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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 令和２年度第１回東村山市環境審議会 

開 催 日 時 令和２年７月２２日（水）午後２時～午後４時 

開 催 場 所 北庁舎 ２階 第４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 幹雄 委員、 上村 麻弓 委員 

原田 秀二 委員、 増田 勝義 委員 

田口 親子 委員、 長嶋 光洋 委員 

秋元  宣 委員、  清水  淳 委員 

（市事務局） 野崎  満 副市長 

       平岡 和富 環境安全部長 

       高柳  剛 環境安全部次長 

       倉持 敦子 環境・住宅課長 

       吉田 祐太 環境対策係長 

田村 博文 住宅係主任 

宮田 利澄 環境対策係主事 

●欠席者： 

小林 正隆 委員 

 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

 
傍聴者数 １名 

会 議 次 第 

 

１ 委嘱状交付 

２ 開会 

  （１）委員自己紹介 

  （２）事務局職員紹介 

３ 議事 

 （１）第３次東村山市環境基本計画骨子（案）について 

（２）温室効果ガス排出量の現状と削減目標について 

４ その他 

  今後の環境審議会のスケジュールについて 

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 吉田、宮田 

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 委嘱状交付 

  野崎副市長が市長代理として、増田委員に委員委嘱状を交付した。 

 

２ 開会 

  （１）会長あいさつ （２）傍聴者の確認 （３）配布資料確認 

 

３ 議事 

  〇会長 

 これより、令和２年度第１回東村山市環境審議会を始めます。早速事務局から

資料の説明をお願いいたします。 

 

〇事務局 

〈計画（案）について事務局より説明を行った〉 

 

〇会長 

 ありがとうございました。 

 

○会長 

 事務局の案で、事務局に確認したいのは今日の審議会でどの部分を主に議論し

てくれというのはあるのですか。 

 

○事務局 

 こちらの骨子案につきましては確認をいただいて、何かご意見があれば聞かせ

ていただきたいという形です。 

 修正した方がいいというようなご意見があれば、反映させていきたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○会長 

 何かございますか。 

 

○委員 

 全体的なところですが、総合計画があって環境基本計画があって、横断的な取

組とか、各部署と連携してみたいなことが書いてありますが、この計画に落とし

込んでくるときに分野別になっていますので、その個別の施策については庁内で

具体的なものが固まったら記載しますということで、本来なら環境基本計画があ

って、そこに則った施策があるというのが普通だと思いますが、時間的なことや

いろいろあって難しいとは思うのですけど。その辺の、これ、分野別にして庁内

で調整してしまうと、またいだ施策というのはなかなか出てきにくいのではない

かと思います。その辺の流れはどんなですか。 

 

○事務局 

 一応大本になります総合計画がありまして、それを踏まえてわれわれの環境基
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本計画がありまして、さらにその下にもう少し細かい分野別の計画がありますけ

れども、関係所管の横の連携で調整しながら今、進めているので、そこだけ単独

で進んでいって、ほかは置き去りということではなく、一緒に並行して進めてい

ます。 

 

○委員 

 ごみ減量審議会からここに来ていますが、ちょうど先週、ごみ減量審議会も始

まって、そのときにも出たのですけど。それはこっちの計画だから、あっちの計

画だからとか、それはうちと違うからとなってしまうので、なるべくそうならな

いように環境審議会で調整してくださいという話で、はい、わかりましたという

ことだったので。私はごみの方はわかるのですけど、ほかの分野、緑とかありま

すよね、そういうところとどんな感じでやり取りをされていらっしゃるのですか。 

 

○事務局 

 同じように廃棄物基本計画もそうですし、みどりの基本計画もそうで、関係所

管と常に連携しながら進めておりますので、お互いの進捗状況等も常に把握し策

定をしているところです。 

 

○委員 

 ということは、ここで、もし個別のところで踏み込むところがあっても、それ

はそれを踏まえたうえで提案していただけるということですか。 

 

○事務局 

 その通りです。この環境審議会の前に環境行政推進本部という庁内の部長等が

集まって、市長を本部長としている会議体がございまして、それのさらに下部組

織として庁内検討部会がございまして、その中では課長クラスでも諮っておりま

すので、その中に資源循環部もおりますし、まちづくり部もおりますので、それ

ぞれが意見を出し合いながらまとめているという形です。 

 

○委員 

 はい、わかりました。 

 

○委員 

 関連ですが、この間レジ袋の有料化に関してとかプラごみの一括回収というの

が新聞に載っていましたが、基本目標２にごみ回収に関して、新聞に出ていたの

は２０２２年からの話なのでもっと先ですが、それは資料の表やグラフに影響し

てきますか。もう一回見直しというものが必要になってくるのでしょうか。 

 

○委員 

 おそらく審議会はそのニュースが出る前でしたので、そのニュースは衝撃だっ

たと思いますが、現状では容プラと不燃物ということで、計画上特に変更する話

はありませんので、今のところ情報収集等だけでありますが、今後、今後状況に

応じて変更することになるわけですね。 
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○事務局 

 その通りです。 

 

○会長 

 今の話で１８頁の課題のところで、今の世界の動きですので、きちんとプラス

チックごみの対応はどうするか、関係部署と話し合って書き込んでもらった方が

いいですね。 

 

○事務局 

 課題のところに盛り込むように検討したいと思います。 

 

○委員 

 １１頁の施策体系の模式図についてです。上から３番目の「気候変動対策（→

気候変動への適応）」がありますが、今庁舎内で検討中ということで、暑さ対策の

推進、浸水等による被害防止の推進、その他いろいろあると思うのですけども、

われわれ、みどり系をやっている人間からすると、緑地を守っていくこととか農

地を保全していくことというのは、たぶんものすごく影響力が大きいはずだと思

いますので、そういうことが漏れなくチェックできるような体制を取っていただ

くのがベターだと思います。農地の保全とか緑地の保全というのは一例なんです

けども、ほかにも結構そういうことがあるのではないかと思います。 

 ３０頁の先導プロジェクトの気候変動のプロジェクトの中で２）取組内容でい

くつか例示されているのですけども、緑を守っていくこととか、あるいは農地を

守る、水辺環境を守るとかというのが一言も出ていなくて、それでそのままずる

ずる行っちゃうのは政策としては怖いなという感じがしましたので、そういうお

願いをしようと思いました。 

 

○委員 

 基本目標３の方に自然環境の保全ということで、その辺の内容が含まれている

のでしょうか、気候変動のところではなくて違うところでうたわれているのでし

ょうか。 

 

○委員 

 気候変動対策の中で緑を守っていくことというのはものすごく大きいのではな

いかと思います。そういう意味で、ほかのここに書かれていないことでも、漏れ

なく政策を立てていただくことがすごく重要だなと思いましたので、そのような

意見をしました。 

 

