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１ 開会  

  （１）市長あいさつ 

 

  〇市長 

 皆様おはようございます。本日は年度末を迎えてお忙しい中、またコロナ禍で

緊急事態宣言が発令中ではございますが、本年度第３回の環境審議会にご出席い

ただきまして誠にありがとうございます。また、常日頃、当市の環境行政に大所

高所からご指導、ご協力を賜っておりますことに心から感謝を申し上げたいと思

います。 

 後ほどご報告をさせていただきますが、この間環境審議会で真摯にご議論を尽

くしていただきました第３次環境基本計画につきましては、おかげさまでパブリ

ックコメントを行わせていただき、本日最終案というかたちでご報告をさせてい

ただきたいと考えております。２０５０年のＣＯ２排出についてはゼロにするとい

うことでございますので、そのことについては若干、今後整合を取らなければな

らないところですが、市としても身近な環境からＣＯ２の削減問題まで幅広く、こ

れから市政の最重要課題の一つとして環境行政にさらに邁進をしていかなければ

ならないと考えているところでございますので、改めて、この間、真摯にご議論

いただきました環境審の皆様に心から敬意と感謝を申し上げるとともに、計画を

作ってこれで終わりではございませんので、今後も計画に沿って実効性のある取

り組みが進められるように、また会長はじめ皆様にご指導いただければと考えて

おりますので、よろしくお願い申し上げて、冒頭、私からのご挨拶に代えさせて

いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（２）会長あいさつ （３）傍聴者の確認 （３）配布資料確認 

 

２ 議題 

  環境基本計画推進状況点検評価３か年（Ｈ２９～Ｒ１）のまとめについて 

 

〇会長 

 やはり前回の平成２６～２８年度の評価コメントがどうであったかということ

を確認したうえで議論したほうがいいのかということで、私が素案としてお配り

したのは２６～２８年度のコメントと、今回２９～令和元年度まで皆さんから意

見をいただいたもの。そして「審議会評価コメント案」というのは、私が皆さん

の案を眺めさせていただいて審議会としてはこういう案ではどうかということを

ここに載せてあります。 

 

  （１）地球温暖化対策の推進 

 

 それでは早速私の資料からいきたいと思います。「温暖化対策の推進」というこ

とで、皆さんからご意見をいただいています。一応、審議会の評価案ですが、こ

の地球温暖化対策推進について、案としては、２頁目の上になりますが、「コミュ

ニティバスの利用人数は、前年比２％減、前々年度比１％減、駐輪場定期利用者

数は、前年比３.９％減」。いずれにしても減になっていますが、民間の駐輪場の

評価ができていません。また、以前から指摘していますが、太陽光発電システム
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の設置、いわゆる住宅用省エネルギー機器設置の補助金額は全員ではないと思い

ますが、これは抽選か何かですか。 

 

○事務局 

 はい、抽選になります。 

 

○会長 

 そうすると、住民税を納めている市民からすれば、やはり機会均等というか平

等に扱うべきであって、申請者全員に補助すべきではないか。そうすると補助金

額は下がりますが、私はやはりそういうふうにすべきではないかと思います。そ

れから、２０５０年のカーボンニュートラルに向けてＥＶ導入の促進を市はどう

いうふうに前向きでやるのかということで、そこに書きましたように、いずれも

基準より増加しているので、削減目標に向けて意欲的な具体策を講じていくべき

ではないか。先ほどの市長のお話にもあったと思いますが、この辺の話を少し盛

り込んであります。 

 そして、新築あるいは建て替え時に、工務店を通じたゼロエネルギーハウスの

普及・啓蒙を積極的に推進すべきだ、というようなことを書かせていただいてお

ります。 

 この辺について皆さんいかがでしょうか。特に補助金の金額の件はやはり重要

だと思いますので、いかがでしょうか。ご意見をお願いします。 

 

○委員 

 基本的に、太陽光発電はどれぐらいかかるんでしょうか。 

 

○委員 

 平均すると２００万弱ぐらいです。 

 

○事務局 

 １５０万ちょっとからが多いです。規模にもよりますが。値段は下がってきて

いる気がします。 

 

○委員 

 たぶんかなり下がってきているんですね。１０年前に比べてたぶん半分ぐらい

だと思います。 

 

