
東久留米市環境審議会 会議録 
 
 
1．会議名   平成 25 年度第 1 回東久留米市環境審議会 
 
2．日 時   平成 26 年 1 月 21 日（火） 午後 2 時 00 分から午後 4 時 06 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、三間優子、田原悟子、水戸部啓一、 
日下部哲太、大津善徳、井上久貴、飯田いずみ（以上 11 名） 

 
5．欠席委員氏名（敬称略） 

なし 
 
6．事務局職員名 

小林尚生環境部長、小島信行環境政策課長、功刀隆課長補佐兼主査（生活環境担当）、 
小平卓主査（みどりと公園担当）、永井麻理主任（政策調整担当）、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 5 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）東久留米市環境基本計画の改定について（スケジュール） 
  （4）東久留米市環境基本計画の進捗状況について（平成 24 年度） 
    （5）その他 
 
9．配布資料 
  ① 平成 24 年度第 5 回環境審議会会議録（案）…資料 1 

② 東久留米市環境基本計画策定スケジュール（素案）…資料 2 
③ 「かんきょう東久留米 平成 24 年度版（暫定版）」…資料 3 

 
10．平成 25 年度第 1 回環境審議会 
  ・平成 25 年 4 月の人事異動に伴う事務局職員の変更について 
  ・環境部長のあいさつ 

・出欠席者の報告 出席 11 名、欠席 0 名、定足数に達しており会議は成立 
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【会   長】 環境部長が公務の都合により午後 2 時 30 分に退席されるため、次第の順番を変更

したい。 
次第の(1)を(3)へ、(2)を(4)へ、(3)を(2)へ、(4)を(1)へ変更することをご了承いただ

きたい。 
 
（1）東久留米市環境基本計画の進捗状況について（平成 24 年度）… 資料 3 
【事 務 局】 先に東久留米市環境基本計画の進捗状況について、主要な部分を報告する。まず、

優先して取り組むべき施策についてである。 
「雨水浸透施設の設置」について、以前から懸案事項となっていた本村小学校と西

中学校に設置し、宅地開発等においては 669 基が設置された。そして、「湧水・清流

周辺の水辺空間の保全と整備」については、竹林公園湧水郭周辺の用地買収と黒目川

上流域の整備を行った。 
「ごみ発生抑制策の検討」については、分別の徹底と減量化に向けた説明会を実施

していく。また、「資源物資源化の推進」については、粗大ごみの中の希少金属を含

む基盤類の再資源化を実施した。更に、「生ごみ減量化の推進」については、生ごみ

の堆肥化実験を行った。 
「地球温暖化対策実行計画の確実な実行と見直し」については、第一次地球温暖化

対策実行計画が平成 24 年度末で満了となるため、これに続く新たな計画策定に向け

て準備を行った。「クールビズ・ウォームビズの推進」については、5 月～10 月まで

の約半年間クールビズを実施した。 
「環境フェスティバル・シンポジウムの開催」については、環境フェスティバルの

参加者が前年度と比較して増加した。 
次に、個別目標ごとの点検評価について報告する。優先して取り組むべき施策同様、

「公共施設における雨水浸透施設の設置基数」は、本村小学校と西中学校の 2 箇所へ

設置した。「公園緑地等都市施設とする緑地の 1 人当たりの面積」は前年度と比較し

て宅地開発等による公園緑地が 4 箇所増え、微増となっている。緑地保全地域等にお

いても、同じく宅地開発等により緑化面積が増えている。「生産緑地地区の面積」は、

減少した。地球温暖化問題への対応として、「電気使用量」は、市広報やホームペー

ジにおいて啓発を行っている。また、ごみの減量・リサイクルについては、市民 1 人

当たりのごみ排出量は減少、資源化率はわずかであるが上昇している。環境フェステ

ィバルについても先程報告した通り、参加者が増加している。 
以上の結果から、本計画は、概ね目標・施策に沿って、総合的かつ計画的に推進さ

れているものと考える。 
 【会   長】 1 月 14 日までにご意見があれば事務局へ連絡するよう通知があったが、事前に届

いていれば報告していただきたい。 
 【事 務 局】 事前のご意見はいただいていない。 
 【会   長】 この場で、もしご意見があれば、仰っていただきたい。 
 【委      員】 「かんきょう東久留米」の 55 ページに雨水浸透施設設置補助金の交付についての 

