
 
平成 24年 5月 25日 

東久留米市環境審議会 会議録 

 

１．会議名   平成 24年度第１回東久留米市環境審議会 

 

２．日 時   平成 24年 4月 23日（月） 午後 2時 00分から 4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、飯田いずみ 

（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、井上久貴（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）、藤井華子主事（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） 

  松岡宏、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６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６回環境審議会会議録（案） 

  資料２ 環境基本計画中間見直しの進め方 

資料３ 環境基本計画中間見直し 施策の検討の論点 

  資料４ 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６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】 4月 1日付で人事異動があり、政策調整担当として新しい職員が配属された。 

  

 3) 東久留米環境基本計画中間見直しについて …資料２、４ 

■今後のスケジュールについて（資料２） 

【事務局】 資料２にある通り、今後の環境基本計画の見直しスケジュールについて、環境審議会で

の検討は残すところ７月までの３回となる。その後パブリックコメントの実施を経て、９

月に市長への答申を行う予定でいる。 

【会 長】 市長への答申は９月のいつ頃になりそうか。 

【事務局】 ９月の末頃になると考えている。 

 

■個別目標ごとの見直しについて（資料４） 

個別目標６ 施策の方向① 「固定発生源対策の推進」 

【会 長】 市の取り組みの４番について、『有機化学物質』ではなく『有害化学物質』ではないか。 

【事務局】 資料は誤表記であり、『有害化学物質』が正しいため、訂正したい。 

【委 員】 有害化学物質について、取扱いが法律でかなり厳しくなっているほか、事業所でも細か

く管理状態をチェックするようになっているが、その法律を遵守する以外に何かやる必要

はあるのか。法律上禁止されているものと、グレーゾーンにあるができるだけ減らした方

が良いとされるものの境目が分からない。 

【委 員】 ＰＲＴＲ法（化学物質排出把握管理促進法）の中には、急性毒性と慢性毒性、がんに関

わるものとグレーゾーンのものが入っているが、グレーゾーンに入るものは使っても良い

ものとされており、これを自助努力によって削減していくことになっている。ＰＲＴＲ法

を遵守することは基本であり、それに加えてグレーゾーンをいかに削減していくかという

ことが重要なこととなる。そのために様々な事業所ではリストを作成して取り組んでいる

と思う。 

【委 員】 実効性を確保するのであれば、一般市民に対してその物質が実はグレーゾーンであるこ

とを周知し、その取り扱い方や削減の仕方について分かりやすく伝えることが必要である。 

【会 長】 事業者の取り組みで、『公害発生の防止』という言葉を使っており、市民の取り組みと

は表現が異なっている。『公害』だけでは分かりづらいため、どのようなことをターゲッ

トとするか具体的に示すようにした方が良いと思う。特に「粉じん」という表現がないこ
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とが気になっている。 