○会長 

 重要なことだと思います。例えば２５頁の「施策の方向性」、水の問題ですが、

水循環という言葉が多々出てきますが、ほとんどの人が循環というイメージを持

ってないと思います。そこで、この緑地の問題で、緑地は水の一回土壌に入った

ものを大気に戻すという、それこそ循環で、緑地の重要性をここに入れるべきで

す。ですから、例えば「健全な水循環の実現」に緑地の保全が欲しいのですね。

だいたいの数字を申し上げますけども、今、東京都の降水量がだんだん増えて２，

０００㎜とすると緑の蒸発散量が４００～５００㎜、そのぐらいあるので循環と
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いうイメージがきちんと市民の人にわかっていただかないと、ほとんどの人が使

っている方の水はわかるけど、「循環」を言われた途端に何だろうとなるので、も

う少しこの循環の中身がわかるようにしてほしい。それと、緑の保全というのは

逆にこれこそ循環の重要な役割なので、これをぜひ書き込んでいただきたい。 

 

○事務局 

 ご意見を踏まえて検討します。 

 

○会長 

 併せて２０頁で、緑地の現状が、図１１、これは計画公園であり現状ではない

のですね。ですから、これをそのまま使用すると、市民の方に誤解を与えかねま

せんので、きちんと現状の緑を見せていただきたい。これを見ると緑がないので、

これ以上は駄目というイメージです。ぜひこの部分は、やはりこれだけあるんだ

というものを見せてほしい。そうすると守ろうという気になりますので、お願い

します。 

 

○事務局 

 はい、ありがとうございます。 

 

○委員 

 今の関連で、前回ご紹介した「未来カルテ」というのが、７月７日に２０５０

年の「未来カルテ」が出て、そこに緑の計算したものがあるのです。最近、空き

地に勝手に雑木林をつくるというのが世界的にも、日本の……。 

 

○会長 

 日本の問題は里山の放棄した農地。 

 

○委員 

 パリやロンドン等で、はじめの方が最初に放っておきます。その土地に雑草が

生え、雑草が全体を覆っていくと木が増える。雑木林が成長していって、成長す

ると手入れをほとんど入れなくても、小さなところにも緑地が増える。それが点

在することで、グリーンビルドってどこかにありましたけど。そういう林とか農

地ではないけれども土地も活用するみたいな。それも入れていただければ、すご

いいいかなと思います。 

 

○会長 

 ただ、自然植生の回復だけに頼るのではなくて、私たちは自然に人間活動でい

ろいろなマイナスなことを行っているので、責任としてはやはり人が自然を回復

しなければいけない。たしかに日本なんかは雑木林がありますが、そうではなく

て、もっと早く森にする取組をやっていかなければいけない。ですから、ヨーロ

ッパ社会の放っておけばというのは、それは駄目でしょう。 

 

○委員 

 いろいろあるみたいで、ただ、そういうことも視野に入れていただけると。 
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○委員 

 ２０頁のこの図面を見ると緑地の配置が偏っていますが、載っているのは公共

緑地、東京都のものが主であり、将来的に残るものだと思いますが、東村山市は

商業都市でもないし、工業都市でもない、住宅都市、住宅地ですね。やはり住宅

都市に合った環境というものを考えて入れてもらってというのがあるし。あと、

緑の創出、つくるということ。この配置を見ると本当に偏って、東京都とかそう

いうのは将来的に残るでしょうけど。市の方で基金を持っているわけですよね、

例えば東村山で緑のないところの、これから相続等でたぶん生産緑地とかそうい

うのも売りに出すと思うので、１，０００坪とか５００坪でも買って、そこに森

をつくるということをやるというのも一つの方法ではないかと思います。ですか

ら、まちの中にこういうものをつくる、創出していくという。保全していくとい

うのは大変なんですよね。どっちにしろ市内の農地はこれから減っていくと思い

ます。住宅都市ですので、住んでいる人の環境を考えたものをつくっていくのが

いいのではないかと思います。 

 

○委員 

 今の話でも農地がだんだん減ってくる。要するに、農地というのは雨水を吸収

して水循環に対して非常に重要な森と同じように、畑は大切なものです。この中

に書いてあった雨水浸透ますがなかなか普及していないということで、雨水浸透

ますや雨水トレンチなどを普及啓発しないと、いくら新しく家ができました、雨

水浸透ますを置いておいてくださいという形では、意識が高まらないと思います。

それも環境の分野ですね。 

 

○会長 

 そういう問題が、感性・感覚で環境問題は語られてしまっています。ですから、

これらについても具体的な数字を出していかないと、感性・感覚だけで大事、大

事だではなくて、そこから何かわかる数値を並べていくことも大事だと思います

ので、わかる内容をぜひお願いしたい。 

 

○事務局 

 ご意見を踏まえて検討します。 

 

○委員 

 少し角度を変えた意見で、今、緑地の話が出ていましたが、２１頁で生物多様

性の話を今まではかなり薄めの書き方だったと思うのですけど、しっかり書いて

いただいて、本当にいいことだなと思いましたが、ちょっと細かいことはあまり

言いたくないのですけど、事実認識がちょっと違っているんじゃないかというと

ころが幾つかあります。狭山公園とか八国山緑地の緑地の特性がちょっと正確に

把握されていないような感じがしまして、もう少し修文していただいた方がいい

かなと思うところがありました。 

 つぎに、２１頁の下の方でアライグマとハクビシンということで、アライグマ

は完全に特定外来生物ですけど、ハクビシンはそこまで至っていないということ

で「鳥獣被害」という言葉を使われているのですけど、どうもここが言葉として

しっくりいかない感じがしまして、「農作物被害」とか「外来生物による生態系へ

の影響防止」ぐらいの感じで書かれてみてはどうかと思いました。 
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 そして、２２頁の「生物多様性の保全」の柱書のところですが、今議論になっ

た「緑の基本計画」の中でも検討し始めているのですが、その中では違う言葉を

使っていて、そこは整合性を取っていただいた方がいいかなと思います。 

 

○事務局 

 ご意見を踏まえて検討します。 

 

○委員 

 （１）が結局在来生物の保全のことなのかなと私が認識しておりましたが、言

葉がよくわかりませんでした。（２）が多分外来生物の関係で、（３）も何を言お

うとしているのか、私にはよくわかりませんでした。それで、たぶん先ほどから

出ている緑の創出であるとか、あるいはネットワーク化の話をしているのであれ

ば、そういうことを書いていただいた方がいいと思います。あるいは、別なこと

で考えていることがあるのですが、どのぐらい希少種というか、在来種が市内に

生息しているかという、生物多様性のための基礎的な調査を市民主体でやってみ

たらどうかと考えているのです。例えばそういう調査を市民協働でやっていくよ

うな、そんな視点のことを書いていただくと、すごく前向きな提案だし、実現す

るとしては結構高いかなと思ったのですけど。 

 