記載がある。この表から、既存住宅の設置件数が非常に少ないことが分かるが、何故

このように少ないのか、また市として、今後の方向性をどのように考えているのか。 
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 【事 務 局】 雨水浸透施設設置補助金の交付は、年々申請者が減少している。新規住宅について 
は、宅地開発時に設置することとなっている。既存住宅に対しては、申請数自体が減

っているため、件数を増やすことは難しい。 
【委      員】 申請者が少ないのは見れば分かるが、市はこの状態をどのように考えているのか、

また、方向性について伺いたい。 
【事 務 局】 今年度に入り、設備会社へ 1,000 平方メートル以下の未設置の既存住宅へ設置を勧

めていただくようお願いをしているところであるが、なかなか該当する住宅が見当た

らない。また、毎年市広報で設置のお願いをしているが、違う方法での周知、啓発も

考えていきたい。 
それでは、ここで環境部長は退出させていただく。 

【事 務 局】 家庭への設置が減り、公共施設への設置は厳しい財政状況から休止状態である。し

かし、家庭への雨水浸透施設設置の促進は、地下水のかん養という観点から見ても重

要な事であり、今後も調査・研究し積極的に啓発していきたい。市ホームページに設

置補助要綱を載せて市民に広く知っていただきたい。 
 【委      員】 例えば市民環境会議にお願いし、協力していただいてはいかがか。 

【事 務 局】 市民環境会議に相談し、調整させていただきたい。 
【会   長】 毎年同様のご意見をいただいているため、ここでしっかりと方向性を考え、進めて

いただきたい。 
【委      員】 環境基本計画の取組状況は、興味のある方が多いと思う。しかし、数値目標を示し

ていないこともあり、表を見ただけでは良くなっているのか、悪くなっているのか、

現在の状態が非常に分かり難いため、明確に記載していただきたい。全般的に言える

ことだが、例えば雨水浸透施設の設置については取組状況と課題は分かるが、今後の

方向性として、更に進めたいのか、そうでないのか、具体的には記載されていない。

13 ページの地球温暖化問題の電気使用量についても、今後の方向性は啓発となって

いるが、課題点では、“電気使用量は公表されなくなったため、数値は把握できない”

となっている。これでは、何故把握出来ないのかが分からない。また、都市ガスや水

道使用量削減への取組が特になしとされているが、こちらも電気使用量同様、重要な

ことである。 
それぞれの課題と方向性を整理し、市民にとってより分かりやすいものとすべきと

考える。 
【会   長】 こちらの件も昨年と同様のご意見であるが、「かんきょう東久留米」の 9 ページか

ら 15 ページの点検評価の取組の各項目において、考察は入れていただけないのか。 
【事 務 局】 方向性が明確で、掲載できるものについては今後掲載していきたい。環境基本計画

は、実施計画とは違い数値目標がないが、各項目において分かりやすい表現を考えて

いきたい。 
地球温暖化問題は、二酸化炭素の排出量が最も多いのが電気使用量であるため、優

先的に取り組んでいる。平成 24 年度においては啓発を行ったとあるが、今年度は、

商工会へ環境カレンダーの記載をお願いし、啓発に努めている。 
少しずつ努力はしているため、出来ることから改善していきたい。 

【会   長】 市民環境会議の座長が電気等のエネルギー使用量の月ごとのデータを集計していた。
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良いことをしていると思う。 
環境基本計画のような計画は、数値目標とイメージ目標を分けて考えるべきであり、

数値化出来ない項目はイメージ目標とし、数値化出来る項目は、数値で表記すべきで

はないか。 
可能であれば市民環境会議にお願いをして協働で努めていただきたい。必要であれ

ば環境審議会にも相談していただきたいと思う。 
【委      員】 「かんきょう東久留米」の 60 ページについてである。井戸水位測定等集計表とあ

り、かなり欠測が多くなっているが何故か。 
【事 務 局】 井戸水位測定は市民ボランティアに協力をお願いし実施していただいている。ボラ

ンティアであるため、人手が少ない時期もあり、日程調整が上手く出来ない等の理由

で欠測が多くなっている。 
【委      員】 今年に限ったことなのか。今後も欠測が多い状態が続くのか。 
【事 務 局】 今までも欠測が多い状態であったが、現在はボランティアが個別に会を発足したた

