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平成 24 年８月 15 日 

 

東久留米市環境審議会 会議録 

１．会議名   平成 24 年度第３回東久留米市環境審議会 
 
２．日 時   平成 24 年７月１１日（水） 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、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 
（以上 10 名） 

 
５．欠席委員氏名（敬称略） 

飯田いずみ（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、功刀隆課長補佐兼主査（生活環境担当）、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） 
  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２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 

（４）その他 
 
10．配布資料 
  資料１ 平成 24 年度第２回環境審議会会議録（案） 
  資料２ 今後のスケジュールについて 

資料３ 答申書（案） 
  資料４ 東久留米市環境基本計画 中間見直し版 
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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２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】 8 月 1 日から 20 日にかけて、環境基本計画のパブリックコメントを実施する。これは

広報ひがしくるめ及びホームページ、市役所５階の環境政策課窓口、２階の市政情報コー

ナー、市内各図書館に計画案を置いて意見を募集する予定である。ここで寄せられた意見

をとりまとめ、意見の反映等を行った上で、次回の審議会で市長に答申を実施する予定で

いる。 
 【会 長】 とりまとめた意見を誰がどのように検討することになるのか。 
 【事務局】 この後で皆様のご了承をいただきたい事柄だが、事務局とコンサル、そして答申書のと

りまとめにもご協力いただいた編集委員の方で検討を行いたいと考えている。 
   

 3)  東久留米環境基本計画中間見直しについて …資料３、資料４ 
■１ はじめに 
【委 員】 環境に関する取組みが十分に市民に周知されていないことが課題として挙げられており、

それらの周知を図っていくことが必要だという結論になっているが、本当にその通りなの

か。 
【委 員】 この文章が結論的に書かれているが、果たしてこれで良いのか、確かに疑問はある。 
【委 員】 「周知されていないことを反省する」という文章になっているから、より強い印象を受

けてしまう。「周知されていないことを踏まえる」といった程度に表現を修正してはどう

か。 
 
■２ 見直しにあたって 

 【委 員】 『このように国や都などの動きを踏まえつつ…』とあるが、国や都の動きとして触れら

れているのが、環境基本計画の改定だけなのが少し気になる。 
 
■３ 現行計画の検証と課題、４ 今後の課題 
【委 員】 「⑥健康で安心できるくらしをつくる」において、『有害性が懸念される特定化学物質

等…』とあるが、この「特定」を削除してほしい。化学物質には規制が必要な規制物質が

あり、これを有害化学物質として扱っているが、これ以外に有害な恐れのある化学物質も

削減していく必要があり、これをＰＲＴＲ法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及

び管理の改善の促進に関する法律）で 400 近い物質を定義している。当初、『特定化学物
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質』という用語を使うにあたってこのＰＲＴＲ法を念頭に置いていたが、化審法（化学物

質の審査及び製造等の規制に関する法律）において定義されている『特定物質』と混同す

る恐れがあるため、単なる『化学物質』と表記した方が良い。東久留米においても、規制

されている物質はしっかり規制していかなくてはいけないが、規制されていない物質につ

いては自主的に使用を削減していく必要があり、こうしたことを我々の取り組みとして反

映させていかなくてはいけないと思う。 
【委 員】 一般市民が、有害な恐れのある化学物質の管理に携わる可能性はあるのか。 
【委 員】 基本的にはない。ＰＲＴＲ法は、一定量以上の化学物質を排出している事業者が対象で

あり、排出量や移動量を報告するとともに、それを世間に公開して理解を得る（リスクコ

ミュニケーション）ことを規定している。この情報を公開することによって市民の関心が

高まり、それによって有害性がはっきりしていない物質であっても、使用量を削減してい

ける可能性がある。 
【委 員】 市内には当然この規定にかかる事業者があると考えられるため、市が積極的に情報を集

めて公開するとともに、私たち個人も何かしらの物質を排出していることを念頭に取り組

みを進めていく必要があると思う。 
【委 員】 一般市民が『有害性が懸念される特定化学物質等…』という記述を読むと、何か特別な

ものがある印象を受けるのではないか。単に『化学物質』と書いておくと、とにかく有害

な可能性のある化学物質を市民が監視する、という姿勢を示すことができて良いと思う。 
【会 長】 他に何か意見はあるか。 
【委 員】 「①湧水や河川を守る」において、『地下水量の改善』とあるが、これを『地下水涵養

量の改善』としてほしい。また『市民による湧水の水位のモニタリング調査』については、

『市民による地下水位のモニタリング調査』と修正してほしい。 
【事務局】 このモニタリング調査に関する内容について、文章からはまだ未実施の取り組みのよう

に受け取れるが、既に実施されている取り組みのため、そうと分かる表現への修正もお願

いしたい。 
【委 員】 『下水道に接続されていない住宅』とあるが、未接続なのは本当に住宅だけなのか。 
【事務局】 現在確認しているデータでは、「住宅」となっている。もう一度これについては担当に

確認をしてみる。 
【委 員】 「⑦環境について学び、活動につなげる」の中で、環境に関するイベントについて記載

されているが、これに湧水フォーラムのことも追加してほしい。 
■５ 終わりに 
【会 長】 基本目標１について、『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』とあるが、現行のものから「水」が抜けてしまっている。『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』としてほしい。 
【委 員】 個別目標について、議論が途中までだったように思う。例えばエコドライブについては

