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２ 開会 

  委員自己紹介 

  事務局職員紹介 
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４ 議事 
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４ その他 
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５ 閉会 
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会  議  経  過  

１ 委嘱状交付 

  荒井副市長が市長代理として、久野委員、上村委員、森川委員、小林委員、小田

委員、原田委員、田口委員、長嶋委員、秋元委員、清水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 環境審議会への諮問 

 

４ 議事 

  〇会長 

 それでは、議事を進めます。 

 

○事務局 

 では、副市長は他の公務がございますので、こちらで退席させていただきます。 

 

―副市長退席― 

 

〇事務局 

 それでは、資料１をご覧ください。本資料につきましては、事前に配布させて

いただいておりますので、そちらの内容について概要を説明させていただきたい

と思います。 

 まず１頁をお開きください。本市では平成２３年度から平成３２年度までを計

画期間とする第二次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。なお、上段の「東村山市環境基本計画推進

状況点検評価にあたって」の中には、第一期、第二期基本計画と表記されており

ますが、正しくは第一次、第二次ですので、後ほど修正させていただきたいと思

います。 

 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させていただいており

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。 

 

 続きまして５頁をお開きください。「項目１.地球温暖化対策の推進」ですが、

市内の公共施設や家庭から排出される二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスに

ついて排出削減の啓発を推進いたしました。また、多摩湖町地域の公共交通不便

地域の解消に向けた一助として、ところバスの乗り入れについて検討を進め、平

成３０年１０年１日から実証運行を開始し、それに伴いバス停設置工事や公共交

通マップの改定を行いました。 

 



3 

 

 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

シの配布、フードドライブ、水切り動画の作成により、食品ロスにおける啓発活

動を行いました。また、国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」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」を心掛けた運転をしていただくよう促すエコ

ドライブ講習会を３回開催し、２４０名の参加がございました。 

 

 続きまして、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」ですが、東村山駅において高架橋の築造工事が

進められ、駅周辺において事業用地の取得及び高架橋の基礎杭の施工や仮線土工

などが進められました。 

 

 続きまして、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き続き実施いたしました。 

 

 続きまして、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４８回開催いたしました。また、フリーマーケットの拡充

を図るため、市内に１３回のフリーマーケットを開催し、リユースの推進及び拡

充を引き続き実施いたしました。 

 

 続きまして、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、菖蒲田内に排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を行いました。また、「淵の森対岸緑

地」の保全を図るため、９６１.１１㎡を公有地化いたしました。 

 

 続きまして、３４頁をお開きください。「項目７.農地の保全と育成」ですが、

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き続き実施いたしました。

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７年が経過し、イベントが定着しております。 

 

 続きまして、３７頁をお開きください。「項目８.水辺環境の整備、水循環の保

全・回復」ですが、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、

水路整備の工事を行いました。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）の清掃活動等を引き続き実施いたしました。 

 

 続きまして、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、しょうちゃん池のかいぼり事
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業を実施いたしました。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２０１１」に基づき、都市計画道路の整備に合わせて街路樹、

歩道植栽の効果的な整備を行い、緑豊かな都市空間のネットワークを引き続き推

進いたしました。 

 

 続きまして、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

道地区において地区計画の決定や用途地域等の変更を行いました。 

 

 続きまして、４６頁をお開きください。「項目１１.歴史的、文化的遺産の保全」

ですが、地域住民の安全と文化財保護のため、「久米川の富士塚」「万年橋のケヤ

キ」「浅間塚」の除草や高木処理を実施いたしました。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。概要につきましては長くなりましたが以上のとおりでございます。 

 

 推進状況の点検評価といたしましては、「項目２.省エネルギー・省資源の推進」

「項目６.緑化の推進、良好な自然環境の保全・回復」「項目９.生態系・生物多様

性の保全」の３項目について、これまでの実績に上乗せされたと捉えまして、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。 

 なお、この点検評価に対して事前にいただいた質問への回答は、本日配布いた

しました資料５-２としてお渡しさせていただいておりますので、こちらをご覧く

ださい。質問をいただいた内容で市として対応できるものにつきましては、今回

の報告書に反映させていただきたいと考えております。以上で、平成３０年度東

村山市環境基本計画推進状況点検評価の報告となります。よろしくお願いいたし

ます。 

 

〇会長 

 ありがとうございました。多岐にわたっておりますが、順番というよりは、皆

さんお気づきの点をどこからでも、何頁もしくはわかる質問範囲で結構ですので、

ご意見ございますでしょうか。 

 

〇委員 

 １点だけよろしいでしょうか。今日配られた資料５-２の一番前についているペ

ーパーですが、これは私の質問に答えていただいてありがとうございました。１

点だけちょっと確認したかったことがありまして、施策Ｎｏ.８３のみどりと公園

課のところで、上から４つ目に「市民活動団体や市民が云々」と書いてあるあた

りの話は提案させていただいて、追記しますということで、これはよかったなと

思っているのですが、下から３行目にあるように、環境基本計画全体で市民が主

体的に行っている同様の事例はほかにもっとあるのではないかという気がしてい

ました。これについてまた全部見直すというのもなかなかつらい作業なので、そ

こまでああだこうだ言うつもりはないのですが、やはり市民協働という流れの中

でかなり市民が頑張ってやっているというのも、もう少し載せてあげてもいいの

かなという気がすごくしたのですが、いかがですかね。 
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〇事務局 

 確認いたします。 

 

〇委員 

おそらくすぐにはできなかったものと思います。 

 

〇事務局 

 申し訳ございません。本日の議事録をまとめた際に間に合えば、そこで反映さ

せていただければと思っています。 

 

○委員 

 そうですね。そういう感じで来年度以降やっていただくといいかなと思いまし

た。 

 

〇委員 

 事前配布の２８頁「６.緑化の推進、良好な自然環境の保全・回復」の評価が「Ａ」

になっています。評価は「Ａ」になってはいるのですが、施策Ｎｏ.５５の保存樹

木などは随分減っていますし、同じく施策Ｎｏ.５６の保存生垣も短くなっており

ます。それと施策Ｎｏ.６３のつる性植物など６６本から生垣１６本という激減と

いうのは何があったのでしょうか。これで評価が「Ａ」ということが気になりま

す。 

 あと、いろいろ質問事項も提出したあとに読み返してみて、これは「Ａ」でい

いのかなというような疑問を感じました。 

 

