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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成３０年度第１回東村山市環境審議会 

開 催 日 時 平成３０年１１月２８日（水）午後３時～午後４時１０分 

開 催 場 所 市役所北庁舎２階 第３会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）森川  靖 会長、小田 耕一 職務代理 

久野 稔晃 委員、上村 麻弓 委員 

伊藤 浩介 委員、原田 秀二 委員 

      松村 俊孝 委員、長嶋 光洋 委員 

射場 俊郎 委員、谷  英也 委員 

（市事務局）平岡 和富 環境安全部長、細淵  睦 環境安全部次長 

      倉持 敦子 環境・住宅課長、田中 幹仁 環境対策係長 

      増子 昭彦 環境対策係主任 

●欠席者： 

 肥沼 和夫 委員 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

 
傍聴者数 なし 

会 議 次 第 

 

１ 委嘱状交付 

２ 開会 

  委員自己紹介 

  事務局自己紹介 

３ 議事 

  （１）平成３０年度グリーンカーテンコンテスト審査 

  （２）東村山市環境基本計画推進状況点検評価（平成２９年度）

の報告 

４ その他 

  平成３１年度以降の環境審議会のスケジュール 

５ 閉会 

 

問 合 せ 先 

 

環境安全部 環境・住宅課 環境対策係 

担当者 田中、増子 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２４２２） 

ファックス番号 ０４２－３９３－６８４６ 
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会  議  経  過  

１ 委嘱嘱状交付 

  平岡環境安全部長が市長代理として、上村委員、伊藤委員、松村委員、長嶋委員

に委員委嘱状を交付した。 

 

２ 開会 

  （１）会長あいさつ（２）委員自己紹介（３）事務局自己紹介 

 

３ 議事 

  ○会長 

議題に入る前に、２点確認させていただきます。会議については、資料７「東

村山市環境審議会の傍聴に関する定め」に従って進めていきたいと考えておりま

す。 

また、「会議録の作成形式」については、発言委員の氏名を公にすることで委

員の率直な意見交換に支障が生じる恐れがあるため、従前と同様に発言委員の氏

名掲載は行わず、会長、職務代理、委員といった表記とさせていただきたいと考

えております。よろしいでしょうか。 

 

・・・異議なし・・・ 

 

○会長 

それでは、「傍聴に関する定め」に基づき、傍聴者への対応を進めてまいりま

す。傍聴者がいらっしゃる場合、これ以降、入室していただくことにいたします。 

 

・・・傍聴者なし・・・ 

 

○会長 

進行上の都合により、はじめに議事２の「東村山市環境基本計画推進状況点検

評価（平成２９年度）の報告」を議題とします。事務局から報告をお願いします。 

 

○事務局 

資料１をご用意ください。本資料につきましては、事前に配付させていただい

ておりますので、概要の説明をさせていただきます。 

   １頁をお開きください。当市では、平成２３年度から平成３２年度までを計画

期間とする「東村山市環境基本計画」を定め、１００項目の施策を「地球温暖化

対策の推進」から「歴史的、文化的遺産の保全」までの１１項目に分け、各施策

についての点検評価を行っております。 

   点検評価の手順につきましては、担当所管による自己点検評価、東村山市環境

行政推進庁内検討部会による点検評価を踏まえ、東村山市環境行政推進本部にお

いて最終評価を決定し、東村山市環境審議会へ毎年度報告しております。 

それでは項目ごとに概要を報告させていただきます。 

 

   ５頁をお開きください。「項目１.地球温暖化対策の推進」でございますが、コ
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ミュニティバス運行事業で新規路線「東村山駅西口～久米川駅南口」路線を本格

運行に移行しました。 

また、新秋津駅周辺の放置自転車対策のため、市が有料駐輪場の第５駐輪場を

設置したことで、相当数の自転車を収容するだけに留まらず、十分なスペースを

設けているということから、災害発生時の駅前滞留者対策や一時避難施設として

の活用も期待できるものとなりました。 

 

   次に、９頁をお開きください。「項目２.省エネルギー・省資源の推進」でござ

いますが、各家庭における生ごみの減量を推進するため、ホームページやイベン

トでのチラシ配布、さらにフードドライブや水切り動画作成による食品ロスに係

る啓発活動を行いました。 

   また、国民運動「COOL CHOICE（賢い選択）」の一環として、車両使用の多い市

内の事業者を対象に、日本自動車連盟（JAF）による、座学を中心とした講習会を

実施し、加速時のアクセルの踏み方や走行中の車間距離、減速の方法等「エコド

ライブ１０のすすめ」を心がけた運転をしてもらうように促すエコドライブ講習

会を６回開催し、１８団体１７２名の参加がありました。 

 

