
 
平成 25 年 2 月 20 日 

東久留米市環境審議会 会議録 

 

1．会議名   平成 24 年度第 4 回東久留米市環境審議会 

 

2．日 時   平成 24 年 10 月 17 日（水） 午前 10 時 00 分から正午 

 

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、日下部哲太、田原悟子、水戸部啓一、 

三間優子、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 

馬場一彦市長、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．傍聴人   なし 

 

8．次第 

  （1）委員委嘱式 

    ①開会の辞 

    ②委嘱書交付 

    ③市長あいさつ 

  （2）平成 24 年度第 4 回環境審議会 

    ①開会あいさつ（環境部長） 

    ②事務局等紹介（市） 

    ③環境審議会委員自己紹介 

    ④環境審議会等についての説明 

    ⑤会長の選出・職務代理者の指名 

    ⑥会長及び職務代理者のあいさつ 

    ⑦議題 

     ア．東久留米市環境基本計画について 

     イ．工場立地法に係る緑地面積率等の適用について 

     ウ．東久留米市緑の基本計画策定について（進捗状況報告） 

  ⑧その他 
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10．配布資料 

  ① 東久留米市環境基本計画について…資料 1 

    ・東久留米市環境基本計画中間見直しについてのパブリックコメント（ご意見）を募集します 

・東久留米市環境基本計画（中間見直し）パブリックコメントの結果について 

② 工場立地法に係る緑地面積率等の適用について…資料 2 

③ 「東久留米市緑の基本計画策定について」…資料 3 

  ④ 第 5 期東久留米市環境審議会委員名簿…資料 4 

 

11．委員委嘱式 

   （省略） 

 

12．平成 24 年度第 4 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 

  ・傍聴人なし 

 

（1）開会あいさつ（環境部長） 

（2）事務局等紹介（市） 

（3）環境審議会委員自己紹介 

（4）環境審議会等についての説明 

 （以上省略） 

（5）会長の選出・職務代理者の指名 

・会長 松永正美 

    ・職務代理者 山田啓一 

 （6）会長及び職務代理者のあいさつ（省略） 

（7）議題 

  ① 東久留米市環境基本計画について …資料 1 

【会 長】 それでは議題に入らせていただく。資料１について事務局より説明をお願いしたい。 

  【事務局】 資料 1 の前半部分はパブリックコメントを募集した際、公開した文書である。7 月

11 日に開かれた環境審議会を終え、同月 30 日には松永会長より市長へ答申書が提出

された。 

環境審議会からいただいた答申の中には「要望します」という言葉が多く使われて

いた。市の立場としては「努めます」と表現を言い変えた箇所がある。パブリックコ

メントについては 8 月 13 日～9 月 3 日の 22 日間受け付けた。8 月 1 日号広報で周知

し、ホームページには環境基本計画中間見直し（案）と現行計画の全文を掲載した。

その他市役所 5 階の環境政策課、2 階の市政情報コーナー、市内の図書館 4 か所にも

備え付けた。最終的に 6 名の方(内容にして 40 件)からご意見をいただいた。寄せられ

た意見の大半は体系表と施策内容についてである。計画の期間内に実現可能と思われ

る内容を選択した上で反映し、その他、長期的な目標に関しては改定時に改めて検討

することにした。 

各パブリックコメントについての解説は省略とさせていただく。本日はいただいた
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コメントに対する市の考え方について皆様のご意見を伺いたい。今月 31 日に開催さ

