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東久留米市環境審議会 会議録 
 
1．会議名   平成 24 年度第 5 回東久留米市環境審議会 
 
2．日 時   平成 25 年 2 月 20 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、日下部哲太、水戸部啓一、三間優子、大津善徳、 
井上久貴、飯田いずみ（以上 9 名） 

 
5．欠席委員氏名（敬称略） 

矢野恭弘、田原悟子（以上 2 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．傍聴人   なし 
 
8．次第 
  （1）平成 24 年度第 4 回環境審議会会議録の確認について 
  （2）「（仮称）東久留米市第二次緑の基本計画」について 
  （3）「かんきょう東久留米 平成 23 年度版」について 
  （4）事務局からの報告 
    （5）その他 
 
10．配布資料 
  ① 平成 24 年度第 4 回環境審議会会議録（案）…資料 1 

② 「（仮称）東久留米市第二次緑の基本計画」…資料 2 
③ 「かんきょう東久留米 平成 23 年度版」…資料 3 
④ 東久留米の環境 コメント（委員からのご意見）…当日配布 

 
11．平成 24 年度第 5 回環境審議会 

・出欠席者の報告 出席 9 名、欠席 2 名、定足数に達しており会議は成立 
   
 
 



3 

 （1）平成 24 年度第 4 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 

な記録として市のホームページに掲載させていただく。 
 
（2）「（仮称）東久留米市第二次緑の基本計画」について…資料 2 

【事務局】 10 月 17 日以降、各委員からご意見をいただき、策定検討委員会にて検討をした。

その後、1 月 8 日から 28 日までパブリックコメントを募集し、2 月 12 日には最後の

策定検討委員会を開催した。直後、市長に報告をした。今回は、再度ご意見を伺い、

これを反映させて 2 月 26 日の庁議で決定する予定である。 
  ＜以下、内容の説明＞ 
   (2 ページ) 第一次計画の実施状況を掲載している。その中で、7 つ未実施項目があった。内

容は、「調整池の拡大」「水の自然館の建設」「農地の集団化」「小河川沿いの遊歩

道化」「道路や建築物の修景」「商店街の緑化」「緑化助成制度の充実」である。 
(6 ページ) トピックの内容は、湧水・清流保全都市宣言についての取り組み等を掲載する

予定である。 
(7 ページ) 策定にあたって、計画の位置づけ、関連計画等をまとめた。 
(12 ページ) トピックの内容は、市民の環境保全活動について掲載する予定。 
(14 ページ) 計画の基本理念は前後の文言を多少変更した。 
(15 ページ) 水と緑の将来像についてと将来像に基づく地図・説明 を掲載している。水と

緑の拠点とは、一定程度の緑のまとまりがある地点、又は河川の合流点等、水と

緑の保全のために重要な場所のことである。水と緑の軸とは、水と緑をつなぐ河

川や街路樹等の緑のこと。まちなみの緑とは、住宅地や農地等の町中の緑を指し

ている。水と緑の拠点として、今まで市内の緑地保全地域・都立六仙公園を中心

とした 7 つの拠点を設定してきたが、第二次計画では、大規模な公園を加え一カ

所だったものを細分化し、17 の拠点を設定した。 
(18 ページ) それぞれの拠点について詳細を記してある。竹林公園、南沢における、都市計

画道路の記載については、都市計画マスタープランに基づいた内容となっている。

事業計画の中で道路計画を留保するということは、自然環境を守ることを前提と

した文言と考える。また、「立野川上流域の水辺環境と緑崖林を保全していくと共

に」を追加した。これについては、審議会委員から意見があり、パブリックコメ

ントの中でも立野川上流部、向山緑地公園周辺も保全するべきという意見があっ

たため。 
(27 ページ) 緑比率 34.2%は現状維持を目指す。数値化すべきとの意見も多くでたが、農地

の減少が著しい中であるため、減少の抑制に努めます、と記し数値化になじまな

いとした。一人あたりの公園緑地等確保目標は 5 ㎡/人と設定した。第一次計画で

は 11 ㎡/人であったが、現状をみると 5 ㎡/人が適当であると考えた。大規模な集

合住宅や宅地開発に伴う移管公園、その他市の努力で公園を設置し、5 ㎡/人を達

成したいと考える。 
(28 ページ) 施策の基本方針について掲載している。今回、「水と緑の拠点の保全と回復」「水

と緑の軸の形成」「まちなみの緑の育成」「水と緑の質の向上と活用」「みんなで進
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める緑のまちづくり」の 5 つを設定した。これを基に 20 の個別目標、46 の施策