〇会長 

いかがでしょうか。 

 

〇事務局 

 みどりと公園課のほうに再度確認します。 

 

〇委員 

 若干そういう疑問を感じました。 

 

〇委員 

 別にみどりと公園課を弁護するわけではありませんが、ここで「Ａ」評価にし

た根拠は、おそらくここに出ている菖蒲田内に排水路を設けて生物多様性を増進

するようなことをやったということが大きく脚光を浴びているのだと思います。 

 これについては、私のところにだいぶ要望のようなものがありまして、予算を

つけてやっていただいて、結果的にはトウキョウダルマガエルが結構増えてきて

いるようなところにつながってきているので、そこにスポットを当てたというよ

うに理解しています。 

 ただ、ほかの委員さんがおっしゃる話は私も前々からすごく感じていて、今回

だけではありませんが、保存樹木などはなかなか難しいのかもしれませんが、生

垣などはもうちょっと増えてもいいかなと思っている部分もあります。そういっ

た意味ではもうちょっと努力していただくようなことはやっていただいたほうが
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いいのかなと考えております。 

〇委員 

 生物多様性というか空堀川の生態系についてちょっと補足で発言したいのです

が、昨年、御成橋のところに武蔵野線の排水がありますが、あそこのちょっと下

のほうで子どもが見慣れない魚を捕まえました。ナマズのような魚なのでよくよ

く調べたらアリアケキバチではないかと思います。あそこに棲んではいけない魚

が棲んでいるわけです。あそこに浄水橋の際にワンドがあるのですが、以前それ

をかいぼりをして生物調査をしたときには小さいスッポンがいたのですが、みん

な食用ガエル（ウシガエル）とかアカミミガメに食べられてしまったらしくて、

次の年にやったら１匹も捕れなかったのです。そういう生物保護のほうにももう

ちょっと目を向ける必要があるかなと思いました。 

 

〇会長 

 それでは今ご指摘がありましたので、担当課に一応確認していただくというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

〇事務局 

 貴重なご意見をありがとうございます。先ほどお聞きしたように、確かに水路

の整備工事という部分と、この項目が「６.緑化の推進、良好な自然環境の保全・

回復」ということで、水田の水路の工事とさらに施策Ｎｏ.５４になります淵の森

対岸緑地は大きな予算を投入して買ったということがありますので、ここを市と

しては最大限評価をさせていただきました。それと、生垣補助です。 

 

○事務局 

 先ほど施策Ｎｏ.６３番でつる性植物の無料配布はちょっと減ってしまってい

るのですが、生垣造成費の補助のほうを拡充させていただきましたので、そこは

「Ａ」評価というように捉えさせていただいております。 

 

○事務局 

 生垣も、実は大阪府北部地震でブロック塀が倒れて子どもが亡くなったという

事件を受けて、補正予算で生垣の対象の単価を上げたり、危険なブロックを排除

するような施策を行ったということで、市としてはトータルとして「Ａ」にさせ

てもらったという考え方です。 

 

〇会長 

 一応審議会での質問事項ですので、原課のほうに戻していただいてよろしいで

しょうか。 

 

〇事務局 

 はい。確認させていただきます。 

 

〇会長 

 ほかに何かございますでしょうか。 
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〇委員 

 すみません、月曜日に決まったものですから、資料をいただいて質問するのが

間に合わなかったのですが、３６頁の施策Ｎｏ.７２について、防災協力農地の周

知で看板を５カ所設置ということでしたが、全体ではどのぐらいの数があるのか

ということと、防災協力農地というのは何かあったときに具体的には何を協力し

ていただける農地なのでしょうか。 

 

○事務局 

 肥沼委員が農業委員長ということで一番詳しいのですが、防災協力農地数につ

いては所管に確認しなければならないと思っております。 

 

○委員 

 結構たくさんあるのですか。 

 

〇事務局 

 はい。これは一軒一軒の農家さんとの協定ではなく、ＪＡさんと市が協定をし

ておりますのでかなりの数です。ただ、相続の関係で農地は年々減っていってし

まいますので、そういった意味では新しいところに看板を建てることをやってい

ます。災害が起きたときに、避難所にも行けない、例えば大地震で大火災になっ

た場合に農地は火が来ないということで、とりあえずそこに逃げてください、身

の安全を確保してくれということでの防災協力になります。もっと言えば、ビニ

ールハウスを持っているお宅がありますので、そこを使っていいよというお話も

いただいていますので、非常手段という意味で農地に駆け込んでいただいてもい

いという内容になっています。 

 

〇会長 

 よろしいでしょうか。ほかに何かございますでしょうか。 

 

―意見、質問等なし― 

 

〇会長 

 では、こういう会議ですので、何かあったらまた戻してもらって結構です。 

 続けてお願いいたします。 

 

○事務局 

 では、「令和元年度グリーンカーテンコンテスト審査」に移らせていただきます。 

 グリーンカーテンコンテストについては市長に確認しなければいけない項目が

できたということですので、とりあえず現時点での採点結果についてご報告させ

ていただきます。グリーンカーテンコンテストにつきましては、委員の皆様、お

忙しい中、採点をしていただきましてありがとうございます。採点結果につきま

してはこれより投影させていただきます。 

 

〇事務局 

まず、個人部門のほうですが、合計点の高い順に G,E,D,F,H となっておりまし

て、G以外で、市長賞のほうを決めるのですが、Eと Dで市長の点数の合計が両方
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とも同じ点数になっておりまして、只今、市長のほうに確認したかったのですが、

市長のほうが留守だったので、市長賞については後日確認させていただくという

ことで、本日はよろしいでしょうか。取り合えず、上位３個につきましては、G

と Eと Dという形になります。G,E,D,F,Hとなります。 

団体部門のほうにつきましては、合計点の高い順に、６、７、８となっており

ます。 

こちらも同様に、６以外の７と８の市長の点数が両方とも同点となっておりま

すので、市長賞につきましては、後ほど市長に確認させていただきたいと思って

おります。こちらのほうからの報告は以上になります。 

 