   １２頁をお開きください。「項目３.大気汚染、水質汚染、土壌汚染の防止、化

学物質の適正管理」でございますが、東村山駅において乗換跨線橋の切替え工事

が進められ、駅周辺において高架橋の基礎杭の施工及び事業用地の取得などが進

められました。 

 

   １９頁をお開きください。「項目４.都市生活型公害への取り組み」でございま

すが、路上喫煙の防止について「路上喫煙等マナーアップキャンペーン」を秋津

駅、新秋津駅、久米川駅、東村山駅において引続き実施いたしました。 

 

   ２３頁をお開きください。「項目５.ごみの減量・資源化、適正処理の推進」で

ございますが、ごみの分別の徹底、ごみ減量の啓発を推進するため、店頭、自治

会への出前講座を４７回開催しました。 

また、フリーマーケットの拡充を図るため、市内で１４回のフリーマーケット

を開催し、リユースの推進及び拡充を引続き実施しました。 

 

   ２８頁をお開きください。「項目６.緑化の推進、良好な自然環境の保全・回復」

でございますが、北山公園に生息する在来種の生息環境の保全と、菖蒲の育成の

両立のため、菖蒲田内に配水路を設け、休耕田方式による植栽管理時の生物への

影響を最小限に抑えるための工事設計を行いました。 

   また、都市計画緑地「せせらぎの郷多摩湖緑地」につきましては、緑地保全を

図るため、東村山市緑地保全基金を活用し、８７４.１９㎡を公有地化いたしまし

た。 

 

   ３４頁をお開きください。「項目７.農地の保全と育成」でございますが、環境

にやさしい農業の推進のため、生ごみを原料の一部とした堆肥（ミックス堆肥）

と牛糞堆肥（和洋堆肥）の購入に対する補助を引続き実施しました。 

また、平成２３年１２月から久米川駅北口で開催しております朝市「マルシェ

久米川」につきましては、開催から６年が経過し、イベントが定着しております。 
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３７頁をお開きください。「項目８.水辺環境の整備、水環境の保全・回復」で

ございますが、北山公園水路整備でこれまでに実施した水量確保検討業務におい

て、賦存する水量について把握できたことから、水量の有効活用を行うため、水

路整備の設計を行いました。 

また、市民団体や周辺住民と協働で行っている市内の河川（北川、空堀川、出

水川）の清掃活動等を引続き実施しました。 

 

   ４０頁をお開きください。「項目９.生態系・生物多様性の保全」でございます

が、生態系・生物多様性の保全として、希少種を含む在来種の生息環境を保全し

ていくため、市民への意識啓発を目的として、外来種防除講座３回、外来種防除

イベントを２回実施しました。 

また、みどりのネットワークの確保のため、「東村山市みどりの基本計画２０１

１」に基づき、都市計画道路の整備に併せて、街路樹・歩道植栽の効果的な整備

を行い、みどり豊かな都市空間のネットワークを引続き推進しました。 

 

   ４２頁をお開きください。「項目１０.地域の環境と調和した良好な都市景観の

形成」でありますが、都市計画道路３･４･５号線、３･４･２６号線沿道地区にお

いて、事業内容やまちづくりルールについて周知するまちづくりニュースを配付

し、まちづくり懇談会を開催しました。 

また、都市計画道路３･３･８号線沿道地区及び都市計画道路３･４･１１号線沿

道地区において、アンケートの結果やまちづくりのルールについて周知するまち

づくりニュースを配付しました。 

 

   ４６頁をお開きください。「項目１１.歴史的、文化的遺産の保全」でございま

すが、文化財の調査研究・保護・活用の推進のため、今後の「万年橋のけやき」

の保護管理に向けて、樹木医による調査を実施しました。また、機織り体験や文

書資料の読み解き、展示ガイド、史跡の整備などにおけるボランティア活動の充

実に努めました。 

 

   概要については以上のとおりです。推進状況の点検評価といたしましては、「項

目１.地球温暖化対策の推進」、「項目２.省エネルギー・省資源の推進」、「項目９.

生態系・生物多様性の保全」の３項目は「これまでの実績に上乗せされた」と捉

え、市といたしましてはＡ評価とさせていただきました。その他の項目につきま

しては「これまでの実績を維持」することができたということでＢ評価とさせて

いただきました。 

   平成２９年度の東村山市環境基本計画推進状況点検評価の報告は以上です。 

 

○会長 

ありがとうございました。事務局からの報告について、何かご意見等はありま

すでしょうか。 

 

  ○委員 

   ８頁の「（２）再生可能エネルギーの利用促進」について、民間の事業者が持

っている発電システム（発電所）に関する情報を市は把握されているのでしょう

か。 
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  ○事務局 

   把握しておりません。 

 