を盛り込んでいる。 
(30 ページ) 施策についての説明を記している。雑木林の保全について、「緑地保全計画を

策定します」とあるが、東京都の緑地保全地域などは半永久的に保存されていく

ものだが、民有の雑木林、民有地を借り上げている雑木林等については減少して

いく可能性があるため、どのようにして保全していくかを定めるものである。 
(31 ページ) 地下水・湧水の研究の推進については、雨水浸透をどこで推進していくかにも

つながる施策である。 
(35 ページ) 保存樹木・樹林の PR と指定の促進について、現在、保存樹木についての関心

が高く、補助金もだしている。今後についても、保全策の検討をしているところ

であるが、広く市民へＰＲしていきたいと考えている。 
(36 ページ) 農地の保全については、たくさんご意見をいただいた。農業の支援については

農業振興計画があるため、本計画では直接的な農地の保全について記している。 
(38 ページ) 地区計画制度の活用と大規模集合住宅の建替え時の緑化の申し入れについて、

地区計画制度は、緑を創出するという点で有効であると考えた。 
(39 ページ) 市内の貴重な緑について、緑を増やすのが難しい中で、今ある緑を保全する施

策として、維持管理についても計画に盛り込んでいくべきと考えた。 
(40 ページ) 生きもの調査の実施については、検討委員会のご意見で追加した。 
(44 ページ) 情報発信の充実について、「湧水・清流保全都市宣言」の情報発信の推進を追

加した。今ある緑を市民の方に親しんでいただくには、緑地の保全・確保の他、

情報発信も重要と考えた。 
(45 ページ) 多様な市民活動の支援・充実について、現在、環境審議会や市民環境会議等の

市民活動が活発に行われており、緑を保全していくうえで重要な取り組みである

と考える。市民活動については、市でも情報収集し支援を行っていく。整備資金(み
どりの基金等)の充実で、みどりの基金とは、個人の方からの緑の保全のための寄

付、宅地開発の際、3%の緑地の代わる相当額の寄付等により積み立てられる。今

後、より多くの額が積み立てられるような制度の在り方を検討していく。 
(46 ページ) それぞれの施策での市民・事業者・市・都の取り組みを明確に記している。 
(48 ページ) 重点事業として「湧水・清流保全都市宣言の展開」「市民参加の緑づくり」「雑

木林の保全と活用」を設定した。基本理念の実現のために「水・緑・人」に関わ

る個別施策を横断的テーマによりまとめ直し、重要かつ緊急性の高いものを重点

事業と位置づけ、着実に計画を推進するものである。 
(56 ページ) 個別目標ごとの点検評価項目を記載している。これについては、「かんきょう 

東久留米」に盛り込んでいく。 
(57 ページ) 策定検討委員会のことについて掲載している。 
(60 ページ) トピックの内容は、生きもの・木・野草について掲載予定。 
61 ページ以降は資料である。 

【会 長】 この環境審議会より、3 名の委員が策定検討委員会の委員として活動してきた。こ

の方からも一言ずつご意見を伺いたい。 
【委 員】 今回の計画は分かりやすくすることにも重点をおいた。そして、身近な場所が拠点
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として、設定されより分かりやすいものになったと思う。ただし、具体的な数値目標

を設定していない点で第一次計画とは違っている。 
【委 員】 今後、市の環境をどのように保全し、活用していくか、また、みんなが住みたくな

る、通いたくなるまちをイメージし、これを基本に検討してきた。 
【会 長】 今回大きな変更として、第一次計画の期間は 15 年間であったが、第二次計画にお

いては 10 年間となっている。市民による市民のための基本計画をコンセプトに、自

分の住む地域が今後どのようになっていくか市民がイメージしやすいような内容と

した。17 カ所の水と緑の拠点を設け、また、施策の行為主体を明確にし、施策内容

について誰が責任をもつのか明確にした。表記の仕方については、施策体系表と合わ

せた表示にした方がわかりやすかったかと思う。基本目標も第一次計画と変わって 3
つから 5 つに増えているため、違いを分かりやすく表記すべきだったと思う。 

      他にご意見がなければ、次の議題に移らせていただく。 
 

  （3）「かんきょう東久留米 平成 23 年度版」について…資料 3 
【事務局】 14 ページ～17 ページにかけて、環境保全普及啓発事業について環境シンポジウム

の部分が抜けていたため、お詫びと差し替えをしたい。 
＜以下、内容の説明＞ 
  昭和 51 年度～平成 13 年度までの 26 年間は「東久留米の公害」と言うタイトルで発行して