○会長 

 というのは、東京都からの補助もあるので、市からは額は小さくても全員のほ

うが。東京都は申請者全員ですよね。やはりそうしたほうがいいと思うんですが。

金額等の具体的なことは別にして検討願えませんでしょうか。皆さん、それでよ

ろしいでしょうか。審議会としてはそういう提案をしたいということで、具体的

にどういうふうにするかは当然行政側でよろしくお願いします。 

 

○事務局 

 はい。 
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○会長 

 ほかにございますでしょうか。 

 

○委員 

 あと、ＥＶのところですが、ＥＶというよりもＺＥＶ（ゼブ）という表現のほ

うが良いかと思います。 

 

○事務局 

 電気自動車に特化しないで、ゼロエミッション・ビークルのほうがよろしいと

いうことですね。 

 

○委員 

 そういうほうがいいかなと思いました。３段目の「カーボンニュートラルに向

けたＥＶ」というところを「ＺＥＶ」に。 

 

○会長 

 「ＺＥＶ」とは？ 

 

○事務局 

 ゼロエミッション・ビークルという意味です。 

 

○会長 

 わかりました。確かに。ほかはよろしいでしょうか。最後に、審議会の評価で

すが、前回もＢ、今回はＢが９名いらっしゃるので、Ｂでよろしいでしょうか。

では、ここはＢというふうにさせていただきます。 

 

（２）省エネルギー・省資源の推進 

 

○会長 

 続きまして、「省エネルギー・省資源の推進」です。３頁の審議会コメント案で

す。「市役所の『節水努力』が３０年度より約３万㎥削減した事は、職員一人一人

の努力と評価できる。エコドライブの普及啓発として、車両使用の多い事業者を

対象に講習会を実施したことは、事業者の省エネに対する意識向上が図られ評価

できる。なお、多くの事業者が参加できるよう実施日（休日実施）の考慮も重要

である」、「グリーンカーテンコンテストではプランター植えと地植えでは明らか

に成長に差があることから、地植え部門、プランター部門を分けて評価する必要

がある」という審議会案ですが、皆さんいかがでしょうか。 

 この最後のところですが、これも毎回審議会で話題になっていることで、地植

えと鉢植えは成長差があるからねという話ですので、どうしても地植えのほうが

成長が良いので評価の対象になってしまいます。今、賞は幾つありますか。 

 

○事務局 

 優秀賞、市長特別賞、最優秀賞の３種類です。 
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○会長 

 最優秀賞の中で二つ部門分けするとかしたらどうですか。 

 

○事務局 

 はい、今後検討します。 

 

○会長 

 賞の数は決まっているわけではないけれども、あまりたくさん出すと意味がな

いので、そのような形でどうでしょう。来年度からそういう提案をして募集する

ということで、皆さんよろしいでしょうか。 

 それで、Ａが８、Ｂが２ということなので、ここはＡでよろしいでしょうか。

では、ここはＡということで。 

 

（３）大気汚染・水質汚染 

 

○会長 

 続いて、「大気汚染・水質汚染」の案の問題ですが、これは４頁目のコメント案

です。ここに書いている一つは野焼きが相変わらず問題になっているのですが、

これを何とかしてくださいということをここで言っておきたいということで書い

てあります。 

 それからモニタリングの問題です。環境問題というのは常に、変な言い方をす

るとブームがあって、酸性雨で騒がれていたときは酸性雨、ダイオキシンもあれ

だけ騒がれていたのにいつの間にか、ダイオキシンがなくなったわけではないけ

れども消えています。ブームというか人の熱というか、どうしてもあります。そ

ういった問題のときに、いわゆるモニタリング事業というのは始まるのですが、

皆さんもデータを見てわかるように、あの回数で本当にモニタリングかと私はい

つも思います。研究領域から見ますと、どうしようもないということなので、ど

うも経費をかけるわりには、ただやっていますよという意思表示だけみたいな気

がします。ここに書きましたように、年に２回でしょう。７日連続というけれど

も、春夏秋冬あるし、風向きもあるよねというので、モニタリング自身の問題点

を持ってしまっています。数字が出てもあまり意味をもたないので。皆さん、ど

うでしょう。 

 

○事務局 

 ダイオキシン自体は、そういう施設を持っているところは継続するようになっ

ていますけれども、大気に関しては特に取り決めがないので、今後中止にしても

いいかなとは所管として考えています。 

 