〇会長 

これでよろしいでしょうか。 

 

〇会長 

市長賞については、事務局から市長に確認していただくことにします。 

 

〇事務局 

確認させていただきます。 

 

〇会長 

 団体部門の最後の９番、ひまわりですが、募集がつる性植物になっておりまし

た。皆さん多分お分かりかと思いますが、つる性植物に限ってしまうとどうして

もみんなゴーヤになってしまうのですね。そういう意味では少しいろいろな変わ

った形で、この写真でわかると思いますが、あまり遮蔽効果はないとしても、丹

念にこれだけ育てれば何らかの影響があると思うので、もし来年も継続するので

あれば、募集要項から「つる性植物」を外すというのはいかがでしょうか。せっ

かくの努力でもみんなゴーヤではちょっと芸もないしということなのですが、皆

さんいかがでしょうか。募集を「つる性植物」にしてしまっているので、どうし

ても制限が掛かってしまうと思うのですがね。 

 

〇委員 

 「つる性植物」を外すと、屋上緑化など限りなく広がる可能性があるのかなと

いう感じがありますので、グリーンカーテンという観点からは難しいと感じます。 

 

〇委員 

 タイトルとして「グリーンカーテン」という言葉を残せばあとはどういうもの

でもいいというぐらいの縛りだったら、そんなに違和感なくできるのかなと思い

ます。 

 

〇委員 

 グリーンカーテンというより光を遮断して熱効率を下げるような形ですから、

別にゴーヤとかにしなくてもいいのかなと思います。緑のカーテンであれば年間

通してでも構わないわけですので、建物に対してエコの環境を保つような植物の

カーテンであればいいのではないかと思います。 
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〇委員 

 たまに家中を覆っていたりするのもあると思うのです。ツタ類とか、先程のよ

うなカーテンですよね。 

 

〇職務代理 

 もう一つ、個人部門Ｄの写真の撮り方なのですが、内から撮るとすごくいいな

と思っているのですが、内から撮るといかにも涼しそうに見えるのですよ。だか

ら、その辺の撮り方はもう少し外と内とあるといいなと私は思っているのですが

ね。 

 

〇事務局 

 では、来年、前年度の優秀作品みたいな形でこういう写真などを掲載させてい

ただくと、参考にはなるかなと思います。 

 

〇委員 

 つるを外してしまうのはいいのですが、そうすると普通の多年草の樹木があり

ますよね。単年草に絞るというのでやるのか、多年草を許容するのか、そこを決

める必要があると思います。やはり推進したい項目に絞り込むような形は、ある

程度何か残したほうがいいような気がします。いや、そんなのは外して全部木が

あってもいいやというふうにすると、古くからあるような人たちがどんどん応募

するとかいうこともあるので、そこら辺はよく考えていただいてということだと

思います。あまり全部に行うとまずいのではないかと思います。 

 

〇会長 

 そうですね。緑のカーテンは一年生植物ならおそらくそれでよいと思うのです。

確かに何かそういう縛りは考えてしまいますね。 

 

〇事務局 

 その年度に作成したグリーンカーテンというような形でいかがしょうね。 

 

〇会長 

 ですから、一年生植物というふうにしてしまうのはいかがでしょうかね。 

 

〇事務局 

 そうですね。つる性ではなくてもいいのですが、多年生ではない一年生植物に

するというのはどうでしょうか。 

 

○会長 

 一年生植物にしてしまえば単年度ですからね。 

 

○事務局 

 そうですね。では、その辺のご意見を踏まえて来年は募集をさせていただきた

いと思います。 
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〇会長 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。これもだいぶ定着してきまし

たからね。 

 応募数は増えているのですか。そんなには変わらないですかね。 

 

〇事務局 

はい、変わらずです。 

 

〇会長 

 毎回同じ人が出てくるとか、そういうところはいかがでしょうか。 

 

〇事務局 

 それはほとんどないです。 

 

〇会長 

 大丈夫でしょうかね。ちょっとそれもまた気になりますね。どうしても、同じ

人が出してくるといつでも同じ人がもらっているということになるので、規定を

設ける必要はないけれども、それは一応チェックしていただきたいと思います。 

 

〇会長 

では、続きまして次の議題に移らせていただきます。 

 

〇事務局 

 続きまして、先ほど副市長のほうから諮問させていただきましたとおり、東村

山市環境基本計画の改定についての報告をさせていただきたいと思います。 

 今年度と来年度の２ヶ年で基本計画を策定するのですが、本年度につきまして

あくまで基礎調査という形を取らせていただきました。そちらに関して本年度調

査等業務についてのプロポーザルを行いまして、業者を選定させていただきまし

た。そして、株式会社建設技術研究所様と契約を締結したところでございます。 

 本日委託業者でございます株式会社建設技術研究所様にご出席いただいて、本

年度の基礎調査業務の工程等についてご説明をいただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 ただいまご紹介にあずかりました株式会社建設技術研究所の笹岡と申します。

本日、児島と私の二人で参っております。どうぞよろしくお願いいたします。着

座にてご説明させていただきます。 

 資料１２からご説明させていただきます。本年度の「東村山市環境基本計画策

定に係る基礎調査の内容について」でございます。まず、基礎調査といたしまし

て、「１.１ ①環境を取りまく現状の整理」を行ってございます。こちらに関し

ましては、国内外の動向、及び近隣県での環境政策、市の関連計画について整理

を行ってまいります。主な項目といたしましては表１のほうに掲載しております。 

 

 続きまして、２頁にまいりまして、②、③、④は市の地域特性ということで、
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自然的条件、社会的条件、各分野の現状整理を行ってまいります。具体的な調査

項目といたしましては、表２にお示ししております。 

 

 続きまして、３頁にまいりまして、「１.２ 現行計画の検証」でございます。

こちらは点検評価のほうでも評価されているところですが、２０１１年策定時か

ら現在まで１０年足らずの間の経年評価をさせていただく予定にしております。 

 