め、その会と協定を結んだ。今後は、100%測定とはいかないが、欠測は減らしてい

く。 
【委      員】  公園緑地の 1 人あたりの面積を見ると 2.91 ㎡/人で微増となっている。考え方の違

いであるが、単純に 1 人あたりの公園緑地面積を増やすことだけではなく、公園緑地

面積そのものを増やすことも重要ではないのか。つまり、人口が減少すれば公園緑地

面積そのものが変わらずとも、1 人あたりの公園緑地面積は増えてしまうことから、

面積そのものを増やす必要もあるのではないか。 
【事 務 局】 公園緑地は今までも当課で所管していたが、「かんきょう東久留米」に一覧を掲載

したのは始めてである。経年変化は一切記載していないため、今後は載せていきたい。 
市としては、1 人あたりの公園緑地面積を 5 ㎡とすることが目標である。 

【委      員】 「かんきょう東久留米」を見た際、興味を持っていただくためには、“見せる化”

が必要ではないか。例えば、9 ページから 15 ページの担当部署が掲載してある枠に

スペースが空いている。達成した部署においては、達成マークを記し、各部署の達成

度を明確にしてはいかがか。活字での説明を見ただけでは、成果が分からない。“見

せる化”をすることにより、市民にも興味を持っていただけるのではないか。またそ

のことにより、協力者も出てくると思う。 
【事 務 局】 出来ることから、少しずつ実施していきたい。 
【委      員】 やはり一市民として「かんきょう東久留米」の内容は難しいように感じる。14 ペ

ージにはグラフが掲載されており、分かりやすい。 
【会   長】 グラフに出来るものはグラフで示すべきである。 
【委      員】 14 ページのグラフには参照が載っていない。どの部分のグラフか明確にすべきで

ある。 
【委      員】 グラフに単位を掲載するべきである。 
【会   長】 「かんきょう東久留米」はコンサルタントが作成しているのか、それとも職員が作

成しているのか。 
【事 務 局】 職員が作成している。 
【会   長】 様々なご意見が出されたが、まずは、市民が見て分かりやすいものとしていただき
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たい。 
公害の分野についてであるが、イオンモール開店後の公害調査の結果はあるのか。

またどのような状況になっているか伺いたい。 
【事 務 局】 これは、本来市が調査するものではないが、議会でも注目されており、平成 19 年

に大気と交通量調査を実施した。更に、昨年事業者と契約し、1 月 23 日、24 日にも

交通量調査を実施する。3 月末頃には報告出来る予定である。 
【会   長】 工場等の施設一覧が掲載されているが、規制を受けている設備は何機あるのか。工

場ごとにその機数を入れていただけないか。 
【事 務 局】 48 ページに工場認可の総数は記載している。しかし、1 つの工場に多数機械が存在

する場合があり、データ化したものがないため、機種ごとに数を入れることは難しい。 
【会   長】 51 ページの機械ごとに何機あるかは把握していないのか。 
【事 務 局】 届出書を 1 枚ずつデータ化すれば機数の把握は可能である。しかし、非常に膨大な

量となるため、新たにデータ化する必要がある。 
【会   長】 例えば、騒音規制法を守っていない場合、どのように対応するのか。 
【事 務 局】 騒音であれば、騒音測定器を使用し、確認をする。 
【会   長】 それでは、市民から通報がない限り、何も対応しないのか。 
【事 務 局】 設立当初に測定するため、状況が変わらない限り規制値内であることが前提である。

規制値を超えていないが、市民から問い合わせがあった場合は、現場で状況確認をす

る。 
【会   長】  問題になるような工場は見当がつくのだから、予防策も検討するべきである。 
【事 務 局】 届け出の対象である施設は、問題になる可能性はあるため、総数から判断していく