○会長 

 それは何回か前の審議会で「東村山市の生き物たち」というものでちゃんと調

べて冊子にしたらどうですかという提案は何回かしているので。実現しないので

す。 

 

○事務局 

 みどりと公園課と調整させていただきたいと思います。 

 

○委員 

 その関連でよろしいですか、アライグマ、ハクビシンもそうなんですが、食ガ

エルなんか、あれも特定外来生物になりますよね。それと、あと植物の問題で、

やっぱり特定外来生物でオオキンケイギク。特定ではないのだけど指定外来生物

で、アレチノギクなんて河原にいっぱい咲いて。あと、指定外来生物でワルナス

ビとか、ああいうのは生えてしまうとどうしようもない。それは私たち公園だと

よく見かけるけれど、農業の方には被害が及んでいないのですか。その辺がちょ

っとわからないので、増田さん、どうですか。 

 

○委員 

 学名で言われてもわかりにくいですね。草の名前ですか。 

 

○委員 

 ナガミヒナゲシなんてオレンジ色のきれいな花が咲きますよね。きれいはきれ

いなんだけども。 

 

○委員 

 あっという間に生えてしまうと、あとは生えるんですよね。 
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○委員 

 だから、そういったような、取っても取っても防ぎきれないような。 

 

○委員 

 うちの方にはそんなに生えていないと思います。 

 

○委員 

 農業被害があるかどうかというのもあるんですが、一応その辺も注意しなけれ

ばいけない。特定外来生物に指定されているようなものはなるべく排除するよう

な形にしないと駄目だと思って。 

 

○委員 

 たしかに昔の生えていた草よりは新しい草が結構生えていますよね。除草剤で

も枯れないものが増えていますよね。 

 

○委員 

 除草剤で枯れないというのはどんな草ですか。 

 

○委員 

 うちの方で言うと、昔からあるヒデリグサみたいなやつ。花で言うとポーチュ

ラカってわかりますか、それと似ているもの。それは結構、昔からあるけどそれ

は枯れない。 

 

○会長 

 外来種でも、われわれはついアライグマなど動物の方に目が行きがちで、植物

も結構あるので、そういう意味でも先ほど提案した「東村山市の自然」というも

のでどんな植物、動物がいて、これは外来種なのかわからないというのを早く作

った方がいい。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。 

 

○委員 

 まず１１頁の施策体系の「施策の方向性① 温室効果ガスの排出抑制」で、案

で「施策例」が書いてあるのですが、「再生可能エネルギー導入促進、省エネルギ

ー機器等の導入促進」などいろいろ書いてございますが、これはこれから先、国

の方で水素エネルギー社会をうたっております。なので、これから１０年先２０

年先、２０５０年までの間に絶対水素というのがまた主流になってくる時代に突

入するかなと思いますので、水素エネルギーの文言をこちらに入れてもよろしい

のかなと思っております。 

 それと、３０頁ですが、「２）取組内容」の一番下、「大規模災害時に備え、公

共施設への太陽光発電と蓄電池等の自立・分散型エネルギーの導入を進めます」

と書いてあります。質問もありますが、この太陽光発電、これだけに限定してし

まいますと、やはり太陽光発電というのは今年は本当に雨続きで太陽が出なくて

発電できないというような、やはり不安定なエネルギーになっております。その
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中では、これを補完する別のエネルギー源も入れておかないといけないのではな

いかなと考えます。それと、蓄電池ですが、これは知識不足で申し訳ないのです

が、どのぐらい持つ、何日間持つとか、そういうことはあるのでしょうか。１日

ぐらいは持つということは聞いたことがあるのですが、そこら辺の、やはり蓄電

池だけに頼れるものなのかなということもありまして、やはり設備の点も含めて

もっと検討していただければと考えます。 

 最後、環境学習ですが、いろいろと実施されているのですけど、いろいろな企

業さんも環境学習を進めております。親子の環境学習とか、なので、そういう企

業さんとの連携ということも入っておりますので、そういうところも検討してい

ただくとよろしいかなと考える次第です。 

 

○委員 

 関連していいですか、その学習のところですが、ここの文面を読んですごく感

じたのは、市が関与している環境学習のことはしっかり書かれているのですけれ

ど、その周辺のものが全く書かれていないという事実に気付きました。例えば私

の環境団体では、今年も始まっているのですけども、市内の小学校の児童に、総

合的学習という時間があるのですけど、そこで１コマとか２コマ受け持たせても

らって、実際に北山公園とか八国山で自然の体験をしてもらうとか、あるいは歴

史を学ぶとか、そんなこともやってきているのですね。これは私のところだけで

はなくて、狭山公園とか八国山の指定管理者で一つのパートであるＮＰＯｂｉｒ

ｔｈ（バース）という団体があるのですけども、そこもほかの学年の環境学習を

持っていてしっかりと体験してもらってというところがあるので、そういうのも

含めてトータルに把握できるような、そういうことをやっていただけるといいの

かなと思うのです。すごく、自分が環境学習の先生をやった感覚から言うと、や

っぱり影響力はとんでもなく大きいので、その１時間なり２時間、この市という

のはこんなに面白い環境なんだよとか、あるいは省エネの話もあるかもしれませ

んけど、そういうのをしっかりやっていくという意味ではもう少し幅を広げてや

っていただいた方がいいかなと思いました。 

 

○委員 

 関連して、実はここの中にも先導プロジェクトで３１頁のリサイクルショップ

は、もともと環境部だったときにできた施設で環境活動の拠点という位置づけで

できたのですが、部署が分かれてしまって、今はごみのことだけやっていて、せ

っかく横断的な環境基本計画なり総合計画があるのであれば、ぜひ、そこの委員

をしているのですごい希望なんですけど、環境とごみとか、あるいは別の分野で

もいいですけど、一つの総合的な学習施設みたいな形で、新しいものをつくって

くださいというのは無理だと分かるので、今あるものを生かしてそういう拠点と

してリサイクルショップでもいいですし、今度秋水園の中にも情報発信の施設が

できると思いますし、あるいはいきいきプラザの中でもいいですし、どこかまと

めて環境に関して、今環境と言うとものすごい広いじゃないですか。環境部と資

源循環部とか、同じ部署にしてしまえば一緒にやるんですね。だけど、分かれて

いるところは本当に分かれてしまっているので、ぜひここで、１０年間の計画を

ここで立てるわけですから、ここで今入らなかったら１０年間もう手遅れの状態

になると思うので、ぜひそこに、これだけはまとめてもらいたい。 

 そして、今、市民団体とおっしゃったのですが、私、東村山エナジーという団
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体に入っているのですけど、よく探してみると水とか川の関係の環境の方とか緑

