
平成２４年７月１１日 

 

東久留米市環境審議会 会議録 

１．会議名   平成 24 年度第２回東久留米市環境審議会 
 
２．日 時   平成 24 年 5 月 25 日（金） 午前 10 時 00 分から 11 時 50 分 
 
３．場 所   東久留米市役所 6 階 庁議室 
 
４．出席委員氏名（敬称略） 

松永正美（会長）、山田啓一、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、井上久貴、飯田いずみ 
（以上 10 名） 

 
５．欠席委員氏名（敬称略） 

貫井昭三、（以上 1 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 24 年度第１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優先して取り組むべき施策について 
  （４）その他 
 
10．配布資料 
  資料１ 平成 24 年度第１回環境審議会会議録（案） 
  資料２ 環境基本計画中間見直し 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） 
  資料４-１ 優先して取り組むべき施策について 
  資料４-２ 第４章優先して取り組むべき施策 



2 
 

  資料５ 環境基本計画中間見直し 答申書のスタイルについて 
  参考資料 現行計画の点検評価達成度 
 
 
11．平成 24 年度第２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 24 年度第１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】 第１６回東久留米市環境フェスティバルの告知。 
 【会 長】 環境フェスティバルの実行委員会というのはどのようなメンバーなのか。 
 【事務局】 市内の環境保全団体のメンバーや個人の方の参加もある。 
 【会 長】 市内の小学生によるエコ活動が素晴らしいと、常々感心している。その活動を是非大勢

の前で表彰してあげてほしいと思っている。 
  
 3)  環境基本計画中間見直し 施策の検討の論点 …資料２ 
■報告１ 緑の基本計画との関わりについて 
【委 員】 緑の基本計画で設定されている「水と緑の拠点」は全部でいくつあるのか。 
【事務局】 前の緑の基本計画では７つあったものが、今回の改定では８つに増えている。 
 
■報告２ 用語「新エネルギー」について 

 【会 長】 提案されている通りで良いと思う。 
 
■論点１ 湧水に関する施策について 
【会 長】 今回論点として示された２つの意見とは別案として、湧水・清流保全都市宣言の内容を

個別目標１のどこかに盛り込みたいと考えている。まず都市宣言のことを基本目標に入れ、

「都市宣言した湧水と清流を保全し、水と緑と生き物を守り、育てるまち」とし、それと

合わせて、新たに平成の名水百選と東京の名湧水の維持管理に関する施策を追加してはど

うか。皆さんの意見を伺いたい。 
【委 員】 「保全・回復」という言葉を、基本計画の中でどれだけ具体的に示すか考えると、４つ

の湧水を特定して施策として出したことは意義深いと思う。ただ、果たしてこの４つだけ

で良いのかという点については議論の余地がある。 
【委 員】 せっかく都市宣言をしたのだから、それを入れることについては大賛成である。 
【委 員】 都市宣言以後、本当にその言葉が市民に共有されているか疑問に思っていた。そういう
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意味で、都市宣言について言及することで、今後の保全につながるのではないかと思う。 
【委 員】 事務局から提示された案の中では、「案２」くらいシンプルなものでもよいと思う。ま

た会長案については、「都市宣言した湧水と清流を保全」と、保全するものを限定してし

まっており、それで良いのかという疑問はある。それに対応するため、「水と緑と生き物

を守り、育てる、湧水・清流保全都市宣言をしたまち」とするのも１つの方法ではないか。

いずれにしても湧水・清流保全都市宣言を計画の第１章や第２章の前段部分に入れるか、

それとも個別目標に入れるかは議論が必要である。個人的には前段部分でも良いのではな

いかと思う。 
【委 員】 事務局案２について、個別目標では「湧水や河川を守る」とあるが、施策の方向では「湧

水や清流の保全・回復」とある。具体的に「河川」と「清流」の違いが使い分けがいまい

ち分からない。個別目標で「湧水や河川」について掲げ、施策の方向でそれを「清流」に

落とし込んでいるという理解で良いのか。 
【委 員】 「河川」は「清流」以外のものも含まれていると理解している。 
【委 員】 施策の方向について、１番目に湧水・清流保全都市宣言をした湧水や河川の保全に関す