れる庁内環境委員会の意見も含め、これらを総合した上でホームページ上にて公表を

行いたい。 

  【会 長】 意見がある場合はどのようにしたらよいか。 

  【事務局】 できればこの場で伺いたい。時間が足りないようであれば、今月中に文書、メール

等でいただければ有難い。 

【会 長】 今この場で発言するのは難しいのではないか。そうであるならば、意見をまとめて

出席するよう事前に委員へ知らせてほしい。 

【事務局】 もし現時点で意見のある委員がいれば、仰っていただきたい。 

【委 員】 パブリックコメントに誠実に回答するのは良いことであるが、表現に対する指摘は

議論する必要はないと思う。それよりも施策についての意見があるのであればそちら

を重視すべきではないか。 

【委 員】 そもそもパブリックコメント募集以後は市に一任するということではなかったのか。 

【事務局】 その通りである。 

【委 員】 環境基本計画は前提として市民・事業者と協力して取り組んでいくということがあ

る。従って、基本目標 2 の地球環境とは主に CO₂のことであり、エネルギー消費の問

題であるのでこのような回答にはならないと思う。次に個別目標 4・6 で“くらし”

を“生活環境”と変更することにより市だけの視点となってしまうため、全体で取り

組むということを明白にしておいたほうが良いのではないか。更に個別目標 4 への意

見は、新聞等から得た情報と思われるが、IPCC の第 4 次報告書では地球温暖化と表

現されている。反対意見もあるが IPCC では間違いなくこの標記である。よって、全

体的に計画の前提が変わってしまうような回答は避けたほうがよいと思う。 

【会 長】 それではいくつかご意見をいただいたが、事務局はどう思うか。 

【事務局】 本日伺ったご意見については再度こちらで検討させていただく。 

 

  ② 工場立地法に係る緑地面積率等の適用について …資料 2 

  【会 長】 次に、資料 2 について事務局より説明をお願いしたい。 

【事務局】 それでは、資料をご覧いただきたい。工場立地法とは、工場立地が周辺との環境の

保全を図り、立地が適正に行われるために制定されているものである。一定以上の規

模の工場設置や変更時に緑地面積率等の規制があり、事前に届出を求めている。緑地

面積率等は、裁量規定があり東京都においては工場立地法地域準則条例により緩和さ

れている。しかし、平成 24 年 4 月 1 日から当該事務が一般市にも移譲され、都の緩

和措置が平成 25 年 3 月 31 日までとされた。これに伴い各市で適切と判断される場合

は、緑地面積率等を一定の範囲内で定めることが可能となり、当市でも平成 25 年 4

月 1 日以降の基準について検討する必要がある。新たに条例が制定されない場合は、

国の基準が適用される。 

多摩地区の状況は、表に示してある通りで当市は検討中に含まれている。次に資料

2 関係をご覧いただきたい。市内特定工場の 4 工場を調査したところ、3 工場から回

答をいただいた。結果は記載してある通りである。 

当市では、緑地面積・環境施設面積の観点だけでなく、近隣市の状況や特定工場、
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庁内環境委員会、環境審議会でのご意見を伺い、検討したいと考えている。 