の方はいらっしゃるんですけど、環境問題の市民グループがありません。もう少

し啓発が必要なのではないかと思います。市民グループで、自然を守るというの

はあるんですけども、環境問題とかそういった、いわゆるグローバルな環境とい

うグループはないですね。ですので、もう少し何かサポートがあるといいなと思

います。 

 さらに、ここに先導プロジェクトの案が出ているのですが、私は正直言って、

中身があまり先導のようには見えないので。せっかく総合計画も同時に環境基本

計画もみんな一緒にこれから１０年の計画を立てるというのであれば、もうちょ

っと冒険してもいいのでは。例えば、一例なんですけども、不登校のフリースク

ールってあるじゃないですか。フリースクールで、どうせ学校に行かないのだっ

たら毎日公園に行って自然を勉強するフリースクールとか、自然の中で動物を育

てるフリースクールというふうに、そこでボランティアとかいろいろなことも可

能じゃないですか。人も育つし、たぶん学校の教育に合わない子がいっぱいいて、

それは自然と一緒にいるとものすごく素晴らしいものにする。いろいろだと思う

のです。そういうお子さんたちもたくさんいると思うのです。そうすると、そう

いうふうにものすごく総合的に取り組むということをぜひ、副市長もいらっしゃ

るので、トライアルしてもらえるといいかなと思います。 

 それから、もうちょっと小さい話、できそうなところというのは、今、公民連

携とか、私たち東村山エナジーもいただいているのですけど、市民提案型で資金

をいただくプロジェクトがあるじゃないですか、ああいうふうにして環境という

一つのくくりでいろいろな提案を市民から出してもらって、補助金が出るかどう

かは別にして、市で全面的にバックアップする。例えばここに小さな流れがある

から、ここで水力発電してみたいなとか、そういう本当に小さなアイデア、子ど

もでも大人でも誰でもいいので、アイデアを出してもらって、それでいいとなっ

たら全面的に市が応援していく。それで、もしかしたらイノベーションが生まれ

るかもしれないし、何か育てるというか、人づくりとか書いてあるじゃないです

か、まちづくりとか。そういう人を育てるという意味で言うと、そういうのを応

援するのが素晴らしいく、良いのではないか。それは別に予算も不要ですし、気

持ち一つでできると思います。先導プロジェクトの中に、市民発の今後１０年間

の間に何かそういうものが参加できるようなものを市の中に位置づけてもらえる

と、起きないかもしれないですけど、何かが起きるかもしれないと思います。 

 

○事務局 

 はい、ありがとうございます。 

 

○委員 

 続けてしゃべってしまいますけど、この３１頁で、私が今考えているというか、

本当にやろうとしているのは二つありまして、一つはもう始まっているのですけ

ど、北山公園で市民田んぼというのを今年から試行的に始めたんですね。前は学

校田だったところを、学校ではもう田植えはできなくなってしまったので、市民

の側で引き取って、市民がボランティアで田んぼの最初の段階の粗起こしから始

まって、最後に稲刈りして脱穀するまでやるようにしており、今年はただ試行的

に行っていますが、来年からはやはりある程度市民の方々を募集して参加してい

ただいて、一緒にそういう体験をしていただく。そういう体験をしていただくこ
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とによって北山公園や八国山とかの景観を守ることができるし、それ以上に北山

公園の希少種というか、生物多様性が守れるというメリットもある。これは今後

の検討課題ですが、そこでできた稲わらを活用して何か文化の継承みたいなこと

ができないかな。そういう模索もやろうかなと思っているのですね。いろいろ試

行錯誤してやっていくことになると思うのですけど、いろいろなことが出てくる

と思うのですけど、それを起爆剤にしてみんなで環境を守るようなこと、広がり

ができるといいなと考えているのが一つ目です。 

 二つ目が、また先ほどの生物多様性の話に戻ってしまうのですけど、生物多様

性ということで、この冊子のどこかに書いてあったのですけど、生き物調査をや

っているのが市内では北山公園と、あと都立の八国山緑地と狭山公園だけですね。

ほかの地域では、実際ここにどんな生き物がいるかとか全く把握していないとい

うか、トータルでは把握していないような状況だと思います。それを、先ほど先

生もおっしゃっていましたけども、それを市民の手で、イメージとしては誰でも

知っているような、例えばヒグラシとか、幾つかみんなが知っているようなもの

をいつどのぐらい見ることができたか、どこで見ることができたかということを

蓄積していくようなことをやっていけたらいいなと思うのですね。それをやるこ

とによって、自分の住んでいる環境というものを見つめ直していただいて、やっ

ぱり守っていかなければいけないねとつなげていくのが最終目的です。そういう

ことができたらいいなと思っているのですね。 

 今まで生物多様性というのは行政の中ですごく一生懸命力を入れている市もあ

りますが、そうではない市も大半だったという状況ですが、東村山市というのは

狭山丘陵を抱えているということで、生物多様性ということについては相当大事

にしなければいけないところかなと思うものですから、そういうことを思うと、

市民巻き添えでそういうことを、さっきおっしゃっていたような発想につながっ

ていくかもしれないけど、そういうことができるといいなと思っています。そう

いうのを、市役所さんだけではなくて、われわれ民間が入って一緒に考えながら

行動していくような、そういう仕組みづくりができないかなと思います。 

 

○委員 

 空堀川についてですが、私たち「空堀川に清流を取り戻す会」という会で来て

おりますけども、やっぱり基本目標４の中の、２４頁の下の２）課題に「引き続

き国や東京都、周辺地域と連携した広域的な対策を」というのですが、それは長

年の私たちの夢でもあるのですが、空堀川に何とか水が流れないか。ということ

で、やっぱり水辺のある環境というのは、住環境もそうですし、子どもたちや私

たちの生活に潤いをもたらすということで、どこか野火止用水なんかから東京都

に働きかけて何とか水を引けないものなのかということを考えているのです。と

ころが、なかなか市の方は「あれは東京都の管轄だから手を出せない」みたいな

ことらしいのですが、実際問題どう話を持っていけるのかわからない。そういう

中で私たちも空堀川の河原にも植物は当然あるわけで、在来種の問題とかそうい

う調査もやっております。川の中で魚、生き物調査ということでクチボソとかそ

ういったものも調査して、環境フェスタの際に水槽で、空堀川で生きている魚だ

よということをお見せしているのですね。 

 その中で、基本目標４の中の、２４頁の上に公害の問題で「悪臭」があります。

これはガスのにおいだけじゃなくて、空堀川のあそこの野口橋辺りから久米川橋

辺りの間で、おそらく栄町辺りの商店の方から流れてくるどぶだと思いますが、
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におうのですよ。そういう悪臭も、ただガスだけの悪臭じゃないんですね。そっ