 ○委員 

   是非、情報を掌握して市民に対してアピールするべきです。そのことによって

施策の推進がより図られると思います。 

   次に、１６頁の「（２）水質汚染」について、市民の活動団体が行っている河

川調査結果を市が共有して、活動内容等を市民にアピールしていただきたい。 

   最後に、４７頁の「（１）歴史的、文化的遺産の保全」、施策「Ｎｏ.９３ 文

化財の調査研究・保護・活用の推進」の中で『「万年橋のけやき」については、

今後の保護管理のため、樹木医による調査を行った。』と記載があります。市内

には、公用地以外にもシンボルとなるような樹木が多数ありますので、１本ずつ

でも良いので樹木医による調査を行って幅を広げていっていただきたい。 

 

  ○委員 

   ３８頁「施策Ｎｏ.７５ 湧水の再生と周辺のみどりの保全」の中で、「市内の

湧水地点９ヶ所について、湧水量の調査を実施した。」との記載がありますが、

平成２７～２９年度の湧水量を教えてください。 

 

  ○事務局 

   具体的な数値につきましては、後日回答いたします。 

 

  ○会長 

   都市河川というものは人工的なものを入れて景観を守ることが一つの手段であ

ることは確実なので、空堀川についても水が大量に浸透する箇所を人工的に止め

て水量を確保することが必要だと思います。これについては、経費が掛かること

ですが検討していただければと思います。 

 

  ○委員 

   東大和市にある事業所が空堀川に１日当たり総量の半分である５千トン放流し

ています。残りは下水道に放流しています。全量を放流すれば良いのですが、そ

の場合は東大和市に下水道料金としての歳入がなくなるので難しいようです。 

 

  ○委員 

   １６頁の「施策Ｎｏ.２６ 下水道未接続事業所・家庭等への徹底指導」ですが、

空堀川のいくつかの箇所で汚水が流入しており、悪臭がします。 

   また、大雨時に下水管に流れない分が道路や家屋に入り込んでしまい衛生的な

面から非常に心配している市民がいます。 

 

  ○会長 

   具体的な事例ですので、市として対策を講じていただきたいと思います。 

 １８頁の「施策Ｎｏ.３０ 有害化学物質の使用・排出量の把握」について、「大

気への排出量が１５０，０２６ｋｇ」と記載されていますが、具体的にどのよう

な物質が排出されているのですか。 

 



6 

 

  ○事務局 

   具体的な物質名等につきましては、後日回答いたします。 

 

  ○会長 

   ほかにご意見、ご質問等はありますでしょうか。 

 

・・・意見、質問等なし・・・ 

 

○会長 

それでは、議事２については以上とさせていただきます。 

 

では、議事１の「平成３０年度グリーンカーテンコンテスト審査」を議題とし

ます。 

   事務局から採点結果の報告をお願いします。 

 

○事務局 

グリーンカーテンコンテストにつきましては、各審査員の皆様に事前審査いた

だき、ありがとうございました。 

採点結果につきましては、スクリーンの「平成３０年度グリーンカーテンコン

テスト採点総括表」をご覧ください。 

   個人部門につきましては、合計点の高い順に「Ｃ、Ａ、Ｊ、Ｄ、Ｆ」となって

おり、「Ｃ」以外の作品の中で市長の点数の合計が最も高い作品は「Ａ」です。 

   団体部門につきましては、合計点の高い順に「８、１、３」となっており、「８」

以外の作品の中で市長の点数の合計が最も高い作品は「１」です。 

   事務局からの報告は以上です。 

 

○会長 

只今、事務局から採点結果の報告がありました。資料２「グリーンカーテンコ

ンテスト審査要項」に基づき、合計点の高い順から最優秀賞、優秀賞を決定し、

優秀賞の作品の中で市長の点数の合計が最も高い作品を市長特別賞とすることに

なっております。 

個人部門については、最優秀賞は「Ｃ」、市長特別賞は「Ａ」、優秀賞は「Ｄ」、

「Ｆ」、「Ｊ」でよろしいでしょうか。 

 

・・・異議なし・・・ 

 

○会長 

次に、団体部門については、最優秀賞は「８」、市長特別賞は「１」、優秀賞

は「３」でよろしいでよろしいでしょうか。 

 

・・・異議なし・・・ 

 

  ○委員 

   グリーンカーテンコンテストの入賞者の方に取材して、土作りや肥料のやり方

などのコツを聞いて市報やホームページで周知することにより、今後グリーンカ
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ーテンコンテストに参加しようと思っている人にとっての参考になれば良いので

はないでしょうか。 

 

  ○会長 

   事務局から、審議会として受賞作品についてのコメントを求められていますが、

この場では中々決めづらいので、事務局がグリーンカーテン作成の際に苦労した

点などを簡単にまとめて、写真とともに「寸評」も掲示するのが良いと思います。

よろしくお願いします。 

 

 ○事務局 

   わかりました。 

 