必要はある。 
【委      員】 「かんきょう東久留米」は他市の同様のものと比べると生き生きしているように感

じる。特に普及啓発事業は非常に詳しく掲載してあり、市民でなくとも活動内容が分

かる。しかし、環境政策課が主催の活動しか掲載されていない。学校や市民の活動も

多く存在するため、これをどのように表現するかが重要である。 
他市のものでは、調査結果のみが載っているデータブックのようなものが多いが、

「かんきょう東久留米」はそういう点で言えば進化していると思う。 
【事 務 局】 15 ページに環境審議会での点検・評価結果を掲載することとなっているが、どの

ように記載するか、会長に一任で良いか。 
【会   長】 それでも良いが、ご意見のあった委員に直接伺っても良いと思う。 
【事 務 局】 それでは、案を作成し、会長に確認していただきたい。 
【委      員】 15 ページに掲載する内容は、取組状況について全体の評価となるのか。掲載して

いる取組状況について要約を作成し、そこに委員からのご意見を加えると言う意味か。 
【会   長】 全てではなく、個別に要望があったものについて記載すれば良いのではないか。 
【委      員】 全体の進捗については、言及しなくて良いのか。 
【会   長】 全てをまとめるのは、難しいと考えるがいかがか。 
【事 務 局】 委員からいただいたご意見に基づいて掲載していきたい。 
【委      員】 最初の雨水浸透施設に関するご意見を除けば、ほぼ「かんきょう東久留米」の作成

や表現の仕方についてのご意見となっており、政策に対する議論は行われていないよ
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うに思うが良いのか。 
【委      員】 項目ごとに個々に評価するのではなく、進捗状況全体を見て、総体的な評価をすれ

ば良いのではないか。 
具体的な内容については、会長に一任してはいかがか。 

 【会   長】 それでは、掲載内容については、事務局とも相談し、決めていきたい。 
続いて、「かんきょう東久留米 平成 24 年度」（暫定版）について、事務局に説明

をお願いする。 
【事 務 局】 「かんきょう東久留米 平成 24 年度」（暫定版）について、説明する。昨年は 2

月 20 日の環境審議会において、「かんきょう東久留米 平成 23 年度」を配布した。

今年度はまだ暫定版であるが、2 ヶ月程早い配布となっている。来年は夏頃に暫定版

の配布、秋頃に完成版の配布を目指したい。今回は全体的にレイアウトを見直し、見

やすいよう編集した。しかし、先程ご意見のあった、グラフの単位、注釈の付け方に

ついては、改善していきたい。 
1 ページから 2 ページは、第 1 章市の概要、3 ページは、第 2 章市の環境行政、4

ページからは、先程説明した取組状況に加え、昨年答申いただいた環境基本計画の中

間見直しを掲載している。15 ページには本日の環境審議会でのご意見を掲載予定であ

る。16 ページから 22 ページは、第 4 章環境保全普及啓発事業として、各事業を掲載

しており、23 ページから 47 ページは、第 5 章公害の現状で各調査の測定結果が記さ

れている。新たに 29 ページには平成 24 年度から測定している PM2.5 の測定結果、

45 ページには、都から権限移譲された自動車騒音常時監視について掲載した。48 ペ

ージから 51 ページは、第 6 章工場指定作業場の要件一覧、52 ページから 68 ページ

は、第 7 章水とみどり、64 ページからは新たに公園広場の状況を掲載している。 
今回は資料編も配布した。本編と照らし合わせていただくと環境基準や用語が分か

りやすい。委員のご意見を踏まえ、今後も可能な部分から改善していきたい。 
【会   長】 湧水清流保全都市宣言が載っていないが良いのか。 
【事 務 局】 平成 23 年度版には、宣言した年度であったため掲載していた。 
【会   長】 他の分野でも言えるが、いったい何人の人が都市宣言を知っているのか。掲載しな

いから、広がらないのではないか。「かんきょう東久留米」に載せてより多くの市民

に知っていただくべきである。 
【事 務 局】 ホームページに掲載しており、市役所 2 階の市政情報コーナーや地域センター等に

も設置する予定である。 
【会   長】 ホームページが全てではないと思う。 
【事 務 局】 「湧水・清流保全都市宣言」は、くらしの便利帳にも他の宣言とは別に掲載してい