ちの方も環境に取り入れていただきたいと思いますし、当然いろいろな、出水川

や空堀川には渇水や瀬切れも発生しているというふうにあるのですが、そういう

中で時たま流れると子供たちがあそこで遊ぶんですね。そういう中に大腸菌など

がどのぐらいいるのかということも、当然ｐＨの問題なんかも私たちも測ってい

るのですが、大腸菌の方は測っていません。でも、これはもう完全にいますね、

あの辺にはね。それが下流に流れて柳瀬川に行くわけですが、残念なことに柳瀬

川で小さなお子さんが亡くなられた。というような川の危険性をもうちょっと学

習の中で水環境でやるときに、私たち今年はやれなかったのですが、川まつりと

いうのを浄水場の前のところをある一定区間区切って、所沢のカヌー教室の人た

ちにご協力いただいて、そのときにカヌーを浮かべて載せるのですが、川の危険

性ということもカヌーを扱っている人たちに教えてもらうのですね。そういうこ

とがぜひとも必要だと思うのですよ。 

 だから、ただ単に水があればきれいでいいね、ではなく水の危険性というもの

も教えていかなければいけない。そういうこともあるし、あと気になったのはさ

っきの大腸菌じゃないですが、この中を見て、あれっと思ったのは「衛生」とい

う言葉が一つも出てこないのですよ。だから、環境衛生なのか、衛生環境なのか、

それはどっちが先か。それは衛生の意味は全部含まれていると思います。含まれ

ている意味はわかるのですが、言葉として「衛生」という言葉が一言も挙がって

いないという事実にちょっと、市は衛生をどう思っているのかと感じたわけです。 

 

○委員 

 一言だけそれに関連して、２４頁の「③水循環」ですが、ここで「下水道普及

率は１００％を維持しており」と書いてありますが、これを書くよりは、その先

に書いてある「水洗化率」が何％かをちゃんとフォローしなければいけないと思

います。普及率というのは家の前の道路まで下水道の本管が来ているという意味

だけで捉えていて、つないでいるかつないでいないかはカウントしていない。む

しろ、接続率は東村山は９８．５％ぐらいだったと記憶しているのですけど、そ

れを上げていく努力というか、それをここには明記すべきではないかと思いまし

た。北川でも時々白い水が流れてきますが、魚がぷかぷか浮いてしまうような事

態も生じているので、やはりそちらを重視して書くべきだと思いました。 

 

○会長 

 東京都が空堀川の木をどんどん伐採していますよね。あれは桑とかの結構大き

い木を切っているでしょう、何か理由があるのですか。 

 

○委員 

 洪水対策の問題ですが、そのことについてはうちの理事長の方が詳しいので。

伐採をやめてくださいという……。なぜ、河原の中に例えば２本あると前後なら

いいけれども左右で短い間隔であるとごみが詰まるからとか。それと、伐根しな

いでくださいと東京都にお願いした経緯もあるらしいのですが。 

 

○会長 

 せっかくカワセミが見られていた木が切られていたりとか。だから、何で切る

のかなと思って、緑としても大切なので。 
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○委員 

 市の方にも要望があったのではないですか。 

 

○事務局 

 所管ではないので、私の方では……。 

 

○副市長 

 以前から切らないでくれという要望はいただいていまして。 

 

○委員 

 切ってくれという要望はあったんじゃないですか。 

 

○副市長 

 両方ありますね。おそらく川の流下能力が落ちるということだと思います。そ

ういう理由だったと思います。 

 

○会長 

 生物多様性がたぶんわかりづらい用語なのは、なぜ守るのかという質問に答え

にくいのですね。それで、私は言っているのですけど、ここにも「豊かな心」と

いうのが前に提案して入っているのですが、それはなぜかと言ったら、生物多様

性をなぜ守るのかというのは私たちの心の多様性を守ることなんです。というの

は、おわかりのように日本はどんどん食べ物から何から全部多様性をなくしてい

るわけですよ。ところが、人間の方は多様性をなくしてきているのに、生物に多

様性を求めるのは変だと私はいつも言うのです。であれば心の多様性を守らなけ

ればいけない。だから、生物多様性を守るということは、私たちの心の多様性を

守ることなんだというのはちゃんと出してほしいですね。そうでないと、生物多

様性を守るんだったら、何で守るんだという質問に答えられないと思うのですよ。

だから、やっぱり私たちの問題なので、そこのところをちゃんと書いてほしい。

生物多様性を守るということは、私たちの心の多様性を守ることなんですよと、

きちんと謳うべきだと思います。 

 

○事務局 

 はい、ありがとうございます。 

 

○委員 

 今のことに大賛成です。私も、この豊かな心にちょっと引っ掛かって、言うの

は簡単だし、心地いい言葉ですけど。豊かな心ってどうやったら育つのかと思っ

たときに、やっぱりＳＤＧｓというのがあって、「誰一人取り残さない」という世

界が今掲げている目標があって初めて豊かな心。つまり自分が大事にされたとい

うことを実感したら人にも優しくなるとか、心が豊かに育つということで、会長

がまさにおっしゃったところだと思います。 

 そうはいっても、ここの市に住んでいたら大事にされているということがわか

ると豊かな心が育つ。そのときに、全体を通して市民がやるべきとか、命令形が

多いような気がするんですよ、全体を通して。市はこうしますよという宣言みた

いなことではない気がします。だから、「東村山市は川を守ります、緑を増やしま
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す」とか、そういう憲法じゃないですけど、市としての宣言というか。だから、

市民がこういう提案をしてきたら受け入れますとか、こういうことを出すんです

よ、みたいな。難しいのですけど、全体を通してそういう印象を受けたので。そ

の辺の言い回しが難しいけど、何か欲しいなと思いました。 

 もう一つ、それに関連して、２３頁に「歴史・文化が息づく、健やか……」と

書いてあります。実は国宝とかすごく古いものも大事だと思うのですけど、実は

懐かしさというか、自分が育った風景が残っているということがものすごく大事。

例えば東村山で育った人が帰ってきたときに、昔のものがなくなっているときの

喪失感ってすごいと思います。やはりふるさとって、若い頃はあまり思わなかっ

たのですけど、それは大事。自分が育ったときにあったものをまた見られたとい

うこと。そういうものがなくなってしまったときの喪失感が人間を凶暴にするの

かなと思ったりするのですね。ということは、国宝だけじゃなくて、今３０ぐら

いの人たちが育ったまちはまだあるわけじゃないですか。だから、古いものとか、

すごく古いものじゃなくても、なるべくなじみがあるものは残していく。 

 １００年前の古民家はもちろん貴重かもしれないけど、今の建物も１００年後

にはすごく貴重なものになるかもしれないけど、その間に壊されていってしまう

わけで。そういう意味での景観を守るというのは、懐かしい街並みを未来に残す。

ちょうど西武園も昭和の街並みのテーマパークになるというところなので。その

辺を多摩湖町とかあの辺は今見たらただのまちですけど、２０年後３０年後とい

うことを見据えて残していく。そういう発想を入れてほしい。それで豊かな心と

いうのが結果として生まれるのではないかな。 

 