  ○会長 

議題１の「平成３０年度グリーンカーテンコンテスト審査」については以上と

させていただきます。 

   続きまして、次第４の「その他」、「平成３１年度以降の環境審議会のスケジュ

ール」について事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

それでは、資料８をご用意ください。 

平成２３年度に策定いたしました「東村山市環境基本計画」ですが、計画の期

間が平成３２年度までとなっており、平成３３年度に新たな計画の策定が必要と

なります。 

新たな計画策定の準備期間は２か年必要であると考えており、平成３１年度は、

現在の環境基本計画のふりかえりと新しい計画策定に向けた方向性の決定をテー

マに審議会を３回開催させていただきたいと考えております。 

第１回については、８月から９月の開催を予定しており、議事の内容といたし

ましては、現在の環境基本計画をふりかえりながら新しい環境基本計画の方向性

について協議させていただき、今後の策定の流れ、１０月に実施予定のアンケー

ト調査の実施方法や設問案等について報告させていただきたいと考えておりま

す。 

第２回については、１２月頃に開催を予定しており、市民や事業者へのアンケ

ート調査の結果報告をさせていただきたいと考えております。 

第３回については、３月頃の開催を予定しており、第１回、第２回の協議内容

を踏まえて事務局で作成した新計画の骨子案について協議させていただきたいと

考えております。 

平成３２年度は、平成３１年度に策定された骨子をベースに新しい計画の策定

をしたいと考えております。  

平成３１年度以降の環境審議会のスケジュールについての説明は以上です。 

 

  ○会長 

   資料８の平成３１年度以降の当審議会のスケジュールですと、第３回目の会議 

だけで骨子案を作成するのは難しいと思います。新たな環境問題の発生や、次の

１０年間の計画作成という観点から、慎重に議論する必要があります。事務局案

のスケジュールだと、第２回目の会議でアンケート結果報告とありますが、これ
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は会議で行う必要はないのではないでしょうか。 

 

  ○委員 

   アンケート調査も重要ですが、環境部署以外で作成している基本計画との兼合

いをつけながら、新たな環境基本計画を作成することを検討していただきたい。 

 

  ○会長 

   環境基本計画を推進するためには、市各部署の横断的なつながりが重要ですの

で、計画策定や評価実施の際には関係部署を集めていただきたい。それによって、

事務局が回答できない事項について、その場で詳細に回答できるようになります。 

 

  ○事務局 

   市の第５次総合計画が平成３３年度に切替わりますので、これらの計画等との

兼合いも鑑みながら検討してまいります。 

 

○会長 

   平成３３年度からの計画は改定版ですので、骨子案作成後に市民や事業者への

アンケート調査を実施して、その意見等を審議会に諮るやり方が効率的だと思い

ます。委員の皆様いかがでしょうか。 

 

  ○委員 

   ある程度原案（骨子案）のある方がアンケートを作りやすいと思います。 

 

  ○会長 

   それでは、事務局には、平成３１年度以降の環境審議会のスケジュールについ

て、今回の会議の意見を踏まえて回数や内容についての見直しをお願いします。 

 

  ○事務局 

   わかりました。ご意見ありがとうございます。 

 

○会長 

それでは、最後に事務局から何かありましたらお願いします。 

 

○事務局 

今年度の審議会は本日で終了となります。来年度の審議会は先程申し上げまし

たとおり、来年の８月から９月に開催できればと考えております。詳細が決まり

ましたら後日調整させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

また、事務局から２点情報提供がございます。１点目は、本日ご出席いただい

ております東京ガス多摩支店様から、当審議会委員の皆様を対象とした新宿ショ

ールーム視察会のご提案をいただいております。時期は１月頃を予定しておりま

すが、詳細につきましては改めてご案内させていただきますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

２点目としまして、１２月１８日（火）から１２月２３日（日）までの期間、

中央公民館展示室におきまして「東村山市環境フェア」を開催いたしますので、

是非ご来場いただければと思います。 
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事務局からは以上です。 

 

４ 閉会 

 

○会長 

それでは、本日の審議会は終了とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

 

 

【補足】 

 

  ・湧水量について 

H２７年度 

湧出量（流量） 

H２８年度 

湧出量（流量） 

H２９年度 

湧出量（流量） 

１４．３４６㎥/min １３．６３６５㎥/min １３．３６０４（㎥/min） 

 

 

 ・適正管理化学物質について 

   毎年度、「東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保

条例）」第１１０条に基づき、年間１００ｋｇ以上の適正管理化学物質（５９物

質）を排出している工場、指定作業場からの使用量の届出を受理します。 

平成２９年度の東村山市における１５事業所からの大気へ排出される適正管理

化学物質は、アセトン、スチレン、クロロホルム、酢酸エチル、ヘキサン、メタ

ノール、イソプロピルアルコール、トルエン、キシレン、ベンゼン、酢酸ブチル、

メチルエチルケトンの１２物質です。 

 

 