   【会 長】 それではご意見があれば仰っていただきたい。 

   【委 員】 報告をいただいた目的は何か。条例を制定する際に今後議論する機会はあるのか。 

   【事務局】 こちらは年内に方向性を確定したいため、審議会で議論できるのは今回しかない。

議案提出する場合は３月議会を考えている。後日又は本日ご意見を伺えれば有難い。 

   【委 員】 規制を強化するか緩和するか判断し難い。事業者・市民のどちらに重点を置くかで

意見が変わる。従って、事前に市の方向性を検討した上で議題にすべきではないか。 

   【委 員】 新たな条例が出来た場合、既存の特定工場は施設をつくり変えなくてはならないの

か。それとも変更する際に変えればよいのか。 

   【事務局】 既存の工場については、変更があった場合に規定された率を守ることになる。 

   【委 員】 適用される範囲は工業・準工業地域に指定された区域内であると思うが、それはど

の程度の割合で存在するのか。これから新規の工場の立地は考えられるのか。 

   【事務局】 手元に資料がないため正確に回答出来ないが、準工業地域には前沢、下里、上の原

地区がある。しかし、新規の工場立地はほぼないと思われる。 

   【委 員】 我々の立場は環境保全であるので、環境に関して重要な土地も準工業地域とされて

いるのであれば、かなり慎重に議論しなければならないと思う。場合によっては規制

を厳しくする必要もあるのではないか。その点が理解出来兼ねるため、諸々の資料を

揃えたうえで問題提起するべきだと思う。 

   【事務局】 これは敷地面積 9000m²以上の工場が対象となるため、新規の特定工場ができるこ

とは考えにくい。市では緑を増やしていかなければならない立場であると考える。し

かし、全体をみると企業誘致の面から一概には言えない。今月の庁内環境委員会でも

議論する予定であるが、都の準則条例と同率での制定が望ましいと考えている。 

   【会 長】 資料がない中議論することは難しい。工業・準工業地域の内、今後企業誘致できそ

うな土地はどのくらいあるのか、市の意向はどうなのか、バランスが重要と思う。 

   【事務局】 準工業地域は 5%あるが、工場誘致を考えているのは上の原地区のみである。基本

的にこの地区以外に工場の誘致は考えていない。 

   【会 長】 上の原に工場立地のできる面積はどのくらいあるのか。 

【事務局】 資料がないため、この場で正確にはお答えできないが、国と都市再生機構が所有し

ている土地である。 

   【会 長】 新聞で得た情報で、東久留米市が財政改革のため企業誘致を積極的に取り組みはじ

めたとあったがいかがか。 

   【事務局】 それは上の原地区のことである。 

   【会 長】 上の原地区では緑地面積率等の割合はどのようになるのか。 

   【事務局】 それは都市計画で押さえてあり、雑木林等の貴重な環境も残っているため緑保全は

重要と考えている。ただし、今後新規の工場立地はほぼあり得ない。これまでの市の

土地柄上、工場誘致等の政策を打ち出してこなかったことも理由である。 

   【会 長】 今後はもっと工場誘致に積極的になっても良いのではないか。 

   【委 員】 私は企業の立場ではないので、工場立地も一定の緑を確保しながらやってもらわな

ければならないと思う。 

   【委 員】 我々は緑保全の立場だが、市政の発展等のことも考慮しなければならない。そのた
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め審議会に提案する前にまず市の考え方をまとめていただきたい。 