○会長 

 わかりました。この審議会としてはどうしろとは言えないので、「検討の余地が

ある」というふうに結びはしていますけれども。いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。では、ここは皆さん全員、Ｂが１１名いらっしゃるので、

Ｂということで。 
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（４）都市生活型公害への取り組み 

 

○会長 

 次は、「都市生活型公害への取り組み」ということで、５頁目の審議会コメント

案です。「久米川駅南口、東村山駅等の喫煙所の撤去が必要である。また、喫煙区

域を拡大する必要がある。低騒音舗装は市民生活の今日住環境を良好にすること

から、さらに推進することを提起する」。これはいかがでしょうか。この喫煙所は

久米川駅南口と東村山駅にまだありますか。 

 

○事務局 

 久米川駅南口と東村山駅西口に今パーティションの喫煙所がありまして、東村

山駅東口のところは灰皿だけが置いてあります。昨年１１月頃に喫煙に関するパ

ブリックコメントを実施しましたところ、こちらも一応撤去は検討しておったと

ころですが、皆さん喫煙される方と喫煙されない方の区分けをすればいいんじゃ

ないかというご意見が多くありました。喫煙される方の権利もある程度は確保し

てあげるべきだろうということで、喫煙所の整備をきちんとするようにという声

が多かったです。どちらかというと、撤去するようにというのは本当に少数でし

た。 

 

○会長 

 審議会としてはどうでしょう。ここは（撤去は）必要であると、撤去を要求し

ていますけれども。 

 

○委員 

 電車を降りて喫煙所へ行く人は結構多いと思います。やはり駅には１カ所ぐら

い必要かと。 

 

○委員 

 以前喫煙所は駅に二つあったのを１カ所にして、あそこは同じ場所だったとい

うことで、やっぱり吸っている人が結構多いです。あそこをやめたら投げ捨てが

すごく多くなってしますのではないかなと思って、それを心配しています。かな

り吸う人が多いので。 

 

○市長 

 今後、久米川駅南口については踏切の拡幅と施設が老朽化していますので、あ

とトイレもあそこはしょっちゅう壊されたりいろいろな問題が起きていますの

で、駅前は短期的な対応と中長期的にどうしていくかということを併せて検討を

開始したところです。その中で、将来的にはもしかすると喫煙場所等についても

再検討というふうになるかなと思っています。 

 審議会のご意見としていただきますが、議会等では市のたばこ税の収入が今７

億程度ございまして、やはり喫煙して貴重な税収を上げていただいている方に対

してもそれなりの対応をすべきだというのが今の議会の大勢の議論でもございま

す。市としては分煙をきちっと整備することで、喫煙者の権利と非喫煙者の健康

被害を守ることが両立できるような対応を模索することが望ましいかなと考えて

いるところでございます。ただ、審議会は審議会としてのご意見をお出しいただ
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くことについては、それを踏まえて改めて市としても対応を考えたいと、そのよ

うに考えております。 

 

○会長 

 一応、環境審議会としては撤去が必要というふうにして投げて、それで市のい

ろいろおっしゃったようなところを議論の対象としていただければと思います。

評価としてはＡが１、Ｂが９名ということで、ここはＢでお願いします。 

 

（５）ごみの減量・資源化、適正処理の推進 

 

○会長 

 次が「ごみの減量・資源化、適正処理の推進」です。これは平成２６～２８年

度の評価コメントと同様というふうになりますが、環境省の実施した（「一般廃棄

物処理事業実態調査（平成３０年度）」において、東村山市は「１人１日当たりの

ごみ排出量」で）全国第８位ということはやはり続いて評価できるだろうという

ことで、「市民への啓発が図られている表れと評価できる。２６～２８年度から継

続されていることは、行政、市民の努力と高く評価したい」というふうにしてあ

ります。いかがでしょうか。 

 前回２６～２８年度評価ではＳですが、今回はＢに変わります。さて、どうで

しょうか。というのは、あとで総合評価のときにもお話ししますが、この２６～

２８年という前回のＳは、このときに初めて全国８位というのが一気にスターダ

ムに上がってきて、それでＳになったと思うのですが、それが継続されていると

いうことになるわけですよね。それでＢなんですけれども、Ｂでよろしいでしょ

うか。では、今年度はＢになります。 

 

（６）緑化の推進、良好な自然環境の保全 

 