る。今後も啓発していく。 
【会   長】 市内に新しく転居して来た若い世代の市民にも何かしら啓発はしているのか。 
【事 務 局】 くらしの便利帳は一般向けに有料配布しているが、転入者には、無料で配布してい

る。啓発は難しい部分もあるが、今後進めていきたい。 
【委      員】 宣言文を全て載せるのが難しければ 54 ページの緑化の推進の部分に宣言した旨だ

けでも載せてはいかがか。何故掲載していないのか。 
【会   長】 都市宣言をしたことを 1 度きりで終わらせてはいけない。市の環境に対する熱心な
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気持ちを主張するべきである。 
【委      員】 平成 23 年度には、掲載していたとのことだが、毎年掲載してはいけないのか。 
【事 務 局】 「かんきょう東久留米」は年次報告で年度ごとの事業を掲載している。しかし、要

望があれば今後は宣言を入れることも検討していきたい。 
【委      員】 都市宣言をしたのは過去の出来事だが、東久留米市の紹介の一部として第 1 章の市

の概要の部分に掲載してはいかがか。 
【事 務 局】 検討していきたい。 
【委      員】 全体の章立ての構成について何か考え方はあるのか。 
【事 務 局】 「かんきょう東久留米」は元々、「東久留米の公害」として第 5 章を中心に発行し

ていたものであるため、取り巻く環境が変化していく中で他の項目が後から追加され

た。環境基本計画や環境六法等との整合性はない。 
【委      員】 ならば、市民が分かりやすい章立てにしていただきたい。 

黒目川上流域の整備等、環境政策課に関わらず年度内に市全体として行った環境に

関する事業を載せても良いのではないか。市民への啓発にもなるのではないか。 
【事 務 局】 主要事業においては、財政課から発行している冊子に掲載している。「かんきょう

東久留米」も年々厚くなっているため、検討させていただきたい。 
【委      員】 「かんきょう東久留米」を作成する上で方向性と考え方をしっかり持つべきである。 
【会   長】 今後、環境基本計画の改定がある。そこで「かんきょう東久留米」についても議論

すればよいのではないか。 
【委      員】 毎年内容が変わることのないよう、基本的な項目はしっかり決めておくべきである。 
【会   長】 「かんきょう東久留米」は環境政策課の業務報告であると認識している。環境政策

課が自由に作成し、環境審議会で議論する必要はないのではないか。 
【委      員】 そもそも「かんきょう東久留米」は誰のために作成しているのか。業務報告として

議員に報告するだけであれば、環境審議会で議論する必要はないが、市民を含め広く

情報発信するためのツールとするならば議論が必要なのではないだろうか。 
【事 務 局】 黒目川上流域の整備等、環境政策課以外で環境に関する事業が行われた場合には、

トピックスのように掲載するのも一つの方法としてあると思う。しかし、基本的な構

成は大幅には変更しない方向で考えている。 
【委      員】 何れにせよ誰を対象に「かんきょう東久留米」を作成しているのか。 
【委      員】 「かんきょう東久留米」の目次の下に書いてある“おことわり”に“環境に興味を

持つ児童や生徒の皆さん”とある。しかし、現在の内容では、児童、生徒が理解する

のは難しいと思う。誰を対象に作成しているのか疑問である。 
例えば、動植物は、児童、生徒が比較的興味がある分野かと思うが、掲載しないの

か。昨年質問した際は、市民ボランティアの情報が上手く収集出来れば、掲載する可

能性はあるとの回答であった。その後、進展はあったのか。 
【事 務 局】 市の取組の中で、生物調査の分野は弱いとの指摘が多い。かなり熱心に調査をして

いる市民ボランティアはいる。しかし、地域や分野に偏りがあり、調査結果を市です

ぐにとりまとめるのは難しいと考える。問題として認識はしている。環境基本計画の

改定の中で基本的な部分から検討していく必要があると考えている。 
【委      員】 難しいことは理解しているが、例えば、市内には 8 箇所の緑地保全地域があり、保
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全しているからこそ、この 8 箇所だけでも学識経験者等に委託をし、調査しても良い