る施策、２番目に排水対策、３番目にふれあいの場の確保に関する施策という形で大きく

３つに整理してはどうか。 
【委 員】 都市宣言を個別目標の冒頭に持ってくることで、限定的な意味になる印象を受ける。「湧

水・清流保全都市にふさわしい、水と緑と生き物を守り、育てるまち」としてはどうか。 
【会 長】 事務局からは何かないか。 
【事務局】 湧水・清流保全都市宣言を入れることについては、都市宣言のことをより市民に認識し

てもらう必要性を感じているところでもあるため、会長案の通りで良いと思う。ただ都市

宣言の対象は市内全域の河川や湧水であることから、会長案から若干表現の重複を削除し

て、「都市宣言した湧水と清流を保全し、緑と生き物を守り、育てるまち」としてはどう

か。 
【事務局】 都市宣言をしたというメッセージを、この基本目標に盛り込むことの意義は大きいと思

う。 
【会 長】 具体的な表現の仕方はよく検討してもらうこととして、都市宣言について言及するとい

う方向性については確認したということにしたい。 
【事務局】 個別目標１について、現在、案が３つ出ているが、これのうちどれの案を採用するのか。 
【会 長】 基本目標に都市宣言に関する記述を加えた、案３としたい。ただし表現等は事務局で検

討してほしい。 
 

 4)  環境基本計画中間見直し 第 4 章優先して取り組むべき施策について …資料４－１ 
【委 員】 ③地球温暖化の防止のうち、「クールビズ・ウォームビズの推進」の内容について、市

庁舎等と限定されているように見えるが、これは公共施設等というように範囲を広げた方

が良いのではないか。 
【委 員】 クールビズだけが具体的な施策として出てきているが、できればエネルギーの地産地消

ということも、どこかに入れられればと思う。 
【事務局】 川に設置する小水力発電などはまだ実験段階であり、この「優先して取り組むべき施策」

に盛り込むにはまだ早いように思う。 
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【委 員】 イオンモールが今度市内にできるが、市としてコミュニティに果たす商業施設の役割は

前面に出しているが、エコの視点が全く見えてきていない。省エネ関係の設備の有無等の

対応が大規模な商業施設では重要になってくると思うが、この資料ではそのようなことへ

の対応が見えない。 
【事務局】 イオンに関しては、オープン前に市民の方を招いて記念植樹をするという話を聞いてお

り、企業全体で環境に関する取り組みに対して非常に良く取り組んでいると捉えている。

また防災に関する協定も既に市と締結しており、市民のための施設となるように市でも考

えている。 
【委 員】 資料４で出されている「優先して取り組むべき施策」というのは、資料３で出されてい

る市民・事業者・市の取り組みのうち、優先して取り組むべきものをあらためて出してい

るという理解で良いのか。そうするとクールビズ等に関する取り組みが資料３の一覧に出

てきていないのはおかしいのではないか。また 、「(仮称)地球温暖化対策地域推進計画の策

定」とあるが、これはなぜこの 5 年間で策定できなかったのか教えてほしい。 
【事務局】 まずクールビス等に関する取り組みについては、取り組みの中に記載されていなかった

ため、これは反映させるようにしたい。次に、平成 20 年に策定した地球温暖化対策実行

計画が、市役所が実施する温暖化対策について定めたものなのに対し、(仮称)地球温暖化

対策地域推進計画は全地域で実施するものについて定めることを考えている。地域推進計

画については、国からも策定するよう指導がされており、状況の変化を見極めながら今後

策定する予定でいる。まだ多摩 26 市の中でも策定しているのはわずかであり、現在、ど

のように策定していくべきか検討しているところである。 
【委 員】 地域全体ということは、事業者や市民も含むということか。 
【事務局】 事業者と市民を対象として含むものを考えている。 
【委 員】 市民環境会議のくらし部会のように、非常に熱心に活動している市民と市がもっと連携