○会長 

 要するに、なぜ心の多様性かというと、多様性をなくすと異質なものの排除に

つながるんですよ。みんな、均質になるから。いじめにつながったりするので。

そういうところをきちんとうたってほしいと思います。 

 それから、全生園というのは非常に歴史的な価値があるので、あれは国有地で

すけど、市が言ったっていいじゃないか、了解を得て。ちょっと了解を取ればい

いんで。やっぱりああいうものだって、東村山市の一つの片隅にあったとしても

重要な遺産ですよね。 

 

○事務局 

 「人権の森構想」もありますので、その辺に触れるのもありかなとは。 

 

○会長 

 というのは、今のお話で、自然の話とかだと全部八国山とかあっちの方ですけ

ど、私が住んでいる青葉町は全く遠いので、せっかくのあの遺産もあるので、分

散させる意味でも、あっていいと思います。 

 

○委員 

 今の正福寺の写真が出ている頁（２４頁）の「④景観」ですが、どうしても理

解できないことがあって、上から４行目に「整備された街並みの景観を構成する

要素にも恵まれ」と書いてあるのですけど、整備された街並みの景観って何なん

ですか。これがよくわからなかった。ぜひ修文していただければいいのですけど

も。今ディスカッションされた内容が並んでいるのだったら、そうだなという気
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がする、納得するのだけど。 

 

○事務局 

 表現については精査させていただきたいと思います。 

 

○会長 

 いろいろなことがいっぺんに同じ文章の中に入ってしまったから。ほかによろ

しいでしょうか。 

 

○委員 

 温暖化防止のところで、ぜひ自転車の活用のシェアサイクル、シェアリングエ

コノミーというのを入れてほしいと思って。それをどこかに入れてほしいな。電

動自転車も結構いけると思うのです。ちょっとしか電気を使わない。 

 

○事務局 

 自転車等での移動促進は触れてはいる。 

 

○委員 

 そこにプラス、シェアというのが入ると。今都内でもいっぱいあるじゃないで

すか、市内でもちょこちょこっとありますけど、もっと積極的にやったら、すご

い便利になります。 

 

○委員 

 ２１頁で質問ですけど、湧水の話が上から４行目に出ていまして、「代表的な湧

水が９つ存在しています」という書き方をされています。そもそも東村山の湧水

ってそんなにたくさんあるわけではなくて、９か１０ぐらいしかなかったと記憶

しています。本当に代表的な湧水というところまで言い切れるのかどうかという

のがすごく疑問に思いました。事実関係として、環境省のホームページに載って

いるから、だから貴重だというのはちょっと言い過ぎではないかと思いました。 

 

○事務局 

 わかりました。こちらも表現を検討させていただきます。 

 

○委員 

 同じ２１頁で、先ほどちゃんと説明しなかったのですけど、「④生物多様性」で

「里山の風景や自然が残る」というのは、里山の風景が残っているのははっきり

言って八国山緑地なんですよ。狭山公園というのは里山がベースではないのです。 

 だから、この書き方をしてしまうと訳がわからなくなってしまう。あと、「貴重

な野鳥や昆虫が見られる」のは狭山公園も八国山緑地も共通なんですね。だから、

二つ一緒にして表現を変えていただいた方がいいかなと思いました。さっき説明

をちゃんとしなかったので。 

 それと、まだ拝見させていただいていないので、「④生物多様性」の下の２行に

「意識調査の結果」と書いてあるのですが、意識調査というのは公表されている

のですか。 
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○事務局 

 公表はしておらず、こちらに抜粋で書いている内容のグラフとなります。 

 

○委員 

 全体をどこかで見ることができるのでしょうか。 

 

○事務局 

 ホームページ等には載せていません。 

 

○委員 

 載せていないのですか。今後載せる予定とかは検討中ですか。市民団体として

はすごく見たかったと思っているので。 

 

○事務局 

 一応概要版みたいなものを、基礎調査と概要については前回のときに。資料に

あるのではないかと。 

 

○事務局 

 ただ概要版なので、意識調査のこういった細かい部分が載っていません。 

 

○委員 

 では、何らかの手段で見たいと思います。 

 

○会長 

 ほかにございますか。何でも、この審議会はしょっちゅう開かれないので、全

てを出していただいた方が。 

 

○委員 

 今のところで、「生物多様性」の中で取組として「外来種防除講座やイベント等

を行って」とありますが、どこで何回ぐらい行ってきたのですか。 

 

○事務局 

 こちらはみどりと公園課の主催です。 

 

○委員 

 私が代わって回答しますと、北山公園で１回、あと、かいぼりとかも含めれば

２年に１回とか。今年も開催を予定していると聞いています。 

 

○委員 

 今、川の話が出たのですけど、落合川がすごくいい感じになって。東久留米の

落合川があって、あそこも前は暗渠だったんですね。それをあれして、すごくい

い感じにして。私は２年ぐらい前から自転車に乗っていて、自転車で移動すると

川を中心に移動するんですよ。というのは高低差がなくて、車が通らない遊歩道

が整備されていて。なので、実は車だけに乗っていると気が付かないのですけど、

車で見るまちのルートと、自転車で見るまちのルートは全然違うのですね。電車
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の人は電車のルートで、やっぱり見えるまちが違っている。東村山の場合は川が

すごく多くて、空堀川もあれば、実は荒川から柳瀬川を通って空堀川で多摩湖が

あって、トンネルがある自転車道があって立川の方までとか。自転車道と川を基

点にしてまちづくりにするというのはすごくいいなと思うのです。そうすると、

当然自転車で移動するわけですから、車を使わないとか。 

 あるいは、まちづくりという意味で言うと川沿いのちょっとした喫茶店とか。 

小平から吉祥寺の方に行く、あそこの自転車道なんかは自転車道に向けてお店

が建っている。せっかく空堀川があるのに、みんなお家の前にフェンスがある。 

今、小商いというか自宅をお店にしている人は結構多いので、川を中心にした

まちづくりというのを、２、３軒できるとみんなそこを通るようになるんじゃな

いかと思うのですね。今ウーバーイーツも問題になっていますけど、やっぱり車

と同じ道路を自転車で走っていくというのは、増えていけば増えていくほど非常

に問題が大きくなると思うのですね。そうすると、自転車で行く人はこっちのル

ートで、市役所に行くのならメインストリートをみたいな、車の人はこっちみた

いな感じで、規制するのではなくて自然と、そっちが楽しいみたいな。そういう

自転車とか川を中心とした道づくりというか、まちづくりがあるととてもいいな、

すてきな街になるのではないかなと思うので、そこをどういうふうに、どこがあ

れなのかわからないのですけど、プロジェクトのどこかに入れていただければい

いなと思います。 

 