 その次、「１.３ 市民、事業者意識調査」の詳細はこの後ご説明いたします。 

 

 「１.４ 課題の整理」ということで、１.１から１.３の調査から課題を抽出い

たしまして、それを計画改定の視点を基に整理していくというものでございます。

整理した結果を次期計画の骨子案として整理いたします。 

 

 最後４頁に実施スケジュールがございますが、基礎調査はまず現在着手してお

りまして、１２月頃まで継続して行っていく予定となっております。現行計画の

検証についても同様でございます。また、市民、事業者意識調査についても同様

でございます。課題の整理をその後１２月から１月、２月頃に行いまして、その

結果を次回の環境審議会３月にご報告させていただく予定にしております。資料

１２については以上でございます。 

 

〇会長 

 はい、分かりました。このあとにアンケート調査ですね。その前に、基礎調査

ですから細かいことは要らないので、計画とか戦略とかいろいろ出ていますが、

ＩＰＣＣが最終報告している今後の気候変動もしくは変化について今何が予測さ

れているかというものを付けられませんでしょうか。それは政府でも何でもない、

科学的根拠を持った将来予測なので、それをどこかの項目に入れておいて、たぶ

んそれを受けていろいろな国策なり何なりを作っているので、できればその項目

を入れていただきたいのですが。 

 

〇事務局 

 承知いたしました。 

 

〇会長 

 それほど大袈裟でなくていいです。そんなに細かくなくていいので、日本語版

になっているもので結構です。よって、「世界の動向」のところに１点だけ入れば

よろしいかと思います。 

 

〇委員 

 すみません、もう進行中ということなので今さらな感じもあるのですが、今日

頂いている資料で基本計画の推進状況を見て思うのですが、東村山市の環境基本

計画だから市トータルとして考えなければいけないかなと思います。そのときに、

ライフサイクルアセスメントみたいな感じで、全体の収支ですよね。市で出す排

出ガストータルとか、あるいは燃料として資源を購入する総量とか、あるいは排

出するＣＯ２の総量であるとか、それにかかるコストですね。どれぐらいのお金

がエネルギーコストとして市外に流出しているのか、あるいは市内に入ってきて
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いるのか、そういった視点のアセスメント的なものは何かないのでしょうかね。

今日ざっと見ただけなので、そういう研究とか指標のようなものがあればぜひ入

れてほしいと思いました。 

 ごみ焼却の件では、ライフサイクルアセスメントでトータルのエネルギー収支

を出すソフトがあって、そこに入れていくとわかるというものがあったのですが、

何かそういうものがあったらいかがでしょうかね。おそらく、ごみのほうに関わ

ることが多いので、ごみのほうは、リサイクルが素晴らしいと言っても、リサイ

クルするためにものすごいＣＯ２を出しているといったことがありますが、そう

いうことは市全体をトータルで見渡すとあると思うのです。その辺は重点的にや

るところと、縦割りではなくて一緒にやるところが見えてくるのではないかと思

うのですがね。 

 

〇会長 

 それは業務量を増やすわけではなくてですね。各分野の現状の地球環境の最初

のところに、「温室効果ガス排出のエネルギー消費量」というのがありますね。こ

こにそういった市全体のＬＣＡ的な何かでわかりやすいものでですね。イントロ

的になるので、ここにそういうものがあればよくいくと思うのですよね、今のご

質問でお願いいたします。ですから、ちょっとその辺を考えていただいてよろし

いでしょうか。 

 

〇委員 

 千葉大の倉阪先生がエネルギー永続地帯というのをやって、エネルギーだけで

すが、エネルギーの収支がプラスになるかマイナスになるかということで自治体

を調査されています。美住リサイクルショップへ２度ほどお呼びしてお話を聞い

たのですね。ですから、おそらくエネルギーだけは研究室に資料があるのではな

いかと思います。 

 

〇会長 

 ちょっと自己宣伝になりますが、緑の分布のところに、私がかつて東村山市の

緑のＣＯ２吸収量を計算してありますので、ぜひそれを活用していただきたいと

思います。１回航空写真を使ってやってあります。それはもう５、６年前のこと

で、そちらのどこかにあるはずです。 

 

〇事務局 

 確認いたします。 

 

〇会長 

 やはり市の緑というものもこういうことに対する評価になると思います。これ

はそちらが調べるのではなく、私が調べた結果で結構ですので、お願いいたしま

す。 

 

〇委員 

 一つ質問があるのですが、１０年ぐらい前にこれを作ったじゃないですか。結

局、これの最後のアウトプットは改定案を作ることになるのですか。そこまでは

まだ決めていなくて、とりあえず時代が大きく変化したから今みたいな大枠で議

論して骨子をまとめて、そのあとどうするかというのはまた議論する感じですか。 
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〇事務局 

 そうです。来年度の話になります。 

 

〇委員 

 わかりました。 

 

〇事務局 

 そのために、今年、基礎調査をして課題を出した中で、そこで具体的に市とし

て何ができるのかについて、この場で諮問させていただきますので、ご議論いた

だければと思います。 

 

〇会長 

 ほかによろしいでしょうか。それでは、市民アンケート調査票に移りたいと思

います。 

 

〇事務局 

 では、資料１３「市民アンケート調査票」でございます。まず条件等の説明で

ございますが、こちらのアンケートはウェブ調査を予定しております。１８歳以

上の東村山市民を対象といたしまして、回収数は５００程度を目標としておりま

す。また、回収の際は回収した市民の年齢が人口構成に近づくように回収するこ

とを予定しております。実施時期は１１月下旬頃を予定しております。 

 

 調査票の中身でございますが、１頁目はご挨拶文のあと属性についての質問が

３頁の上半分ぐらいまで続いております。３頁下半分の（２）からが環境に関す

る設問となってございます。「問８」では環境に関する事柄について知っています

かということで、「ＳＤＧｓ」「気候変動の影響への適応」「生物多様性」「東村山

市環境基本計画」、これらについての認識を問う設問となっております。 

 