【事務局】 グレーゾーンについて、おそらく今後もＰＲＴＲ法を通じて対応していくことになると

考えられる。このＰＲＴＲ法では周辺住民に対する説明責任が明記されているが、実際に

はこれができておらず、これをいかに実施していくかは難しい課題だと考えている。 

【委 員】 計画の中身が、市民や事業者に分かりやすいようにすることが重要であり、記載内容を

はっきりさせる必要がある。そもそも表現を化学物質としてしまって良いかという問題も

ある。水銀や鉛、六価クロム等も中に含まれると解釈して良いのか、国がどのように定義

しているか調べる必要があるほか、市民に分かるように言葉を適切に使うことが大事であ

る。また市民の取り組みで『有害な化学物質の使用を削減』と書いてあるが、有害な化学

物質であればそもそも使わない方が良く、書き方を工夫する必要があると思う。 

そもそも『固定発生源対策』という表現で、果たして一般の人が分かるかという問題が

あり、全体的に自分が何をすればよいのか分かるように記載をしてほしい。市の取り組み

で『環境に優しい公共施設・設備の管理運営を幅広い視点から対応します』と書かれてい

るが、これも表現の幅が広すぎる。 

【委 員】 市に伺いたいが、施設等のメンテナンスでリサイクル製品等はどの程度導入されている

のか。 

【事務局】 リサイクル製品等の導入実績については把握をしていないが、コストに跳ね返るため現

実には導入はかなり厳しいと思う。 

【委 員】 グリーン購入法では、役所が率先して行うことになっている。 

【事務局】 現状は各担当課がそれぞれ考えて取り組むことになっており、地球温暖化実行計画にお

いてもそのような位置付けになっている。 

【委 員】 単発で取り組んでもコストが高くなるため、コストを低く抑えるために庁内でまとめて

購入する等の工夫が必要になるのではないか。 

【事務局】 様々な業者がおり、一箇所に発注をまとめるのも考え方のひとつだが、極力安く抑える

ようにしているのが実態である。 

【委 員】 市や市長が率先して動いていかないと、それを事業者にやれと言ってもできないと思う。 

【会 長】 他に意見はないか。 

【委 員】 資料についてだが、今回の検討は現行計画の見直しのため、１つの資料で現行計画との

対比ができると良かった。用語が分かりづらいということ意見があったが、今回は根本か

らの見直しではないため、備考欄等をページ下部に設けて記載してあげると分かりやすく

なるのではないか。文章が変わると、現行計画から考え方が変わったのかと思ってしまう

ため、同じような対策をするのであれば基本的に表現を変えない方が分かりやすいと思う。

例えば市の取り組みの４番目について、現行計画では『有害化学物質の汚染が確認された

場合、原因究明とその再発防止の指導を行います』とあるが、特にやることが変わらない

のであれば、無理に言葉を変える必要はないと思う。 

また現行計画では、◎が各主体の役割として位置づけている取り組み、○が各主体に期

待する取り組みと、取り組み内容に応じて分類をしているが、今回の見直しではこのよう

な分類は行うのか。 

【事務局】 次回の検討で重要な施策について検討を行いたいと考えている。 

【委 員】 仮置きであっても印をつけておいた方が、文章を読む際に見方が変わってくると思う。 
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【委 員】 農薬について、市民からは農家がどの程度減農薬をしているか全くわからない。恐らく

東久留米では有機農法をしている農家は一つもないと思うが、どの程度減農薬がされてい

るのか明らかにできないかと考えている。 

【委 員】 減農薬と表示するには基準があるため、その表示がないものについては、その基準に達

していないという認識でいれば良いのではないか。 

【委 員】 農業振興計画に減農薬や有機農法に対する取り組みが記載されているが、実際に実行さ

れているかは分からない。これらの情報を市民と共有するシステムがあると、生産量と農

薬の関係等を市民に理解してもらいながら対策を進めていくことができるのではないか。

情報交換を行うことが重要だと思う。 

【会 長】 市の取り組みで『環境にやさしい農業』とあるが、実際にどのようなことをするのか考

えると、確かにいろいろと疑問は出てくる。確かに情報共有は必要だと思うが、環境の視

点から実行してほしいことがあれば、それはしっかりと伝える必要があると思う。 

【委 員】 先程グレーゾーンの話があったが、一般市民からするとグレーゾーンの書き方によって

はその物質が対象かどうか迷うことになる。ただ、逆に対象範囲を書こうとしても書きき

れなくなる恐れがあるほか、書かれていないものであれば大丈夫という認識を生むことに

もなりかねない。そのためここでの記載は包括的な表現とし、詳細は備考欄あるいは行政

指導等を通じて記載するべきではないか。環境基本計画で細かいことまで書いてしまうと、

逆に身動きが取れなくなる可能性がある。 

【会 長】 ここまで出てきた意見を踏まえ、どのようにまとめていくかが課題となると思う。 

【委 員】 環境負荷物質の削減と管理を市民と事業者と市が協力して行っていくことと、それに対

する情報公開が２つの基本事項として大きくあり、それがしっかりと言葉として網羅され

ているかが重要である。どの取り組みも同様のことを言っていると思うが、無理やり用語

を分けているように感じる。市、市民、事業者で同じ用語を使い、分かりやすく記載して

ほしい。 

【会 長】 ＰＤＣＡを意識しながら計画を作れると良い。あれもやろうこれもやろうとなると、ど

うも締りが悪くなるように感じる。 

 

個別目標６ 施策の方向③ 「監視・意識啓発」 

【会 長】 事業者の取り組みの２番目で、『事業活動』という言葉を使っているが、３番目では『企

業活動』という言葉を使っている。この使い分けはどのようにしているのか。 

【事務局】 この２つについて、明確な使い分けを行っていないため、『事業活動』に統一したい。 

【委 員】 市民の取り組みで追加された部分について、『環境活動の情報提供や交流を進めながら、』

とあるが、市民はどのような取り組みを行うことになるのか。 

【事務局】 市民が活動の中で得た情報等、市民ベースでもかなりの情報を有していると考えており、

それらの情報をイメージしている。市民環境会議の枠を超えて個人での調査や活動をして

いる方も多くおり、そのような方が有している情報を有効活用していくことを想定してい

る。 

【委 員】 市民活動によるものをイメージすれば良いのか。 

【委 員】 先日開催された環境フェスティバルに集まる人などは、まさに環境に関心が高い市民と

言うことができ、このような取り組みが該当するのではないか。 
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【会 長】 「市民のエコ活動から得た情報」といった表現でも良いので、とにかく分かりやすいよ

