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意見対応表（令和元２年度 第１回 東村山市環境審議会） 

 

日時：令和 2年 7月 22日（水） 14：00－16：00 

場所：東村山市役所北庁舎 2階 第 4会議室 

１．第３次東村山市環境基本計画骨子（案）について 

No

. 

発言者 分野 資料 意見内容 当日回答 対応 素案 

ページ 

1-1 上村委員 全体 ― 分野別に庁内で調整を行うと分野

横断的な施策が出てこなくなって

しまうのではないか。 

関係所管同士で連携し

進めているほか、行政推進

本部や検討部会ですり合

わせを行っています。（事

務局） 

当日回答済み － 

1-2 会長 全体 資料 1 

全体 

環境問題は感覚・感性で語られてし

まう部分があるため、具体的にわか

りやすい数値などを示すとよい。 

示し方について検討し

ます。（事務局） 

現状と課題などにおいて、数値データ

も含めて市の環境について説明して

います。 

－ 

1-3 上村委員 全体 資料 1 

全体 

計画全体として、市が何をするのか

を明確に宣言すべきである。 

示し方について検討し

ます。（事務局） 

素案第 3章において、市の施策・取組

を記載しました。 

P11 ～

43 

2-1 清水委員 地球温暖

化 

資料 1 

P11 、

16 

基本目標１の施策の方向性③気候

変動への適応について、気候変動対

策として緑地や農地を守っていく

ことも記載するべき。 

事業の位置づけについ

て検討します。（事務局） 

基本目標１の適応策の部分において、

生態系の保全や暑さ対策の一環とし

て、緑や農地、水辺の保全を位置付け

ました。 

P24 

2-2 田口委員 地球温暖

化 

資料 1 

P11 、

16 

基本目標１の施策・取組の案に水素

エネルギーについての言及がない

が、今後水素エネルギーが主流とな

ってくると考えられるので、文言を

入れてもよいのではないか。 

検討します。（事務局） 再生可能エネルギーに関する普及啓

発の中で、水素に関する啓発も取り入

れていきます。 

ご意見は今後の市の取組の推進にお

ける参考とさせていただきます。 

－ 



資料６ 

2 

 

No

. 

発言者 分野 資料 意見内容 当日回答 対応 素案 

ページ 

2-3 上村委員 地球温暖

化 

資料 1 

P11 、

16 

施策に自転車の活用を入れてもら

いたい。 

基本目標 1・施策の方向

性②「低炭素まちづくり」

に含まれます。 

「市内駐輪場の管理運営」事業を行っ

ているほか、新たに、「歩道・自転車レ

ーンの整備」、徒歩移動・自転車利用

についての「副次的効果に着目した普

及啓発」を行います。 

P23 

3-1 原田委員 資源循環 ― 2022 年度から家庭から出るプラス

チックごみ全般を一括回収すると

いうニュースがあるがデータ等に

影響はあるのか。 

プラスチックごみへの

対応について関係所管と

調整し、計画に盛り込むこ

と。（会長） 

課題のところに盛り込

むよう検討します。（事務

局） 

 

プラスチックごみについて、課題部分

に記載しました。また、市の取組とし

て、プラスチックごみの削減等を実施

する旨を記載しました。 

P26 ～

27 

4-1 会長 自然環境 資料 1 

P20 

計画公園・緑地の図では緑地の現状

を示せないため、市内にどれだけ緑

があるかを示すことができる図を

使用すること。 

使用する図について検

討します。（事務局） 

次期みどりの基本計画において使用

予定の市内の緑地の現状を示す図を

掲載しました。 

P29 

4-2 上村委員 自然環境 ― 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行われてい

たりする。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。そのような林とか農地で

はない土地を緑地として活用する

緑について、自然の植生

の回復だけでなく、人の手

で回復していく必要があ

る。（会長） 

市内のみどりの創出については基本

目標 3の施策の方向性 3-2「まちのみ

どりの創出」として位置付けていま

す。ご意見は今後の市の取組の推進に

おける参考とさせていただきます。 

P33 
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No

. 

発言者 分野 資料 意見内容 当日回答 対応 素案 

ページ 

ことも、盛り込んではどうか。 

4-3 久野委員 自然環境 資料 1 

P20 

P20 の図では緑地の配置が偏って

いる。東村山市は住宅都市であるた

め、住んでいる人のことを考慮し、

緑の創出をしていくことを考える

必要がある。緑がないところに土地

を買って森を作ることも一つであ

る。 

参考にします。（事務局） 市内のみどりの創出については基本

目標 3の施策の方向性 3-2「まちのみ

どりの創出」として位置付けていま

す。ご意見は今後の市の取組の推進に

おける参考とさせていただきます。 

P33 

4-4 清水委員 自然環境 資料 1 

P21 

文言について、みどりの基本計画と

整合を図ること。 

 