 ４頁にまいりまして、「問９」では東村山市が行っている環境に関する取り組み

について認識をお伺いするものです。取り組みとしましては、「東村山市ごみ分別

アプリ」「リサイクルフェア」「東村山５０景」「東村山市環境フェア」「グリーン

カーテンコンテスト」を記載しております。 

 

 続いて、「問１０」では東村山市の環境についてどのように感じているか、市民

の方の満足度及び重要度をお伺いするものでして、下の表にあります①～⑭の項

目について満足度と重要度をお伺いいたします。 

 

 ５頁「問１１」では東村山市の大切な環境ということで、具体的に自由記載で

大切と思う場所とその理由を記載してもらうものでございます。 

 

 続いて６頁「問１２」では、家庭で日頃行っている取り組みについてというこ

とで、詳細は表にございますが、空調、照明、テレビといった日常の中で取り組

める環境によい行動といったものをいつも行っているか、時々行っているか、と

いったところを答えていただき、行う予定がない方にはなぜ行わないのか取り組

まない理由を答えていただくという設問になってございます。 
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 ７頁「問１３」、家庭におけるエコ設備の利用状況について、こちらは表に示し

ていますように、市の助成制度があるものとないものに分けておりまして、太陽

光発電ですとか、雨水貯留槽、ＨＥＭＳ、断熱窓といったものについての利用状

況をお伺いして、利用の予定がない場合にはその理由をお伺いするという内容に

なってございます。 

 

 続いて８頁「問１４」では、東村山市の環境に関する情報を現在どのような方

法で入手しているかをお伺いします。 

 

 続いて「問１５」では、今後環境に関する施策やイベント開催などの情報をど

のような方法で知ってもらうとよいかをお伺いする設問となっております。 

 

 続いて９頁「問１６」は市の環境行政についてですが、こちらは東村山市の環

境施策についてどのように感じているか満足度をお答えいただくものでございま

す。 

 

 １０頁「問１７」では、今後、東村山市が環境基本計画を推進していくうえで、

具体的にとっている手段としてどのようなものが重要であると考えるかを市民に

お伺いするということで、環境に関する情報提供、環境教育、または市による先

進的な環境配慮技術の投入等といったところをお伺いしていく設問となっており

ます。 

 

 最後の「問１８」ですが、自由記載で東村山市の環境について自由にご意見、

ご要望を書いていただくという設問になっております。市民アンケートの内容は

以上です。 

 

 続いて、資料１４「事業者アンケート調査票」でございます。これについては

郵送のアンケートを予定しております。市内の電話帳に登録されている事業者さ

んから５００社を抽出して調査を行う予定としておりまして、こちらも１１月中

に郵送する予定にしております。 

 

 １頁目が全文ということでご挨拶文を付けております。２頁目は事業者の特性

をお伺いするものでございます。３頁目からが環境に関する設問となっておりま

す。まず「２.事業活動による環境問題への対策について」の「設問５」は、基本

的な大気、水質、土壌、騒音といった項目について対策を行っているか行ってい

ないかをお伺いする設問となっております。 

 

 続いて「３.環境保全活動の実施状況について」ということで、環境管理をどの

ように行っているか、ガイドラインの策定、環境マネジメントの実施、環境報告

書の作成など、そのような項目の実施状況をお伺いするものです。「設問７」では

温室効果ガス削減目標、削減計画について、そういった計画を策定しているかを

お伺いする設問となっております。 

 

 続いて４頁の「設問８」でございます。事業所で取り組んでいる地球温暖化対

策についてということで、具体的には再生可能エネルギーの導入、建物・施設の
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省エネルギー化、エネルギーマネジメントシステムの導入といった項目について

の実施状況をお伺いする設問となっております。「設問９」では、事業所で取り組

んでいる廃棄物の減量や資源リサイクルについてお伺いするもので、廃棄物ゼロ

に向けた取り組みや資源の分別・リサイクルなどを実施しているかをお伺いする

設問となっております。 

 

 続いて５頁「設問１０」では、生物多様性保全の取り組み状況ということで、

生物多様性保全に関する方針の策定ですとか、生態系への配慮といった取り組み

の実施状況をお伺いいたします。「設問１１」では環境ビジネスについてというこ

とで、環境保全に関する製品の製造ですとか、またはそういった商品・サービス

の販売・提供を行っているかをお伺いする設問となっております。「設問１２」で

は事業所で取り組んでいる環境配慮活動ということで、環境に関する広告等の発

信、イベントセミナー等の開催、保全活動への協力といった項目の実施状況をお

伺いするものとなっております。 

 

 続いて６頁にまいりまして、「設問１３」でＳＤＧｓの取組状況及び認識につい

てお伺いする設問となります。それについて、ＳＤＧｓに取り組んでいるか、ま

た内容を知っているかをお伺いいたします。その下にございます「４.東村山市環

境基本計画について」ということで、東村山市環境基本計画について内容を知っ

ているか、内容は知らないが聞いたことがあるか、聞いたことがないかについて

お伺いいたします。 

 

 ７頁にまいりまして「設問１５」といたしまして、こちらは先ほどの市民アン

ケートと同じ設問でございますが、東村山市が取り組んでいる施策について満足

度をお伺いする設問となっております。 

  

 最後８頁も市民アンケートと同様に、東村山市が環境基本計画を推進するうえ

で具体的にとっている手段の重要度をお伺いする設問でございます。 

  

 最後に「５.東村山市の環境に関するご意見」ということで自由に記入していた

だく設問を設けております。以上が事業者アンケートの内容でございます。 

  

〇会長 

 市民アンケートと両方で結構ですので、何か質問はございますでしょうか。市

民アンケートのところで、３頁の環境に関する認知度の質問はものすごくざっく

りした内容ですので、答えに何を期待するのかなと思います。こういうアンケー

ト調査はどんなデータが欲しいかという期待度があるのですよね。そうすると、

例えば「気候変動の影響への適応」というのは、ほとんどの人は知らないですよ

ね。知っていたら変だと私は思います。ですから、少し項目立てが難しいと思い

ます。「ＳＤＧｓ」というのは具体的ですよね。これはすぐにわかりますよね。「生

物多様性」と言われてもなかなかイメージしづらいですよね。これは項目がざっ

くりしております。それで、最後の「東村山市の環境基本計画」を持ってくるの

はものすごく具体的ですが、ここは逆に要らないと思います。 

 というのは、目的が環境基本計画に反映させるということですよね。そうする

と、この「問８」はなくてもいいのではないかと思うのですけれど、どうでしょ

うか。これを聞かれても、じゃあと言って、どういうふうに基本計画に盛り込む
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かというのは、この項目は難しいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。なく