のではないか。 
【事 務 局】 生物多様性は、国と都も動き出しているため、市としても方向性を示す必要はある

と考えている。市民や市民環境会議が持つ情報の内、把握出来る範囲内で「かんきょ

う東久留米」へ掲載することも一つの方法かと思うが、検討する時間をいただきたい。 
【会   長】 第二次緑の基本計画の策定時も同じであった。市民ボランティアは多くあるが、ま

とめるのは難しい。しかし、市民ボランティアによる環境教育は増えており、改善は

していると思う。 
【委      員】 難しいことは理解出来るが、学識経験者や市民ボランティアと協力し、緑地保全地

域だけでも調査することを検討していただきたい。 
【委      員】 東久留米市白山公園将来計画策定懇談会審議会を開催した際、野鳥の会の方がいら

したが、かなり熱心であった。統一して調査が出来なくとも、それぞれの分野で活動

されている市民ボランティアを如何にしてまとめていくのか、今後の 1 つの大きな課

題であると考える。 
先程、この 1 年間環境審議会がなかったのは、諮問事項がなかったからだと仰った

が、その程度の認識しかしていないのか。抵抗を感じた。今年度、何度か環境審議会

について事務局に問い合わせたが、結局この 1 年間開催されなかったため、どのよう

に考えているのか心配である。 
【委      員】 生物多様性についての意見は、今後検討していく上で参考意見として捉えていただ

きたい。 
【委      員】 「かんきょう東久留米」の 6 ページにそれぞれ目標が掲載されている。本来ならば、

環境基本計画に基づき、“個別目標 3 多様な生き物を守る”についても 16 ページ以降

に調査結果等が掲載されていなければならない。いずれしっかり取組んでいただきた

い。 
【事 務 局】 専門的な方と協力し、少しずつでも生物に関する情報を掲載していきたい。 
【委      員】 環境基本計画を改定する際に実態を把握していなければ、目標を定めることも出来

ない。取り急ぎ生物調査をし、現状を把握するべきではないのか。 
【会   長】 環境基本計画は平成 27 年度末で計画期間が満了となる。改定の際に、改善出来る

ものは改善していきたい。 
【委      員】 元々の“東久留米市の公害”の名残かと思うが、第 6 章で重要な部分は工場認可数

と指定作業場数であり、その他の表は掲載しなくて良いのではないか。条例等の別表

を掲載するのであれば、資料編ではないのか。本編に載せるのは、市内にある工場が

どのような工場か、若しくはどのような種類があるのか、ではないのか。この掲載内

容は、市で行っている事業の範囲を超えている。 
【事 務 局】 過去の経緯で掲載している。検討したい。 

 
（2）東久留米市環境基本計画の改定について（スケジュール）… 資料 2 

 【事 務 局】 環境基本計画は平成 27 年度末で計画期間が終了するため、今後のスケジュールの 
素案を提案させていただく。平成 26 年度 8 月の環境審議会委員の任期に合わせて新 
委員へ諮問し、環境審議会、市民環境会議、庁内環境委員会、公募市民で構成する検 
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討委員会を立ち上げたい。随時各会議への報告を行い、ご意見を伺いながら進めてい 
きたい。基本的には、平成 25 年 1 月の中間見直しを踏襲した計画の改定を考えてい 
る。 

【会   長】 ご意見があれば仰っていただきたい。 
【委      員】  環境審議会と検討委員会はどのような関係性なのか。誰が基本的な事項を決めるの

か、またそれに沿って具体化するのか。 
【事 務 局】 検討委員会で素案を作成し、要所で環境審議会からもご意見をいただく方向で検討

している。 
【会   長】 それでは、関係性が複雑である。検討委員会は良いと思うが 9 月から検討を始め、

その間並行して環境審議会からも意見を出すということか。 
【事 務 局】 ある程度作成したものに対してご意見をいただくこととなる。 
【会   長】 環境審議会としては、年に数回開催するのか。 
【事 務 局】 現在は資料 2 のとおり、開催を予定している。今後の変更は有り得る。 
【委      員】 環境審議会では、素案が出来た途中の段階から意見を出すのか。 
【事 務 局】 審議会からも検討委員会委員を選出していただく予定であるため、そこでご意見を