自動車公害対策ではなく地球温暖化対策に該当すると思うが、現在は両方に記載されてい

る。 
【事務局】 確かに以前そのような指摘を受けたが、エコドライブについては自動車公害対策にもか

かるだろうと事務局で判断し、敢えて両方に記載させていただいている。 
【委 員】 そのようなことを全体で確認する議論がされていなかったように思う。また新個別目標
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６についても、十分な議論がされてきていない。市民にとって分かりやすい文章にすると

いう点からも、もう少し検討が必要ではないか。 
■計画書（中間見直し版）について 
【委 員】 「中間見直しの背景」として記述されている内容について、中間見直しではなく初めて

環境基本計画を作ったときに書く文章に見える。 
【会 長】 タイトルは「中間見直しの背景」のままで良いが、タイトルに沿った内容にしてほしい。 
【委 員】 そもそもの話として、今回の中間見直しは現行計画を廃棄して資料４のようなものが代

わりに出るのか、それとも現行計画に今回のものがサブ資料として追加される形になるの

か、どちらか。 
【会 長】 審議会の役割は、答申書を出せば終わりと考えていたが、今回、計画書の中間見直し版

を資料として出した意図について説明してもらいたい。 
【事務局】 答申書を審議会から受けた結果、事務局として計画書をこのような形で出したいという

ことを示すため、資料としてお出しした。位置付けとしては、中間見直しの検討を踏まえ

て、それに合う形に現行計画を修正したものとして考えている。 
【会 長】 個人的には、今回出された資料４は、これまでの審議会で検討された内容をとりまとめ

たものとして理解しているが違うのか。 
【事務局】 これまでの審議会での検討結果をとりまとめたものとして、提示させていただいている。 
【会 長】 審議会としては中間見直しの諮問を受けるということで、成果品として当初は答申書が

全てと認識しており、計画書を作り直すという認識ではなかった。 
【委 員】 答申書の内容について、関心がある人に広く知ってもらいたいため、部数をたくさん刷

るようにしてほしい。 
【委 員】 基本的なことを確認したいが、基本計画は誰が策定するものなのか。審議会は答申を検

討するだけで、計画自体は答申を受けた市長が策定するものなのだと思うがいかがか。 
【事務局】 おっしゃられた通りであり、資料４は市長が答申を受けて策定する計画書の案として作

成している。 
【会 長】 「中間見直しの背景」の部分については、もう１回書き直してほしい。 
【委 員】 表現について、現行計画の焼き直しが多いため、どうしても現状既に取り組んでいる内

容であっても、未実施のように感じられる部分がある。少なくとも変わった部分について

は正確に記述するようにしてほしい。 
【事務局】 「中間見直しの背景」以外にも修正した箇所があるが、一旦事務局で引き取らせていた

だいて、再度表現等を修正したい。 
【会 長】 資料４については、答申書のサブ資料として扱ってはどうか。 
【委 員】 答申を受けて、市民に対してどう変わったか説明する資料は、この資料４のような形に

なるのではないか。 
【委 員】 資料４のような形になるのか、それとも要素だけ抜き出して公表するのかは市の判断に

なると思う。 
■パブリックコメントについて 
【事務局】 ８月１日からパブリックコメントを実施する予定でいるが、このパブリックコメントで

出す必要がある資料について検討をお願いしたい。 
【会 長】 答申書本文と答申資料１までは閲覧等で公表し、答申資料２・３はホームページ等で公
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表してはどうか。事務局ではどう考えているか。 
【事務局】 答申資料３まで全て出すべきだと思う。逆に一部の資料のみ出さないとすることの理由

が難しい。広報等では十分なスペースが取れないため、あくまでパブリックコメントを実

施することをお知らせするだけになると思う。 
【委 員】 答申案に対するパブリックコメントというのは違和感があるが、それでもいいのか。本

来であれば市長への答申の後にパブリックコメントを行うという順番になるのではない

か。 
【委 員】 パブリックコメントを行う主体が審議会なのか、それとも市長なのかで変わってくる。

審議会なのであれば、当然答申を行う前にパブリックコメントを行う必要があるが、市長

が行うのであれば、審議会としてパブリックコメントを気にすることなく、市長への答申

を目指せばよいのではないか。 
【事務局】 パブリックコメントはあくまで、市がこれから実施することに対して行うものであり、

答申に対して意見を求め、手を加えるものではないと考えている。審議会としては、最終

的にこれが審議会としての答申書であるとしていただければ、そこで役割は終了となる。

ただパブリックコメントの結果を受け、実際の計画をどのように修正するかは、あらため

てお示しできると思う。 
【委 員】 では、今回の審議会で若干の修正点は出たものの、答申案は概ね固まったものとし、パ

ブリックコメントについてはこれとは別途のものとして行うということで良いのではな

いか。 
 

 ４) 今後の予定 
【事務局】 答申は、できる限りパブリックコメントが始まる前に行えるよう、市長とのスケジュー

ル調整をしていきたい。また、広報のスペースは既に確保してしまっているため、８月１

日の広報でパブリックコメントのお知らせはするが、実際の実施時期については極力市長

への答申後に行えるよう、後ろに時期をずらすようにしたい。 
【会 長】 まず、答申書案については本日の検討で出た意見を踏まえて修正したもので確定とし、

パブリックコメント及び答申の実施スケジュールについては、事務局で結論を出していた

だきたい。 
【事務局】 パブリックコメントの資料については、事務局で決定したい。答申の実施日については、

改めて調整させていただきたい。また次期審議会について、新しい委員の募集を８月１５

日号の広報に掲載の予定であるため、再度委員に応募されたい方がいらっしゃればお願い

したい。 
【会 長】 それでは本日を持って審議会を終了したい。 
 
 

以上 


