【会 長】 次に個別目標３「多様な生き物を守る」についてだが、施策の方向①の市の取り組みの

3 項目目について、「学校における環境に関する取り組みを支援します」という項目は削除

しない方が良いと思う。 
【事務局】 これについては、環境教育の項目に移動している。具体的には、個別目標７の施策の方

向②、市の取り組みの 3 項目目「学校において、市内の自然環境を、体験学習などの利用

できるように整備し、環境教育、環境学習を推進します」という文言で記載している。 
【会 長】 施策の方向①、市の取り組みの 4 項目目について、緑のネットワークの中に農地が入っ

ているが、本来であれば農地は含まれないのではないか。 
【事務局】 生き物の生息空間としては農地も重要な要素だと考えている。 
【会 長】 様々な単語が並列されていて分かりづらくなっている。個人的には農地は外すべきだと

考えている。 
【事務局】 緑の基本計画では、緑地や公園を、河川や遊歩道でネットワークするというのが基本的

な考え方である。 
【委 員】 緑の基本計画の考え方に基づいて作成すれば良いのではないか。 
【事務局】 緑の基本計画は現在策定中のため、表現を調整した上で記載するようにしたい。 
【会 長】 次に個別目標４についてはどうか。 
【委 員】 使用する表現は、「新エネルギー」ではなく「再生可能エネルギー」が良いと思う。国

や東京都等でも最近は「再生可能エネルギー」を使うケースが多い。 
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【会 長】 次に個別目標５についてはいかがか。結局ごみの有料化についてはどうすることになっ

たのか。 
【委 員】 実施時期はまだ決まっていないが、有料化は決定になった。あとはボックスを撤去する

か否かという点が課題として残っている。ボックスがある所とない所での不平等感が増す

こともあり、ボックスの撤去が有料化の前提という認識ではいるが、撤去にも費用がかか

るのが問題である。 
【委 員】 ごみの有料化にあたっては個別回収にする以外にないのではないか。 
【会 長】 個別回収をするとコストが膨れ上がることになる。 
【委 員】 個別回収はごみの減量につながるほか、不法投棄を防ぐ効果もあると思う。 
【委 員】 他の自治体では、一定期間は減量の傾向が見られたが、しばらくするとリバウンドする

結果となっている。 
【会 長】 時間が来たため、個別目標６と７は次回の検討内容としたい。 
【事務局】 次回の環境審議会は 4 月 23 日の 14 時からとしたい。 
【会 長】 次回の検討では、全体の骨格を出すようにしてほしい。 
【事務局】 昨年の湧水・清流保全都市宣言を受けて、市民団体と企業から宣言を書いた木製の記念

板が寄贈されていたが、それが１階の銀行窓口の横に掲示されたので、是非ご覧いただき

たい。 
 

 
終了 午前 12 時 00 分 
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