して一つのスタイルを構築してほしい。現状はそれぞれがバラバラに行動していて連携が

取れていない。市民、事業者、市の３者がもっと連携体制を構築していけるよう、市の責

任において具体的に行動すべきだと思う。 
【事務局】 本日、市民環境会議が開催されるため、その場で今の話について提案するようにしたい。 
【委 員】 現在非常に重要なのは、いかに日常の生活で二酸化炭素等を排出しているのか把握する

ためにデータを収集することである。そのため市民だけでなく小規模な事業者でも環境家

計簿を作成するよう、推進していく必要があると思う。これらのデータを集めることで、

具体的な対策をとることができるのだと思う。この環境家計簿をつけてもらうようにする

だけでも地道な活動が必要で、大変な作業である。 
【委 員】 別の方法では、環境省で実施していた「チームマイナス６℃」と同様の取り組みを、東

久留米市で独自のスローガンを掲げて実施し、市内の各事業所に登録してもらうという取

り組みもある。 
【会 長】 市民が環境基本計画を読んで、他人事のように感じているうちはなかなか取り組みは進

まないと思う。そのような点では、主婦の節約に関する意識というのは非常に重要だと思

う。 
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 ５)  環境基本計画中間見直し 第５章 計画の推進 …資料４－１ 
【委 員】 これまでの進捗状況について、点検評価指標に沿って審議会の場で点検を行ったことが

無いと思う。今後は審議会の場でしっかり点検をしていくべきだと思う。 
【委 員】 点検評価ではこれまで目標値が設定されていないが、今後も目標値を設定するつもりは

ないのか。今後は何かしら目標値を設定していくべきだと思う。例えば二酸化炭素の排出

量について、電気や都市ガス等の使用量から算出するのか、それとも単純に使用量そのも

のを管理するのか、やりかたは色々あると思う。市役所に限れば、ガソリンの使用量を含

め、二酸化炭素排出量を計算する材料は揃っているのではないか。 
【事務局】 二酸化炭素排出量に関する目標を載せること自体は特に構わないと思うが、排出量を把

握するのに時間がかかると思う。また数値目標を設定することについては、予算の問題と

も絡んできてしまうため、あまり縛りをかけてしまうと自由度が狭まることになってしま

うため、できれば現行のままで行きたいと思う。 
【委 員】 逆に、数値目標を出すことで予算を確保しやすくなるということはないのか。 
【委 員】 ごみの排出量など、目標がつくりづらいのであれば、近隣市との比較程度のことはして

も良いのではないか。 
【委 員】 今の話のように、目標を設定することによって縛られてしまうのであれば、ベンチマー

クを設定して管理することも有効だと思う。 
【会 長】 一年ごとの数値目標を設定することが不可能ではない部分もあると思う。極力数値目標

を設定しつつ、同時にイメージ目標も設定することをしていってほしいと思う。 
【委 員】 湧水や河川に関する項目で、排水関係の評価指標を入れてはどうか。まだ生活雑排水を

川に垂れ流しているところがあるため、下水への接続率等を戸数ベース等で把握すること

で、改善への取り組みに活かしやすくなるのではないか。 
【委 員】 どこの市でも未接続率が５％ほどあるのが現状であるが、これを少しずつでも解消して

いき、０％にすることができれば、湧水・清流保全都市宣言の一つの成果とすることがで

きると思う。市民自らが未接続のところに直談判しに行くことで、成果が上がっていると

いう話も聞いており、元来タブー視されていたところに切り込んでいくことも、東久留米

市のスタイルとして目指しても良いのではないか。 
【事務局】 担当部署が異なるため、その点については調整をさせていただきたい。 
【委 員】 1 月の朝日新聞の記事では、360 世帯がまだ下水道に未接続と出ていた。パーセンテー

ジで示すと少ないように見えるが、実際にはまだこれだけの世帯が未接続と知って驚いて

いる。 
 ６) 今後の予定 
【会 長】 8 月 1 日よりパブリックコメントを実施することを予定している。それにあたって、答

申書をとりまとめるためのメンバーを決めたい。 
【事務局】 現行案は事務局で作成し、それを答申書の編集委員で検討する形でとりまとめたい。 
 
 

以上 