いた。平成 14 年から「かんきょう 東久留米」とし、今回で 10 年目となる。 
 内容については継続的なものであるため、大きな変更等はない。 
(1 ページ) 市の概要について。 
(3 ページ) 市の環境行政、組織と事務分掌について。 
(4 ページ) 環境基本条例・環境基本計画について。 
(7 ページ) 環境基本計画の施策体系表。 
(9 ページ) 個別目標ごとの点検評価。各担当課に調査し、進捗状況を掲載している。 
(14 ページ) 環境保全普及啓発事業について。環境フェスティバル、環境ポスターコンクー

ル、環境ウォッチング、環境美化、環境シンポジウムの実施内容について掲載し

ている。 
(17 ページ) 公害の現状について。苦情・相談の件数等。 
(19 ページ) 大気汚染について。光化学スモッグ、自動車排出ガス測定等。 
(24 ページ) ダイオキシン類対策について。 
(25 ページ) 水質汚濁について。河川 15 カ所の水質を調査した結果である。毎年多少の変

動があるが基準値は満たしている。 
(35 ページ) そ族昆虫駆除、ユスリカ薬剤散布の実績、空地の適正対応、騒音振動について。 
(39 ページ) 地盤沈下について。 
(40 ページ) 事業所別地下水揚水量経年変化について。 
(45 ページ) 水と緑について。保全地域や緑化の推進について掲載している。 
(48 ページ) 雨水かん養について。 
(49 ページ) 湧水地の調査について。 
(52 ページ) 井戸水位測定等調査について。 
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(57 ページ) 2011 年 6 月 11 日に宣言した「湧水・清流保全都市宣言」の本文を掲載。 
【会 長】 この報告についてご意見、ご要望等あれば仰っていただきたい。 
【委 員】 意見・要望については、先程配布の「東久留米の環境 コメント」にまとめさせて

いただいた。水質調査のところで窒素と燐の濃度が高くなっている。これは、農地が

減少したことと関係があるのではないか。また、黒目川の塩素化合物濃度が途中から

急に高くなっている。これは、飲料とする場合に問題が生じる。 
データをとることは大事であり、貴重な財産であると思う。面白い、見やすい等の

問題ではなく、正確に記録することが重要である。 
【委 員】 35 ページの騒音振動について、今後開店予定のイオンの周辺には小学校もあるが、

開店後、調査等は行う予定なのか。 
【会 長】 交通が増えたことによって、空気がどれだけ汚染されたのか、行政として知ってお

くべきではないか。 
【事務局】 開店前には自動車交通量調査と大気調査を周辺 5 カ所で行っている。開店後にも

再度調査を行う予定である。しかし、継続的にやっていくかは未定である。 
【会 長】 継続してやっていくことが大切であるので、今後も調査を行ってほしい。 
【委 員】 「かんきょう 東久留米」はデータ集として非常に良い。そして、データを整理す

ると共に、解説もあって良いと思う。東久留米市の環境がどう変化しているのか分か

りにくい。来年度以降、見直しても良いのではないか。 
【会 長】 一言解説を入れていただくと市民も読みときやすい。因みに配布先はどこなのか。 
【事務局】 市議会議員、市民環境会議に配布し、市のホームページでも公開している。 
【会 長】 市議会議員はこれを活用しているのか。 
【事務局】 見ていただいていることと思う。何か疑問等があれば直接来ていただくことになっ

ている。 
【会 長】 地域センター、地区センター等には置いているのか 
【事務局】 そこには置いていない。公共施設は、市内各図書館に置いてある。 
【会 長】 地域センター、地区センターにも置くべきと考える。 

2 ページの土地利用については単年度のみのデータとなっているが、前年度からの

推移を知りたい。また、資料の提供元によって単位が異なるのは違和感があるため、

統一したほうがよいのではないか。14 ページの環境保全普及啓発活動は、「第３章エ

コ活動」としてはいかがか。 
【委 員】 生物・樹木について掲載されていないが、別の冊子があるのか。興味のある人も多

いと思うが。 
【事務局】 市では、直接、生物調査を実施していない。環境ウォッチングの中で野鳥の観察は

しているが、細かい部分は行われていない。今後、市民団体とのデータの共有のため

団体と調整をしている。各団体でも独自にデータを持っているため、データがうまく

確保できれば載せる予定である。 
【委 員】 市が直接関与してない市民の活動や小中学校の活動が載っていない。どこまで載せ

るかという問題もあるが、載せても良いのでは。 
【委 員】 市民の活動内容を載せて、ここに問い合わせれば情報が分かる、程度は載せても良

いのではないか。 
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【委 員】 市民団体のリストを載せても良いではないか。ただし、これは「かんきょう 東久