○会長 

 ２４頁の、先ほど質問が出た「整備された街並みの景観」、その部分は重要なの

で、せっかく川があって、今あったようなことがあるとすれば、それを中心にし

た景観というものをうたっていくのも具体的でいいと思います。ですから、ぜひ

そんな書き込みをどこかでしていただければと思います。 

 

○事務局 

 はい。 

 

○会長 

 ほかにございますか。なければ、次をお願いします。 

（２）温室効果ガス排出量の現状と削減目標について 

 

○事務局 

 〈資料について、事務局より説明を行った〉 

 

○会長 

 ありがとうございました。 

 

○委員 

 １点だけ確認です。３８頁の表では３７．６％の削減となっていますけれども、

上の字の部分では「３８．９％の削減が見込まれる」となっていますが、これは

何か……。 
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○事務局 

 以前に作っていた資料からの更新が漏れておりましたので、ここは修正させて

いただきます。 

 

○会長 

 緑の話で、２頁の表１－２「東京都の算定対象部門」の一番下「吸収源」が△

になっているのですが、私は、概算でもいいから東村山市の緑地の吸収量をやっ

ぱり書くべきだと思うのです。それで、やっぱり私たちの緑地も吸収源として温

暖化にも寄与しているんだとわかるので、これは「△」ですが、できれば載せて

いただきたい。そうすると、生物多様性保全ばかりではなくて温暖化対策に寄与

しているということがわかるわけです。そこは別に概数として取り扱うと書いて

あるから、載せてもいいわけだから、ぜひお願いしたい。ざっと計算したのです

が、大した量でないことは確かです、緑地面積が少ないから。会議の前にちょっ

と事務局と計算したのですが、どう見ても。 

 

○事務局 

 ０．８……。 

 

○会長 

 私からすると林野庁のホームページが悪いので。日本の森林のＣＯ２吸収量、私

が最初に計算して、林野庁の最初の数値ですけども、そのときの数値を使えばい

いのですが。そこは低く見て、過大評価するよりは過小評価の方が非難は受けま

せんから、概算で。例えば林野庁は国でやっているわけですから、杉林が８．８

ｔだったかな、「全部杉林として計算しました」と脚注を付ければいいんです。森

林は大して変わりませんから、広葉樹だろうが針葉樹だろうが。ですから、きち

んと脚注を付けた数値を付ければ文句はないはずなので、「全部杉林として」とし

て、そういう計算でいいですから。ちょっとやってみてください。やっぱり載せ

るべきだと思います。 

 

○委員 

 再生可能エネルギーについては、ここにはどういうふうにつなげるのですか。

もともと入っていないのか、それともマイナスしているのか。いくら見てもわか

らないです。 

 

○会長 

 年度ごとの数値が出ますよね。そこに反映されてしまっているのでしょう。家

庭部門で言えば、例えば……。 

 

○事務局 

 削減効果の、３７頁に、これは概要でお示ししていますけども、国の対策の中

に再生可能エネルギーの普及についても含まれておりますので。 

 

○委員 

 ３７頁で見ると、省エネ化とか断熱化、省エネ機器の導入、省エネ行動の推進。

例えば東村山の場合は太陽光パネル、市内の業者に売電していて、自分が使って
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いるのはもしかしたら再生エネルギーではないかもしれないということもある。 

そうすると、売電だけした場合の太陽光発電というのは引くのか、どうなのか。

例えば私がどこかと契約しますよね。そうしたときにその会社は再生エネルギー

で供給しますよとやっているけど、ＣО２の量はここに反映されているのですか。 

 

○事務局 

 基本的に削減量が２０３０年には電気によるＣО２の排出係数が、今の０．５ぐ

らいから０．３７という数字に変わりますよという前提で、この数値が計算され

ているという形になります。 

 

○委員 

 ということは、独自に東村山市で発電したかどうかは別にして、電力１ｋＷ当

たりどのぐらいＣＯ２が出ているかを計算するのですね。ということは、先ほどの

基本計画の中に再生可能エネルギー導入促進とあるけれども、これは全然こちら

には反映されないのですね、ＣО２の排出量。 

 

○事務局 

 全体的な中に入ってしまう感じです。 

 

○委員 

 これをやりたければ、数値は全国的にはあれだけど、東村山市としていくら頑

張っても反映されてないということですね。 

 

○事務局 

 そうです。細かいところを言ってしまうと。 

 

○委員 

 発電してもそうですか。例えば、ないと思うのですけど、大規模に太陽光パネ

ルを付けました。それを売電しました。それはマイナスにはならない？ 

 

○事務局 

 国の取組を上回る取組を東村山市が行うとして、市全体の電力排出係数が０．

３７よりも下がって０．２になりますとか、そういった具体的な数値があれば、

その辺りは試算が可能なんですけれども。ただ、そこまでの根拠を示してという

ところが少し難しいかな。 

 

○委員 

 というのは、つまり努力するということは、省エネで言うと、これは省エネし

かない。ほかに対策がないわけで、とりあえず使わないようにしましょうという

しか対策が取れないので。それ、どうなんですかね、目標として。 

 

○会長 

 これは、例示で具体的にどういった取組の結果なのかどうか。例えば街灯を全

部ＬＥＤにしてものすごく下げたでしょう。あれは市としての努力ですよね。あ

あいうのをどこかに脚注か何かで、例えば「市ではＬＥＤに替えて電力消費量を
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これだけ下げました」とか。削減に努力している具体的な例があれば、そこに例

示で入れればわかりやすいと思います。すごいことだと思うのですよ、あれを全

部ＬＥＤに替えて。相当お金も安上がりになった。ああいうことはもっと前面に

出していけば、うちもＬＥＤにしようとなるかもしれないので。もし市がやって

いる具体的なものがあるなら、どこかに例示で入れていただければ、わかりやす

いと思うのですよ。 

 

○事務局 

 わかりました。ここにすべてを載せるわけではなくて資料編とかに入るかなと

いうものですけれども。 

 

○委員 

 そうしたら、この数値全体を出すというのは相当難しいような気がするので、

市内の再生可能エネルギーの発電量とか、それを別立てで目標として入れたらい

いのではないかな。それを相殺すればいいわけですね、最終的に。そんなにほか

の市と比べてめちゃくちゃ、一応「未来カルテ」の予測では最大頑張って４４％

自給可能という数値は出ていました。 

 最後の４０頁に「意欲的な対策を取ることによって実現できる見通しがある」

とあります。非常に厳しいけど頑張ればできないことはないと書いてあるのです

けど、それに応じるような削減策が、この環境基本計画にあるかというと、ある

ように思えないのですけど。それはどうなんですか。 

 