○会長 

 ６番目の「緑化の推進、良好な自然環境の保全・回復」ということで、当案と

しては、「施策４９～６４について、北山公園での在来種に配慮した水路整備事業

やかいぼりの実施をはじめとする外来種防除対策は顕著な実績があった。目標に

掲げた雑木林や丘陵地のみどりが保全されていることに歯止めをかけることがで

きなかったことは重要なポイントである」。要するに、緑被率は下がっていると。

「第３次環境基本計画で掲げられる予定の２０３０年度の緑被率の目標値を目指

すために意欲的な政策を実施していくべきである」というコメント案ですが、い

かがでしょうか。評価はＢでよろしいでしょうか。では審議会での評価はＢにし

たいと思います。 

 

（７）農地の保全と育成 

 

○会長 

 「農地の保全と育成」です。この審議会がずっと言っている「野焼きを何とか

認めてくれ」ということですが、何とかならないかということで、ほぼ前回同様

に書いています。こちらもＢでよろしいでしょうか。では審議会での評価はＢに

したいと思います。 
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（８）水辺環境の整備、水循環の保全・回復 

 

○会長 

 次に、８番「水辺環境の整備、水循環の保全・回復」です。審議会としては、「空

堀川の河川生態系の保全のため、渇水状況の改善に資する河床改良と玉川上水か

らの引水を東京都に提案願いたい」。これが常に問題になるところですが、審議会

としてはこういうふうにしたいということでいかがでしょうか。また、審議会で

の評価はＢにしたいと思います。 

 

（９）生態系・生物多様性の保全 

 

○会長 

 審議会としては、「北山公園でのかいぼりの実施や外来種防除イベント事業の実

施、市民団体との外来種防除に関する協定の締結など、これまでの実績を上回る

顕著な実績があったと評価できる。今後、北山公園の動植物リストを作成し、都

市域内の島嶼生態系の保全に役立ててほしい」という審議会コメントですけれど

も、いかがでしょうか。 

 では、評価が上がった事業が結構あったので、Ａが７名ということで、Ａでよ

ろしいでしょうか。 

 

（１０）地域の環境と調和した良好な都市景観の形成 

 

○会長 

 １０は「地域の環境と調和した良好な都市景観の形成」です。審議会としては、

「地域の環境と調和した良好な都市景観の形成」施策では、東村山市ではどのよ

うな都市景観を目指すのか、具体的なイメージを提案すべきである。こうしたイ

メージを市民、建築業者に示していくことが重要である」。これが審議会案ですが、

いかがでしょうか。審議会での評価はＢにしたいと思います。 

 

（１１）歴史的、文化的遺産の保全 

 

○会長 

 続いて、１１番の「歴史的、文化的遺産の保全」ということで、コメントです

けれども、これは皆さんからいただいた意見をそのまま写していますが、「幼いこ

ろより伝統文化に接することは、情操教育の一環としても重要である。保育園、

幼稚園、小中学校、高等学校で、東村山市祭囃子保存連合協議会や野口雅楽振興

会の方々が実演し、東村山の伝統文化に触れることは、東村山市のまちをはじめ、

東村山市の文化を愛する心、ひいては日本の文化を愛する心の育成にも重要と思

われる」ということで、かなり具体的ですけれども、こういった子ども会、もし

くは振興会の方々にちょっと努力いただいて、幼稚園、学校に行ってもらったら

どうかという具体的な提案です。今はこういうことはやっていないんですか。 

 

○事務局 

 団体さんによってはやられているとは思いますが、コロナ禍でちょっと今はそ

の辺は停滞しているところがあろうかと思います。 
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○会長 

 でも、まあ少しやってみたらどうですかということで、評価としてはＢになり

ます。 

 

【総合評価】 

 