伺うことも出来る。 
【委      員】 環境審議会として新たな計画の方針をある程度議論するべきではないのか。本来は

環境審議会が策定する計画で、諮問を受けるのは環境審議会である。 
【事 務 局】 環境審議会に諮問をするが、内容は検討委員会で検討することとしたい。 
【委      員】 基本的には環境審議会が答申に責任を持つため、最低限の改定の方向性は環境審議

会が議論をし、それから検討委員会にお任せするのが本来の流れではないのか。 
【会   長】 諮問を受けるのは環境審議会であるため、検討委員会が独断で素案を作成してしま

っては環境審議会が役割を果たせないのではないか。 
【事 務 局】 しかし、実際に環境審議会の中だけで検討することは難しいのではないか。 
【会   長】 検討委員会を立ち上げるのは良いと思うが、まず環境審議会が方向性をしっかり定

め、基本的な方針を示すべきではないのか。そして検討委員会はその考えに基づき、

検討していくべきなのではないか。 
【事 務 局】 諮問した際に方向性について、議論していただいてはいかがか。 
【委      員】 諮問を受けるのは環境審議会だが、環境審議会の中だけで検討することは難しい。

そのため、環境審議会では方針だけ決め、具体化は検討委員会にお願いすることが望

ましいと考える。始めから全て検討委員会に任せては、後から意見を求められても答

えることが出来ない。事前に環境審議会と検討委員会の関係は明確にしていただきた

い。 
【委      員】 もし環境審議会で方針を決めるとすれば、現行計画の課題整理も必要であるため、

1 回の会議では決まらないと思う。 
【委      員】  現在の環境審議会委員である程度課題整理をしておくべきである。 
【委      員】 始めから全て検討委員会で検討し、案を作成した場合、最後の最後でその案に対し

て様々な方向から様々なご意見が出され、収拾出来なくなる恐れがある。市民環境会

議や市民ボランティア等の多くの団体が、それぞれ役割を持っている中、関心を持つ

方は多いと思うが、どのように調整していくのか。1 箇所に全てを任せると完成する
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頃に逆戻りするような意見も出され兼ねない。平成 27 年 3 月までに作業を終えるた

めには、環境審議会で方針を固め、遅くとも 8 月までには現行計画の進捗状況や課題

を整理しておくことが必要だと思う。改定は、中間見直しと違い、1 年程度の期間で

は終わらないと思う。 
【事 務 局】 中間見直しで検討後まだ間もないため、大幅な変更は考えていない。市民環境会議

にもスケジュールは伝えており、ご意見をまとめていただくようお願いはしている。

毎月ある部会で検討をしていいただいている。 
 
（3）平成 24 年度第 5 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

会議録として市のホームページに掲載していただく。 
 

（4）事務局からの報告 
【事 務 局】 黒目川上流域の整備についてである。黒目川に沿って新青梅街道から所沢街道まで

の区間を整備しており、柳窪天神社の南側の 3,400 平方メートルの土地を特別緑地保

全地区に指定した。都市緑地法に基づく緑の保全を目的とした制度であり、雑木林の

所有者の税の軽減や維持できなくなった場合の市への買収申し入れができる。市内で

の指定は今回が初めてである。既に申し入れがあり、約 700 平方メートルの買収をし

ている。今後は森の広場などを中心に、制度を活用していきたい。 
六仙公園の事業認可範囲が大幅に変更され、今後、用地買収、整備工事が急速に進

むのではないかと思われる。 
【会   長】 行政の所管部署はどこなのか。 
【事 務 局】 東京都の建設局である。西部公園緑地事務所を中心としている。 
【委      員】 特別緑地保全地区として予算はどのくらいあるのか。 
【事 務 局】 指定に際しては予算措置は必要ない。700 平方メートルの土地を買収するにあたり

9千万円程度の費用がかかるが、3分の 1は東京都の補助が受けられる見込みである。 
【委      員】 指定を受けた土地は、固定資産税が免除されるのか。  
【事 務 局】 評価額が半減する。今後は他の土地も指定していきたい。  

 
（5）その他 

【事 務 局】 次回の開催は、来年度を予定している。今後、会長と相談し決定することとしたい。 
【会   長】 他になければこれにて閉会とする。 

 
                                   （閉会 午後 4 時 06 分） 

 