てもいいような気がしませんか。あるのならもうちょっといろいろ温室効果ガス

とか、どんどんそうなっていきますよね。具体的には、稀少植物とか外来生物と

かいろいろな項目を増やさざるを得なくなってくると、ちょっとここは散漫にな

ってしまいます。これがなくても別にこれが基本計画に大きく響くとは思えませ

ん。皆さん、いかがでしょうか。必要でしょうか。ほかは結構具体的ですが、こ

こだけ質問事項がぼやけている気がいたします。 

 

〇委員 

 でも、属性のすぐ後ろにあって、属性ではないけれども認知度、どういう意識

の人が回答をしているというのは結構大事かなと思います。 

 

○会長 

 その認知の内容が重要ですよね。 

 

○委員 

 ここでは１個２個でもいいような気がします。「ＳＤＧｓを知っていますか」の

ような、ざっくりとした質問でもいいのかなと思います。 

 

〇委員 

 「気候変動の影響」ではなくて高温化とかいろいろありますから、環境に関す

る言葉の中身を変えてはいかがでしょうか。例えば温暖化現象とかですね。 

 

〇委員 

 これはクロス集計することを当然考慮しているのでしょうね。そうすると、こ

の「問８」は何とクロス集計することを想定していますか。 

 

○事務局 

 基本的にまずは年齢層ということになりますかね。 

 

○委員 

 いえ、「問８」とほかの問いについてはどうでしょうか。基本項目とクロス集計

しかしないと思います。この「問８」から「問８」以降に出てくる問いの項目と

はクロス集計することを想定していないのであれば、あまり意味がないのかもし

れないというのが、たぶん森川先生のおっしゃることなんじゃないかということ

です。ですから、あとの質問と何かクロスしておもしろい結果が出るような問い

に差し替えたほうがいいぐらいかもしれません。ちょっと僕にはそれ以上わから

ないですけれどもね。 

 

〇委員 

 仮に、この人がどのぐらい環境の知識を持っているかというレベル感が知りた

いのであっても、やはりざっくりとし過ぎている感じはするので、先程、会長が

おっしゃられたように、私のよくやっている生物多様性の分野では「外来種」と

か「希少種の重要性」とか、そういう言葉を知っているかみたいなことで評価し

たほうがまだ全体の計画は立てやすいかなという感じがします。どうしてもおや

りになるということであればですね。今もおっしゃっていましたが、最後はクロ
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ス集計の話になるので、それを最後にどうやって結論に結びつけていくのかとい

うところがもうちょっと見えてくるといいなと思います。 

 

〇委員 

 シナリオがどういう方向に向かっているのかというところですよね。 

 

○委員 

 そうですね。シナリオが重要ですよね。 

 

〇会長 

 それこそ「中国から飛来してくる超微量物質」とかですね。具体的にあると意

識がどうかということがわかりますよね。後ろに重なってくるのですが、とにか

くものすごくざっくりとした質問で後ろとつながりがないので、何か今、我々が

話題としている微量物質だの外来生物だのというものをちょっと考える必要があ

りますね。外来生物だと難しいとすれば、「外来生物による危機」とかちょっと説

明的に入ってもいいから、もうちょっと具体的な項目のほうがいいかなと思いま

す。 

 

〇事務局 

 今ちょっと想定したのですが、例えばキーワードを幾つか列挙しておいて、知

っている単語に丸をつけてくださいとか、そういう形でしょうか。 

 

〇会長 

 それでもいいと思います。キーワードを並べて、今話題になっているというか、

世界が注目していたり、話題になっていたりというものを入れてみてはどうです

か。だから、例えばこの中に「放射能汚染」が入ったっていいわけです。 

 

○事務局 

 あとは「海洋プラスチック」であるとかですね。「知っていれば丸をしてくださ

い」といったような形とかですね。 

 

○委員 

 「特定外来生物」なんかは罰則規定があるわけですが、そういうものを知って

いるか知らないかとかですね。よく空堀川なんかに行くとハルシオンギクなんか

が咲いているときれいだから摘んでいってしまうのですよ。あれは移動させては

いけない植物なのです。オオキンケイギクなんかは罰則ですからね。食用ガエル

とかですね。ですから、アカミミガメはまだ罰則がないのですけれども、食用ガ

エルは駄目だとかですね。そんなようなのがあるわけですからね。 

 

○会長 

 では、この「問８」についてはもう１回検討していただきたいと思います。こ

れは一応会長に一任していただいて、相談させていただいた後に項目を立てると

いうことでよろしいでしょうか。では、相談させていただいて決めていきたいと

思います。 

 あと、細かいことですが、お住まいの町名で「その他」はないと思います。細

かい話はあとでもう１回チェックしていただければと思います。 
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〇事務局 

 すみません、補足ですが、今の「問８」でＳＤＧｓというものがありましたが、

こちらは同じ設問を事業者アンケートでも、ＳＤＧｓを知っていますかというふ

うに聞いています。東村山市は今、最上位計画である総合計画も改定作業中でし

て、やはり総合計画もＳＤＧｓを基本に据えているということで、向こうの計画

では市民の方に対してＳＤＧｓを知っていますかということは調査していませ

ん。そういう意味では、ここで我々が初めて市民の方と事業者の方に実施します。

市としては総合計画でＳＤＧｓを盛り込みますので、この結果は非常に興味深い

ものがあります。 

 

〇会長 

 ですから、ＳＤＧｓというのはある意味では具体的なんです。だからそういう

ものを入れて原案を出してもらって、それでいけばいいと思います。 

 

〇委員 

 すみません、ちょっと別な話ですが、市民アンケートのほうはウェブ調査とい

う話をされていました。５００件でしたよね。それは世の中一般でよくやられて

いるウェブ調査のように、これに回答すると謝礼を渡すみたいな感じでやるとい

うことですか。 

 