留米」をどういう基準で考えるかが問題である。基は公害がスタートであるので、環

境基本計画を基準にするのであれば、構成も変わってくると思う。 
【委 員】 PM2.5 について、東久留米市での対応はどうするのか。 
【事務局】 この後の事務局の報告にてお知らせする。 
【委 員】 やはり誰が見ても分かるように、解説・評価等を載せていただきたい。 
 

  （4）事務局からの報告 
【事務局】 PM2.5 については、東京都で測定をしている。今のところ統計での影響はみられ

ないと聞いている。状況はホームページで公開しており、東京都のホームページにリ

ンクさせている。24 年度末までに測定局を整備し、全体で 81 カ所、多摩地域で 29
カ所設置されるようである。東久留米市においては、小金井街道沿いに設置されてい

る。これは、既に 23 年度に設置されており、データは東京都で持っている。自動車

排出ガス測定局と一緒に設置されている。今月中に環境省が基準を出すことになって

いる。 
      続いて、資料 4－都市公園条例の一部改正について、国の都市公園法、バリアフリ

ー法が改正され、その国の基準を参酌するかたちで市での基準を定めることとなった。

これについては、1 月の緑の基本計画のパブリックコメントと同時にご意見を募集し

ていた。基準の改定の考え方としては、住民一人当たりの都市公園面積の標準と言う

ことで国の基準では、市の区域全体で 10 ㎡以上、市街地で 5 ㎡以上となっている。

東久留米市では、緑の基本計画との整合性をはかり、5 ㎡以上を考えている。また、

都市公園の設置及び規模の基準、公園施設の建築面積の基準及びその特例については、

国と同じ基準。特定公園施設の設置に関する基準は都と同率である。これは、3 月議

会に上程し、4 月 1 日から施行される。 
      工場立地法地域準則条例について、東京都の条例をそのまま引き継ぐかたちで制定

する。これについても 3 月議会に報告し、4 月 1 日に施行される予定である。国の基

準では緑地 20%以上、環境施設 25%以上となっているが、東久留米市ではそれぞれ

5%緩和する。 
【会 長】 基準を更に低くは出来ないのか。 
【事務局】 そう言った考え方もあるが、緑を確保していくということは環境部門として必要と

考える。 
【会 長】 やはり今後の企業誘致等を考えれば減らすべきではないか。 
【事務局】 様々なご意見をいただいたところではあるが、緑を確保していかなければならない

ことを考えれば、都の基準が適切であると考える。 
【会 長】 我々は緑を確保する立場であるが、企業誘致をし、税収を増やすことのほうが重要

ではないのか。 
【委 員】 宅地開発の条例で 3%の緑地の代わりに寄付金を納めることが出来るとあったが、

工場についても同じなのか。 
【事務局】 これは、宅地開発にのみ適用されるので、工場立地については、寄付金に代えるこ

とは出来ない。 
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【委 員】 工場からも寄付金を受け付け、別の場所に緑地を購入することは出来ないのか。宅

地開発に伴う寄付金ではうまく緑地を購入出来ているのか。 
【事務局】 現在、寄付された基金をもとに雑木林を保全したり、最近では竹林公園の北側の土

地を買収したりしている。黒目側上流域についても、買収し人が入れるように整備を

している。ただし、買収するための計画がないため、申し入れが出た時点で税付し、

購入している状況である。今後は、緑の基本計画にもあるとおり緑地保全計画を立て、

緑を確保していくことを考えている。 
【委 員】 今後は計画的に緑地を購入していくということか。 
【事務局】 公共施設の緑は良いが、民有地の緑地は、市が購入しなければ、売却されてしまう

可能性がある。そう言った場所を重点的に、確保していきたい。 
 
  （5）その他 

【委 員】 「かんきょう 東久留米」について、難しいことは理解しているがもう少し早く発

行することは出来ないのか。 
【事務局】 なかなかデータが集まらず、時期を早めることは難しい。 
【委 員】 全てのデータが揃わなくとも、少しずつまとめて夏くらいに一度出してはいかがか。 
【委 員】 企業では、だいたい夏にはデータをまとめている。早いところで 4 月中に出して

いる。もう少し工夫出来るのではないか。 
【事務局】 様々なご意見をいただいたので今後参考にし、より良くしていきたいと考えている。 
【事務局】 市民に分かりやすいデータ作りが重要であると感じている。 
【委 員】 人口が最近になって減ってきているが、これは社会現象か、自然現象か。 
【事務局】 団塊世代から徐々に人口流出していく時期であり、市の政策としても人口維持の方

向である。そのため、大きく増えても減ってもいない。 
【事務局】 24 年度はこれで最後となるが、次回日程については、後程ご連絡する。 
【会 長】 他になければ、これにて閉会とする。 
 

 
                                      （閉会 正午） 
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