 総合評価の審議会案で、１１頁です。 

 「多くの事業はおおむね前年度より充実しており、計画→実施→評価→次年度

計画への反映といったマネジメントシステムは良好に機能してきたと評価でき

る。施策の中で、１０施策に『実施事業なし』と件数が多い。その理由として、

東京都の条例によるもの、あるいは国等の規制によるもの、市の指導レベルであ

るもの、庁内での自主規制であるもの等である。予算措置を絶対条件とするわけ

ではないが、せめて調査・計画の段階を明記した予算措置が望まれる。平成２６

～２８年度評価でも同様であったが、評価の問題点を指摘しておきたい。施策の

中で、緑の保全、あるいはごみ減量問題、市民の意識向上等に関する項目は各年

度で評価できる。一方、街路灯のＬＥＤ化などの当該年度で実施され、実施年で

は評価『Ａ』あるいは『Ｓ』となる。次年度以降では予算からも消えるため、評

価が下がってしまう施策があり、平成２６～２８年度評価から評価の下がった施

策が該当する。今後、経常施策か単年度施策かの仕分けをして評価していく必要

があろう」。 

 というのは、先ほどちょっと議論に出ましたように、やってしまうと翌年度は

やる必要がないので、ましてやＬＥＤ化なんてあと１０年は大丈夫だろうと思っ

てしまうので、そうするとそういった事業とここにありますように緑の保全とか

何かという経常的にやらなければいけないことを分けて評価する必要があるので

はないかということで、審議会としてはそういう提案をしたいと思いますがいか

がでしょうか。 

 それから、この「実施事業なし」という件数も、読む側はやらないものの計画

を立てるのかということになるので、この辺もどう扱うか検討したほうがいいと

思います。 

 

○委員 

 一つ感じたことがあって、「実施事業なし」ということで、さっきの水環境の保

全のところに、多自然型河川工法みたいなものをもっとやろうよみたいなのを掲

げているのだけれども、理念はすごくいいと思うんですが、なかなかそう簡単に

はできないというのがありますよね。 

 そういうのも踏まえて考えると、そもそも今回１００項目挙がっているんです

けど、その選び方をどうするか。今後の話もそうなんですが、どういう選び方を

するかというのをちょっと検討していただいたほうがいいかなと思います。 

 

○事務局 

 現行計画は、今おっしゃったように１００項目という大きなもので、結構細か

く分かれておりまして、似たような施策があったり、評価するのも大変かなとい

うところもありましたので、第３次環境基本計画の評価の仕方については、もう

ちょっと、あまり個別・具体みたいなところを追うよりは、この施策全般に対し

てどうかという評価をするようにしたいなというふうには、所管として考えてい
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ます。 

 

○会長 

 ほかにご意見はございますでしょうか。 

 それでこの審議会の評価案として決定したいと思います。皆さんよろしいでし

ょうか。 

 

・・・賛成の声あり・・・ 

 

○事務局 

 ありがとうございます。 

 

○会長 

 それでは一応、この平成２９年度から令和元年度までの環境基本計画に対する

審議会としての評価については、これで提出するということでよろしくお願いい

たします。 

 

３ 報告 

パブコメの結果及び第３次東村山市環境基本計画最終案について 

 

○事務局 

 〈パブコメの結果及び第３次東村山市環境基本計画最終案について事務局より

説明を行った〉 

 

４ その他 

 

○事務局 

 では、その他として２点ご報告させていただきます。 

 

  （１）エコオフィスプランの改定について 

 

○事務局 

 まず、１点目としまして、「エコオフィスプラン東村山」の改定についてです。

こちらは地球温暖化対策推進法第２１条で策定と公表が義務づけられている地球

温暖化対策実行計画の事務事業編として市として位置付けているものでございま

す。現行の「エコオフィスプラン東村山」は平成２３年に策定しまして、令和２

年度で計画期間満了となりますので、環境基本計画の改定に合わせてこちらも改

定させていただきました。こちらは庁内向けの計画となりますが、こちらもＰＤ

ＣＡサイクルを活用しまして、半年ごとに各課の取り組み状況を評価しまして、

点検評価を行って、その結果を毎年年度ごとにホームページで公表しております。

この改定版につきましては、今後庁内でも周知してまいりますので、ご承知おき

いただければと思います。 
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  （２）来年度のスケジュール 

 

○事務局 

 ２点目としまして、今後のスケジュールです。今年度の会議は本日が最終とな

ります。第３次東村山市環境基本計画の改定にあたりましては、骨子案の段階か

ら現在に至るまで、いろいろお忙しい中ご意見をありがとうございました。来年

度以降につきましては、主にこの環境基本計画の点検評価でありますとか、グリ

ーンカーテンコンテストの審査などでご意見をお伺いすることになりますので、

基本的には年に一度秋頃の開催を予定しているところでございます。 

 

５ 閉会 

 

○事務局 

 では、本日はこれで終了になります。お忙しい中、ありがとうございました。 

 

 