〇事務局 

 民間の調査会社さんを利用させていただきまして、調査会社さんのほうに登録

されているモニターさんを対象とするという形になります。ですから、ポイント

などをもらうような形になるかと思います。 

 

〇委員 

 わかりました。ちょっと危惧するのは、私は若い人の回答が多いほうがいいと

思っているのですが、そうすると結構年齢層が若いほうにシフトするという可能

性はありませんか。 

 

〇事務局 

 年齢層を市の人口構成にできるだけ近づけて回収することが可能ですので、全

く同じではありませんが、そこまで偏りは出ないと想定しております。 

 

〇委員 

 わかりました。 

 

○会長 

 ほかにございますでしょうか。 

 

〇委員 

 ５頁の「問１１」は地図があってそこに書くみたいな感じですよね。ウェブ調

査ということは、どうやって回答するのかなと思っているのですが。 

 

〇事務局 
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 自由記載は記入していただくので、文字で打ち込みという形です。 

 

〇委員 

 では、地図ではないのですね。「位置がわかるように（所在地など）出来るだけ

詳細に記載してください」というのは文字で打つということですね。 

 

〇会長 

 ほかにございますでしょうか。 

 

〇委員 

 「問９」ですが、この５つを挙げたのは、この５つが一押しということですか。

何かもうちょっとあるのでしょうか。構築しているバランスが悪くて、この５

項目がバラバラな感じがするのですがね。 

 

〇事務局 

 特にこういうものということはありませんが、一応市の方にもお諮りして、と

りあえずこれを挙げてという形だったので、もしほかにございましたら追加する

なら可能です。 

 

〇委員 

 そうすると増えてしまいますけどね。 

 

○会長 

 あまり増えると書きづらくなりますよね。 

 

〇会長 

 問いに「具体的な取り組み」というふうに「具体的」と入れるともう少し明確

になると思います。 

 あと満足度などでいろいろな項目が挙がってくるのは、基本計画の項目にある

程度は対応させているわけですよね。 

 

○事務局 

 そうです。 

 

〇会長 

 それがないと何もできないわけですね。 

 何でも結構ですが、ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 私が先ほどＩＰＣＣの将来予測を入れてもらいたいと言った意味は、これは行

政の方にあえて言いたいのですが、今回のいわゆる災害でも異常気象、急な豪雨

被害とかいうのは実は予測されているわけですね。ということは想定しているは

ずなのです。ですが、災害が起きると「想定外」という言葉を使うのですね。私

はけしからんと思うのです。想定されているはずなのに「想定外」で逃げるとい

うことです。これは駄目ですから、ぜひ行政のほうでも注意していただきたいと

思います。というのは、福島原発も「想定外」だったと思いますが。今回の台風

や何かもみんな平気で「想定外」とおっしゃいますが、ＩＣＰＰの報告や何かで

異常気象が起きたり災害が起きたりということを言っているのだから想定されて
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いるのです。それなのに「想定外」という言葉は駄目なので、行政はぜひその視

点でやっていただかないと、何かのときに市から「これは想定外だよ」という答

えが出ないようにしていただきたいのです。ぜひともお願いいたします。そのた

めにも、ＩＣＰＰの報告とか何かをぜひ付けておいていただきたいということで

す。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 

〇委員 

 事業者アンケートのほうですが、３頁の「３.環境保全活動の実施状況について」

というのがあるのですが、「設問６」「設問７」で「実施を検討している」と回答

された事業者さんへの支援みたいなものは、何かお考えになっていることがござ

いますか。 

 

〇事務局 

 アンケートとしましては、そういった検討をしているけれども実施していない

というような事業者さんがどの程度いらっしゃるかというところをまず把握させ

ていただきまして、今後の施策へどのようにつなげていくかというところを次の

段階で考えていくというようにしております。 

 

○委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

〇会長 

 「環境報告書（ＣＳＲ報告書）」となっていますが、これは別個だから同一化さ

れてしまうのはまずいのではないでしょうか。環境報告書とＣＳＲ報告書は別個

で、このごろ大きな会社は環境報告書を出さなければいけないことになっている

けれども、それはＣＳＲ報告書ではないですよね。ＣＳＲ報告書は要らないので

はないでしょうか。ＣＳＲになると別個に立てなければいけないでしょう。 

 

○委員 

 そうです。環境との関係がなくなってしまいますね。 

 

○会長 

 確かに環境に関係なくなると思います。 

 

○事務局 

 同一ではないではないと思います。どちらかという意味の「ｏｒ」じゃなくて

ですね。 

 

○委員 

 そうです。「ｏｒ」じゃなくてです。 

 

○会長 

 （ここは「環境報告書（ＣＳＲ報告書）」というふうに）括弧がついてしまって

いるのです。 
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〇事務局 

 ＣＳＲには環境に関する情報も必ず入っているかと思いますので、義務的にや

っている保存活動というよりは、環境に関する情報を報告書として作成して公開

しているかというような意味でですね。 

 

〇会長 

 ＣＳＲというのは会社の社会貢献だから、社会貢献しているかということと環

境は別なので、これは括弧を外したほうがいいと思います。 

 

〇事務局 

 入れるとしたら「ＣＳＲ報告書（環境）」みたいな形でしょうか。 

 

〇会長 

 逆ならまだわかりますがね。無理してつける必要はないと思います。それも検

討してください。事業者さんがわかりやすいようにしないといけませんからね。

ほかにございますでしょうか。 

 

―意見、質問等なし― 

 

〇会長 

 それでは、ここまでのところで大丈夫でしょうか。次の項目は何かありますか。 

 

４ その他 

 

〇事務局 

 では、その他といたしまして、今後のスケジュールについてです。今年度第２

回目の環境審議会につきましては、この基礎調査を踏まえた形で３月頃に開催を

予定させていただきまして、本日いろいろご議論いただきましたアンケート調査

の結果などを報告させていただきたいと考えております。 

 