○委員 

 国とか都が一体として意欲的なことをやった場合にということで、全て数値が

できあがっているということですね。だから、さっきの話に戻るけど、東村山で

どんなに頑張ろうと０．１％ぐらい変わるかもしれないけどぐらいの感じですよ

ね。だけど、市民の目から見るとこの「意欲的な対策」というのが、いまいちよ

くわからないので。 

 

○委員 

 先進的なことを始めても、ほかが真似してくれば先進的になってしまう。でも、

これでも結構厳しいわけですね。 

 

○会長 

 だから、意識って面白いもので、大震災の後、電力があれだと言ってコンビニ

から何から全部電灯を消したりなんかしたでしょう。あれ、あっという間に元に

戻しましたよね、どこもね。駅だって明るすぎるだろうというので蛍光灯を外し

ていたのに、今はどんどん戻っているでしょう。もう意識がないんです。意識が

本当に低いです。昔、１９９０年の前までは日本は優等生だったんですよね、１

人当たりのＣО２の排出量がトップクラスだったのに、今は一気に落ちているでし

ょう。やっぱり意識が下がっているのですよ。だからこそ環境教育をちゃんとや

ってください。余談です。 

 

○委員 

 １点、いいですか。３７頁の表があるじゃないですか。表３－１３ですが、こ
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れは各部門の、例えば産業とか業務とか家庭とか運輸に分かれている項目の中で

一番削減期待量が高いものを足していくと、例えば省エネ技術、２番目で言うと

省エネ機器の導入、これを足していくと、トータルの総計が１３３．２になって

いるのに、５項目で１００ぐらいになるんです。つまり７５％は、この７項目で

占めているということになるのです。というと、メリハリのあることをやるので

あれば、もしこの推計が正しいとすれば、この７項目に力を入れてやるようなこ

とをした方が本来効果が上がるはずだという意味になるのでしょうかね。 

 

○事務局 

 おっしゃるとおりではあると思います。 

 

○委員 

 そうすると、何十項目も挙げてやるよりも、この項目に絞ってそれを具体的に

こういうふうにするとか、援助はできないにしても何とかするとか、そういう形

でシナリオをつくった方がいいような気がします。 

 

○委員 

 でも、家庭部門で「住宅の省エネ化」とか「省エネ機器の導入」と書いてあり

ますけど、国としてはこれを後押しするような政策はかなり昔からやっているの

ですよね。だから、国としてはこういう大きなところは、効果は結構大きいので

それなりの手は打っていると思うのですよ、私は。だから、だけど、東村山市で

何か独自でこれができるかというと、なかなか難しいというのは実態だと思うの

ですよ。それに上乗せするとかね、財政難だからそんなことはできるわけがない

じゃないかという議論に当然なってしまうわけだし。 

 

○委員 

 ただ、やるのだったらこういうことをやるほうが削減ができますと言うことは

できますよね。 

 

○事務局 

 これを皆さんに周知して、できるだけこういうことを……。 

 

○委員 

 そういうことをまず優先してやってくださいという、そういうアピールの仕方。 

 

○会長 

 今の指摘にあったところを黄色か何かにして、これを実行すれば効果が大きい

とか、ちょっとわかるようにすれば、それでいいのではないでしょうか。 

 

○委員 

 本当は「具体的にこういうことをすると」というのがもう一つあるといいかも

しれないですね。 

 

○委員 

 お金を持っている人が省エネができるということなんですね。補助金も、何百
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万とか導入できる人は半分もらえるとか。もう少し、ＳＤＧｓで言うと細かい、

きめ細かいものを入れてほしいなと思う。生ごみなんかはコンポストできるとか。

実は断熱窓にするのに木枠とガラスだけでものすごく断熱ができるという手作り

の断熱をやる人たちがいる。なので、そういう簡単に導入できる、１万円とか。

もう少しそういうものにも啓発というか、見つけるとか。さっきのではないです

けど、そのアイデアを出して、それが本当に断熱とかになったら、これは認定み

たいな感じで半分材料費を出してもらえるとか、そういう細かいことをやるとみ

んな楽しんで、しかも電気代が安くなるわけだから、うれしいじゃないですか。

そんな感じの、これは全部国の補助金とか都の補助金みたいな感じになるので、

もうちょっと魅力的というか、そういうのが欲しいな。具体策にもなるのかなと

思います。 

 

○委員 

 そういう意味で言うと、パーセンテージは低いけれども、「家庭」の中で「省エ

ネ行動の推進」というのはすごいことで、みんながもっと広がっていけば、結構

波及効果が大きい。だから、節電行動がここからつながっていくということがあ

りますよね。 

 

○委員 

 電気で言うと、例えば、今、電気の使用料にパネルを付けても反映されないけ

ども、独立電源でここの機器は全部太陽光でやると電気代はただになるから反映

されるわけです。ガスの使用料も、そういう感じで、少し細かく。 

 ＺＥＢというエネルギー使用量ゼロの建物とか、あと、トランスヒートポンプ、

排熱を利用してという、そういう省エネ技術もあるみたいなので、それらも紹介

していただくといいと思います。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。 

 

○会長 

 よろしいでしょうか。時間も少なくなってきましたけども。 

 

○事務局 

 この形で、骨子案の「基本目標１」に、ここの数値が入ってくるということで

ご理解いただければと思います。 

 

○会長 

 それでは、出尽くしたと思いますが、まだありますか。それでは、事務局にお

戻しします。 

 

４ その他 

 

〇事務局 

 皆様、ありがとうございます。今後の環境審議会のスケジュールですが、例年、

東村山市環境基本計画推進状況点検評価の報告を１１月頃に行っております。そ
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の内容についての確認等をしていただく関係で、開催時期をそのぐらいに、１１

月頃に想定したいと思っております。ただ、昨今の新型コロナの感染状況等もご

ざいますので、場合によっては書面協議という可能性もゼロとは言えませんけれ

ども、その際にはまたご連絡をさせていただきたいと思いますので、１１月頃を

開催予定ということだけはご承知おきいただければと思います。スケジュールに

ついては以上です。 

 

○会長 

 よろしいでしょうか。審議会はこれで終わりということでよろしいでしょうか。 

 

○事務局 

 １点だけ補足よろしいでしょうか。先だって資源循環部から「ごみ焼却施設整

備基本計画検討会」を立ち上げるということで、環境審議会から委員を１人出し

ていただきたいということで推薦の依頼がございました。事務局と会長で協議さ

せていただきまして、職務代理の小田さんの方でお引き受けいただくことになり

ましたので、ご承知おきいただければと思います。よろしくお願いいたします。

以上です。 

 

５ 閉会 

 

○会長 

 どうもありがとうございました。 

                                  

 

 

 

 