   【委 員】 緑の基本計画にある通り、今後は農地や屋敷林等の公共的ではない緑をどのように

して守るかという施策がなければ保全は出来ない。まず現在ある緑が将来どのように

変化していくのか把握することが重要である。工場立地も同じく当事者に対して市全

体の観点から意向をまとめてほしい。 

   【委 員】 既存の工場は維持しなければならない。その上で緑の基本計画や都市計画に基づき

市としてどのような都市づくりを目指すのか、新たな商業や工業を誘致していくので

あればその方向性を踏まえ検討する必要がある。国が決めたことに対して都が条例を

出したのにはそれなりの理由がある。市にその権限が移譲されたということは、より

地域に合った基準を設けることが出来る。一律でなく既存・新規、工業・準工業で区

別しても構わないと思う。今回は市に適した条例を考える良い機会だと思う。一律で

あると、緑を増やす党派と緑を減らす党派で対立してしまう。そうではなく、より細

かくすることでどちらも納得のいくよう検討していただきたい。 

   【会 長】 移譲に関して東京都から文書は来ていないのか。環境局等から来ているのであれば

是非拝見したい。 

   【事務局】 この件について東京都では産業労働局が所管しているが、各市の状況や内部調整の

結果、市での所管は環境政策課となった。 

   【委 員】 農地の面積が減少傾向にある今、高齢化により存続の難しい農家は他人に土地を貸

し、教えることで残していくことは出来ないのか。 

   【委 員】 農地は税金が安いと聞くが、他人に貸した場合は税金が高くなってしまうため、あ

あまり他人に土地を貸したがらない。 

   【委 員】 しかし、飯能では貸出している農家が多く、利益も上がっていると聞いた。 

   【委 員】 それは飯能特有であり、東久留米市では税制改革等を行わなければ実現は難しい。 

   【委 員】 農地を貸し出す際、市が助成をすることは出来ないのか。 

   【委 員】 市の財政状況が良ければ可能性はあるが、そもそも助成を行う資金は市民の税金か

ら出されるので、特定の人に配るにはそれなりの理由がなければ難しい。 

   【委 員】 一番大切なのは市の政策より農業者のやる気であると思う。 

   【委 員】 相模原のこせがれネットワークが有名だが、この団体は若者が中心に立ち市の援助

というよりは六本木の朝市等、自分たちで積極的に活動している。つまり、当事者が

やろうとしなければ何も出来ない。 

   【委 員】 現在、市の緑地の多くを農地が占めている。私は都市農業を守るボランティアをし

ているが東久留米市でボランティアを頼まれたのは一件だけであった。相続問題で今

一番心配されているのは農家であると思うが、その当事者が援助を必要としないとい

うところに問題があると思う。 

   【委 員】 まず、農業では生計が立てられないという現状があるため、農業を次世代につない

でいくためには税金を上げないことが重要である。 

   【委 員】 工場立地についてであるがこの件はまず市が意向を固めてほしい。条例を制定しな

ければ国基準になってしまうため、市が企業誘致をどのように考えているのかで方向

性が決まる。また既存の工場に対する緩和策を作っても良いと思う。どちらにしても

事業者は決められた以上それに従って商売をするしかない。 
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【会 長】 それではこの議論についてはここまでとしたい。最後に緑の基本計画について事務

局より簡単に説明をお願いしたい。 

 

   ③ 東久留米市緑の基本計画策定について（進捗状況報告） …資料 3 

【事務局】 緑の基本計画は平成 10 年より市の総合的な緑の確保の指針として策定されたもの

で、現在改定作業中である。平成 23 年 4 月から改訂作業を行っており審議会からは

3 名の委員にご協力いただいている。第 14 回目の会議開催後、10 月に入り編集部会

にて素案を検討してきた。次回 11 月 7 日の会議において、内容を取りまとめる予定

である。審議会の開催日程の都合もあり、素案がまとまり次第内容を皆様にご送付さ

せていただく。11 月中にはご意見があればいただきたいと思う。市民環境会議、庁内

環境委員会にも意見を伺い、その後都と協議をする予定である。それを終えて市長へ

の報告とパブリックコメントの募集を行う。最後、2 月の審議会でもご意見を伺いた

い。素案がまとまり次第まずご意見を伺いたいと考えているが、現時点でもご意見が

あれば、仰っていただきたい。 

   【会 長】 すぐには出ないと思われるので、ゆっくり考えていただきパブリックコメントまで

にご意見を頂く形でもよいか。 

   【事務局】 勿論パブリックコメントの際にご意見を頂いても良いが出来れば審議会からは事前

に伺えればと考えている。11 月中にご意見いただければ有難い。 

   【会 長】 それでは終了時刻となったが、他に何かあるか。 

 

   ④その他 

   【事務局】 第 5 回の審議会の予定であるが、来年 2 月に開催する予定である。年が明けてから

事務局より、委員の皆様に開催通知を送付させていただく。 

   【会 長】 2 月の議題はどのようになるのか。 

   【事務局】 主に緑の基本計画についてである。 

   【委 員】 かんきょう東久留米については何もないのか。 

   【事務局】 かんきょう東久留米は次回の審議会より前に各委員に送付したいと考えている。 

   【会 長】 23 年度はまだ出来ていないのか。 

   【事務局】 東京都からの報告を待っているため届き次第なるべく早く仕上げたいと思う。 

   【委 員】 工場立地法については議論しないのか。 

   【事務局】 それについては決定後の報告のみとなる。 

   【会 長】 それではこれにて閉会としたい。     

                                      （閉会 正午） 