〇会長 

 実は、私も長年言い続けてきて実行されたことは確か１回か２回だったのです

が、環境問題というのは縦割り行政の中で横糸なのです。それで今度具体的に出

てきますので、できればそれぞれの原課の方に出ていただきたいと思います。出

ていただかないと審議会でどんな議論をされているのか、あるいは具体に飛んだ

ときに、「やはり原課に聞かないと」みたいになってくるとうまく成立しないの

で、これはぜひお願いしたいと思います。これは前も何回か申し上げているので

す。というのは意識の問題だと思います。各原課も環境問題に意識があれば出て

くるはずなのです。それがないということは行政として意識が低いと思います。

何も課長でなくても構わないですから、やはりどなたかが出てほしいのです。み

んなの意見が全部録音されて全部流れるわけではないのですからね。ですから、

やはりこういうところに来ていただくということが重要なので、ぜひお願いいた

します。 

 

〇事務局 

 はい。ありがとうございます。 
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〇会長 

 皆さん、そう思いませんか。 

 だって横糸ですからね。ほかに何か、この際だからというものはございません

か。よろしいですか。 

 

〇委員 

 また草刈りの問題で申し訳ないのですが、今、下堀公園と空堀川沿いのふれあ

い公園で草を刈って、うちの理事長のポリシーというか考え方として、刈った草

は堆肥にできるということで、公園の一角を堆肥、別にし尿を掛けて腐らせると

いう意味ではないですよ。それを自然にやっておけば嫌な匂いも出ないし、堆肥

にできるわけです。それで公園の周りの生垣に堆肥を置くのです。あと、草を刈

るのも少し低めにしてとかですね。要するに、草を刈って秋水園に持ち込むと、

それだけ秋水園の税金も掛かればＣＯ２も出るわけです。そういうことをしない

で、そういうふうにリサイクルしていけばいいのではないかということで、一部

はそういうふうにやっているのです。 

 別に汚くしているわけでなく囲って積んであるだけなのですが、そうするとご

近所の方で、「ＣＯ２とかそんなことは関係ない。うちの近くにそういうものがあ

るのは醜いから嫌だからやめてくれ。秋水園に持っていけ」と言う方もいるわけ

です。それで、１１月に秋水園のほうに堆肥にならないようなものは持っていっ

て焼却処分しようとするのです。要するに、市民の自治会さんなり何なりの環境

に対する啓蒙が必要なのかなというふうに感じているのです。それをどうやって

いくかということも、個々の問題としては、そういうところの自治会さんなりに

お願いするしかないのかなとは思ってはいるのですが、ちょっとその辺悩みごと

があるのです。いいお知恵があれば拝借したいのですが。 

 

〇会長 

 それは、やる前の審議会でもしょっちゅう話題にしている東京都の条例がいけ

なくて、農地で焼却禁止でしょ。エネルギーを使って焼却場へ持っていくわけで

すよ。本当は農業残渣ぐらい農地で燃やしていいはずなのです。それでいつも言

うのですが、幼稚園生が時々農家の方の協力を得て芋掘りをやっていますが、私

はやるのなら最後に焼き芋までやれと言うのです。掘って洗って持って帰るので

はなくて、最後の焼き芋までやるのが本当は大事なことなのです。それは東京都

の条例だからしょうがないにしても、市から問題を挙げていってほしいのです。 

 一番問題はもちろんビニールや何かを燃やすことですが、それはそれこそ農家

の方々のモラルの問題なので、そこを徹底さえすればどんどんやるべきですよ。

煙りのたなびくのが農地ですからね。どうもそのことがそうやって全部に響いて

くるのですよ。全部がチョビとか何か、それで堆肥なんて臭いとか、どうしても

そっちに行ってしまうのですからね。やはりそういった視点をぜひ都のほうに上

げていただきたいといつでも言うのですが、なかなか実施してくれないのです。 

 

〇委員 

 すみません、それの関連で思ったことが１つありまして、只今、原田さんがお

っしゃったような話は、僕のところもそうかもしれないですが、市役所のパート

ナーで一生懸命環境をよくしようとしている人たちなどのグループって結構ある

じゃないですか。データが出たあとで具体的にどういうことをしようというテー
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マで、そこから意見を吸い上げるようなシステムを作っていただけるといいと思

うのです。特に市民協働の時代なので、それがないともう行政は成り立たないは

ずなので、そういった意味でそういう意見を吸い上げる場を設けていただくのが

いいのではないかと思います。ここに来ている３団体とか４団体もそうかもしれ

ませんけれども、みんなすごく一生懸命悩んで頑張っているところなので、いろ

いろアイデアはあると思うわけです。そういうことができればいいなと思いまし

た。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。 

 

○会長 

 ３月までございませんので、ほかにございませんか。この際ぜひというのは。

よろしいでしょうか。 

 それではここで終わりたいと思いますので、事務局にお返しします。あとはお

願いします。       

       

○事務局 

 １１月１２日から１７日まで環境フェアを中央公民館でさせていただきますの

で、皆さんお時間がございましたらぜひいらしていただければと思います。関係

団体の方も出ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

５ 閉会 

 

○事務局 

 では、以上です。本日はお忙しい中、ありがとうございました。 

 

 

 

【補足】 

（Ｐ４）環境基本計画全体で市民が主体的に行っている同様の事例は・・・ 

・淵の森対岸緑地(八郎山緑地)で活動する「淵の森の会」は、令和元年６月２３

日に市と締結した協定に基づき、緑地の保全・管理をして頂いている。自然環

境を良好な状態に保つため、希少動植物の生息に配慮し、下草刈り、除草、支

障枝の除去を行っている。 

  ・熊野公園で活動頂いている「熊野公園ボランティアの会」の方々が公園内で  

アメリカザリガニ等の外来種防除や、公園利用者に対して、なぜ外来種がいけ

ないのかといった意識啓発等、生物多様性推進の取組みを行っている。 

（Ｐ５）今年度の配布数が激減している理由 

    単価の高い種類に希望が集中したため、予算の都合上、配布した本数として 

   は少なくなっている。 

（Ｐ６）防災協力農地看板設置状況 ４０か所（Ｒ１．１２．１６現在） 