うにしてほしい。 

【委 員】 市民レベルでの交流が図られることが目的としてあるのであれば、当然、市の取り組み

として同様のものが入ってくる必要がある。 

【委 員】 現在も環境フェスティバル等が開催されており、個人的にはこれらの取り組みは実態と

合っていると感じている。 

【委 員】 意識・啓発に関しては、次の個別目標７が大枠としてあるのではないかと考えているが

どうか。個別目標６では、固定発生源等に関する情報があれば提供してもらうといった程

度にとどめておくべきであり、現在の書き方では個別目標７の内容も含めた幅広い書き方

になってしまっているように思う。 

 

個別目標６ 施策の方向④ 「自動車公害対策の推進」 

【委 員】 エコドライブの推進や、公共交通機関・自転車の利用促進については、温暖化対策に入

れるべき項目になる。そのためこの施策の方向④に該当するのは、市民の取り組みの３番

目、事業者の取り組みの３番目、そして市の取り組みの４番目と５番目のみだと思う。 

ただし市の取り組みの５番目の、市内循環バスについて記載するべきかどうかは別の問

題としてある。 

【委 員】 市内循環バスについては市長の政策との絡みもあり、極力記載しない方が良いのではな

いか。 

【会 長】 審議会の立場として入れることは問題ないが、あまりに問題が大きくなっているため、

記載することに躊躇するところがある。 

【委 員】 市の取り組みの５番目については、カーシェアリングの実施を含め、市として実施する

意思が本当にあるのか。電気自動車等を導入するとなると、それなりの財政負担が必要と

なり、そこについてしっかりと考える必要がある。 

【委 員】 実現が難しそうなことならば、記載をしない方が良い。自転車の利用促進についても、

駐輪場等の自転車対策を含めて考える必要があるのではないか。自転車が自動車に代わる

交通手段として、駐輪場の設置や自転車レーンの整備を含めた、自転車利用促進に向けた

取り組みを考える必要があると思う。 

【委 員】 できるだけやってほしいと思うが、予算面では厳しいと思う。また最近では歩道をスピ

ードを出して走るなど、自転車が走る凶器になっている。ＣＯ２を減らす面では良いが、

別の面として交通問題を引き起こすのではないか。 

【委 員】 余談だが、自動車免許を持っている人の自転車事故は少ないが、持っていない人の事故

は多い傾向にあり、交通ルールをよく知らないで乗り回してしまっている。自転車の利用

促進を図るのであれば、このような点を含めて考える必要がある。 

 

個別目標７ 施策の方向① 「環境情報の公開・提供」 

【委 員】 市の取り組みの４番目について、『学校教育等での講師紹介や相談等の支援体制を整備

します』とあるが、とても良いと思う。環境サイドとして、農業サイドや教育サイドと組

織として協力関係を築くことが重要であり、その第一歩として支援システムの整備は必要

である。 
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【委 員】 市の取り組みの３番目について、２番目の図書館における取り組みとは異なるとすると、

場所はどこでやることになるのか。また取り組みの４番目の支援体制の整備についても、

どこがやることになるのか。 

【事務局】 このあたりのことは市の環境部が受けることになる。 

【委 員】 最後の５番目についても環境部でやるのか。 

【事務局】 メインは環境部でやることになると思う。 

【委 員】 そうすると、情報のうち１つは図書館や学校図書館にあり、それに対する支援として環

境部がいろいろなものを収集して提供し、講師の派遣もする。さらに広報活動もイベント

と絡めて実施していく、ということで良いか。また市民と事業者の取り組みにある、『環

境に関する映像等の資料を活用し、』という部分については、図書館等の資料とは別のも

のと考えて良いのか。 

【事務局】 市内にはいろいろな団体がおり、様々な映像や資料をまとめていたりするため、そのよ

うなものを活用することを通じて学びの機会を提供することを考えている。提供する場所

としては、図書館や市役所等を考えている。 

【委 員】 市民が計画書を読んだときに、どこに行けばこれらを手に入れられるのか、分かった方

が良いと思う。 

【事務局】 ３番目に主語が無いことが原因だと思うが、現状資料が散在してしまっていることが問

題となっている。 

【委 員】 もし散在しているとしたら、その散在しているものを市民がいつでも見れるようなシス

テムにすることで、初めて価値が生まれると思う。 

【委 員】 資料は現在でもたくさんあると思うが、試しに使うことができる、太陽光パネル等の現

物の活用も必要だと思う。それが子供たちの環境学習にすごく役に立つと思う。またビオ

トープについても実際の生物に触れ合う場として、現物に触れる機会をもっと大切にした

方が良い。 

【会 長】 それを具体的にどのように言葉として反映させるか。 

【委 員】 どう記載すれば良いかは分からないが、うまく反映させてほしい。 

【委 員】 広く捉えれば、現物資料も環境に関する資料に含まれると思う。 

【委 員】 市の取り組みの２番目について、図書館は資料を揃えるだけでなく、映像資料を視聴覚

室で見ることができるようにプロジェクター等の設備も整えてほしい。この計画に盛り込

む内容ではないかもしれないが、市民の図書館利用という視点から発言させていただいた。 

【事務局】 環境基本計画と絡めて機材の話をするのは、正直なところ難しい。 

【委 員】 これは事務局から教育委員会に対して、審議会でプロジェクターの設置について要望が

あったと伝えてもらえれば良いと思う。 

 

個別目標７ 施策の方向② 「学校・職場での環境教育」 

【委 員】 学校の環境教育で、東久留米市の自然環境を直接活用している例はあるのか。 

【事務局】 担任の先生によるみたいだが、体験学習として授業に取り入れている例はある。これら

の授業ではボランティアの方が協力することもあるため、教育委員会から環境部に報告が

あったりする。 

【委 員】 その際に、環境教育に活用するためにこのように整備してほしいといった要望はあるか。 
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【事務局】 学校の先生から設備の壊れている箇所の報告程度のことはあったが、基本的にはこのよ

うなことをやりたいという要望を受けて、講師を紹介することが多い。これについては市

ではなく、直接市民の活動団体に話が行く場合もある。 

【委 員】 より環境教育に適した整備の仕方を情報として把握することが必要ではないか。それに

基づいて環境改善をすることで、東久留米の学校ではこんなにすごい授業をしているとい

う噂になるかもしれない。そういう意味でも、しっかりと情報を把握し整理するようにし

てほしい。そして、この場所でこれだけの子供が何時間、環境に関する教育を受けたとい

うことが分かるようにすることが大切だと思う。 

【会 長】 東久留米の市民は環境に対する理解があり、その教材もたくさんあるからこそ、環境部

からイニシアチブを取って、環境学習としてこういうものを考えてほしいというアクショ

ンをとってほしい。 

【委 員】 そのためには、環境を活用したいろいろな活動を全部知っていることが必要であり、そ

れを興味がある人に紹介できるようになってほしい。 

【委 員】 大門中学校ではトイレが臭いということで、ある先生が中心になって米のとぎ汁を発酵

させた液で清掃する活動をしたところ、非常に効果があったとのことだった。その先生は

異動されたそうだが、その後も生徒側から活用させてほしいという申し入れがあり、継続

して活動を行っている。これは継続した例だが、担当の先生や校長先生が異動になるとそ

こで活動が止まってしまうことが多いため、良い取り組みは伝統的に残っていくようにシ

ステム化していくことは必要だと思う。 

【委 員】 滝山保育園では近くの竹林公園に行く際は、保育課に連絡をしてから行っているとのこ

とだった。 

【事務局】 基本的に公園は誰でも入れる場所なので、環境部に毎回連絡する必要はない。保育園で

あれば担当している保育課にしっかり連絡が入っていれば、それでよしとしている。 

【委 員】 年に１回、今年１年どのような環境に関する活動をしたかアンケートで調査すれば良い

のではないか。やはり市民による様々な環境に関する活動を、役所で把握するようにし、

それを広く知らせるようにしてほしい。 

【委 員】 『環境教育』と『環境学習』という用語について、教育の世界で定義があるのではない

か。また『体験学習』という用語は、前の２つの用語の具体的な手法として使われている

のではないか。市民や事業者の取り組みではこの『体験学習』という用語が使われている

が、それより上位の『環境教育』や『環境学習』を使わないで良いのか。 

【会 長】 今の意見と同じ場所についてだが、体験学習に参加・協力するには学校等からの要請が

ないとできないということなのか。 

【事務局】 環境に関しては市の側から積極的に働きかけても良いとは思うが、学校側の考え方やカ

リキュラムの中での取り扱いがあるため、学校次第の面もある。また用語については、取

り組みの１番目に、『自主的な環境活動に参加・協力し、』とあるため、大きくはここに含

まれるのではないかと思う。 

【委 員】 「教育」とは、ある方向付けをしながら人を育てることを指し、「学習」とは系統的に

学ぶことを指すようである。つまり「教育」は“する”側の言葉であり、「学習」は“受

ける”側の言葉だと思う。事業者の取り組みにある『学校等からの要請に応じ環境に関す

る体験学習に参加・協力します』とは、どのようなシチュエーションを想定しているのか。 
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【事務局】 企業でも様々な環境活動をしているため、それに関して学校側から学びたいという要望

があれば、体験学習として企業側が協力することを想定している。 

【委 員】 そうすると『参加する』というのは、どういうシチュエーションになるのか。 

【委 員】 市民も事業者も、取り組みの１番目では自主的に環境活動に取り組むことを記載し、学

校教育については取り組みの３番目で、学校からの要請に応じて協力することを記載して

いるのだと思う。 

【委 員】 一般的に、企業が学校側からの要請を受けて企業の取り組みを教えに行くことはあって

も、企業の側から人を派遣して学校に勉強しに行くことはほとんど聞いたことがない。「参

加」という言葉は、そのようなことをすることを連想させる。 

【委 員】 現行計画では『環境教育・環境学習』に『参加・協力』するとあり、現行計画の構成を

残した方が分かりやすいのではないか。 

【委 員】 例えば、「市からの要望に応じ、環境に関する体験学習に協力します」といったように、

単純に企業の人が見て、何をするのか分かるようにできれば良いと思う。 

 

個別目標７ 施策の方向② 「学校・職場での環境教育」 

【会 長】 市の取り組みの１番目を『人材育成と活動交流に努めます』に変更するにあたり、地域

の環境活動を推進する指導者の育成と一体化することを理由としていたが、市の取り組み

の４番目に同様の取り組みが残ってしまっている。これはこのままで良いのか。 

【事務局】 再度変更の趣旨を説明すると、現行計画では『環境に関する学習を推進します』となっ

ていたが、今回の見直しではより市民の力を活用し、市民自ら市民を育てる仕組みにして

いくことを念頭に、『人材育成と活動交流に努めます』という内容に変更した。４番目の

『指導者の育成』とは趣旨が異なると考えている。 

【会 長】 そういうことであれば、個人的には現行計画のままでも良いと思う。 

【委 員】 市の取り組みの４番目については、『指導者』ではなく、どちらかといえば『リーダー』

を育成してほしい。また市民の取り組みの３番目に『家庭の中で環境について話し合いま

す』とあるが、家庭の中でこそ体験学習が必要だと思う。家庭の中でこそ実践の場がある

と思う。 

【事務局】 市の取り組みの１番目については、人材育成や活動交流の場を提供するというイメージ

でいる。 

【会 長】 どういう人材をどのように育成したいのか。それがはっきりしない限りは現行のままで

もよいのではないか。 

【事務局】 現行計画の表現では、限定された範囲を対象として環境学習を推進する内容になるが、

新しい案では様々な活動をしている地域の人が、自ら地域で学習する企画を立てたりする

ことができる場を意図的につくることを想定した内容にしている。 

【会 長】 一般論ではなく具体例で言ってほしい。 

【委 員】 地域という枠には、特定のエリアもあれば東久留米市全体もある。そこでまず、『環境

に関する学習を推進します』とすることは、他の部分と重複する点もあるかもしれないが、

必要なことだと思う。逆にいきなり人材育成が出てくると、唐突な印象を受ける。 

【委 員】 「活動の場」というものは会議体のこと等を言っているのだと思うが、これを入れるの

であれば、それは取り組みの５番目としてはどうか。 
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【事務局】 会議体というより、地域での環境活動の核となるものを考えている。 

【会 長】 そんなことを役所にできるのか。できないことを書く必要はないと思う。 

【委 員】 例えば環境リーダーや環境ガイドを、市が認定しようということであればそれはそれで

理解できる。 

【委 員】 それと同じような内容は、施策の方向④の、市の取り組みの５番目に記載されている。 

【会 長】 市民環境会議などが既にあるため、そのような場を活用していけば良いと思う。 

【委 員】 施策の方向③に入る内容ではないかもしれない。よく検討してほしい。 

【委 員】 施策の方向④に記載されている様々な計画についてだが、(仮称)がついているものがい

くつかあるが、これはこのままで正しいのか。 

【事務局】 既に策定された計画については(仮称)を外しており、それ以外のまだついているものに

ついては、これから策定する予定でいるものである。 

【会 長】 様々なミスプリが散見される。これらは適宜訂正してほしい。 

 

 4) その他  

【会 長】 資料３については次回の検討に回したい。 

【事務局】 次回の審議会は５月２５日（金）の１０時からとする。会場は７０２会議室とする。 

 

以上 