文言については細かい

ところまで調整できてい

ないため、今後詳細の確認

を行います。（事務局） 

次期みどりの基本計画の反映は可能

な範囲で進めており、今後も引き続き

整合を図ってまいります。 

－ 

4-5   資料 1 

P21 

基本目標 3 の施策の方向性 3-1「生

物多様性の保全」の施策（3）「自然

とまちの調和の推進」について、わ

かりづらいため、ネットワーク化等

の表現にすべき。 

 

文言について検討しま

す（事務局）。 

次期みどりの基本計画の反映は可能

な範囲で進めており、今後も引き続き

整合を図ってまいります。 

－ 

4-6   資料 1 

P21 

鳥獣被害という文言は農作物被害

や外来生物による生態系被害等に

変更するとよい。 

里山の風景が残っているのは八国

山緑地であり、北山公園は里山ベー

スではない。また、「貴重な野鳥や昆

文言について、修正対応

します（事務局）。 

野生鳥獣による被害は、農作物被害や

生態系被害に限定されないため、鳥獣

被害という表現にしております。 

－ 
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No

. 

発言者 分野 資料 意見内容 当日回答 対応 素案 

ページ 

虫が見られる」のは八国山緑地、北

山公園ともに該当するので、表現を

改めるべきである。 

4-7 清水委員 自然環境 ― 市内にどの程度希少種がいるか市

民が主体となって調査を行っても

らうという視点を計画に載せたら

どうか。 

以前の審議会で「東村山

市の生き物たち」という冊

子にしたらどうかという

提案はしている。（会長） 

みどりと公園課と調整

します。（事務局） 

ご意見は今後の市の取組の推進にお

ける参考とさせていただきます。 

－ 

4-8 会長 自然環境 資料 1 

P21 

外来種については、動物に目が行き

がちだが、植物も多々ある。市内に

どんな動植物がいて、どれが外来種

なのかわかる冊子等を作った方が

良い。 

みどりと公園課と調整

します。（事務局） 

課題において、外来植物に関する説明

を追記しました。 

ご意見は今後の市の取組の推進にお

ける参考とさせていただきます。 

P30 

4-9 会長 自然環境 ― 生物多様性をなぜ守る必要がある

のか市民にとってわかりにくい。生

物多様性を守るのは心の多様性を

守る必要があるからであることに

ついて、計画で説明してもらいた

い。心の多様性をなくすと異質なも

のを排除してしまうという問題が

生じる。 

検討します。（事務局） 第 2章の「目指す環境像」の部分で、

心の多様性に関する表現を追記しま

した。 

P7 

4-

10 

清水委員 自然環境 資料 1 

P21 

「代表的な湧水」という表現がある

が、代表的というのは言い過ぎでは

表現を精査します。（事

務局） 

環境省の湧水保全ポータルサイトに

東京都の代表的な湧水として掲載さ

P30 
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No

. 

発言者 分野 資料 意見内容 当日回答 対応 素案 

ページ 

ないか。 れているため、そのことがわかりやす

いよう表現を修正しました。 

5-1 会長 生活環境 資料 1 

P24 

市民に水が循環しているという意

識を持っていない。循環の中身がわ

かるようにすること。 

表現を検討します。（事

務局） 

「水は同じ場所にとどまるのではな

く、太陽エネルギーによって地表面の

水が蒸発し、上空で雲となり、雨とな

って地表面に降り、地下に浸透して地

下水を涵養したり、川の流れとなって

海に至るなど、絶えず循環していま

す。この水の循環を健全に保つこと

が、東村山市の良好な環境を築くうえ

でとても大切になっています。」とい

う文章をを追記しました。 

P36 

資料 1 

P24 

水循環には緑地もかかわってくる

ので、施策に緑地の保全も入れるこ

と。 

検討します。（事務局） 基本目標 4の施策の方向性 4-2「健全

な水循環の実現」の施策（2）「水循環

の健全化」に事業「せせらぎの郷多摩

湖緑地の一部公有地化・樹林地の保

全」を位置付けました 

P38 

5-2 

 

原田委員 生活環境 ― 農地がだんだん減っているが、水循

環には農地が必要である。また、雨

水浸透桝や雨水浸透トレンチを普

及させていくためには啓発も必要

である。 

検討します。（事務局） 農地の保全は、基本目標 3の施策の方

向性「自然環境の保全」の施策（2）

「農地の保全」として位置付けていま

す。また、基本目標 4の施策「水循環

の健全化」に事業として「雨水貯留・

浸透施設等設置助成の実施及び周知」

を位置付けています。市として雨水浸

P38 
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No

. 

発言者 分野 資料 意見内容 当日回答 対応 素案 

ページ 

透施設の普及・啓発に取り組んでまい

ります。 

5-3 清水委員 生活環境 資料 1 

P24 

の水循環の現状のところで、下水道

普及率だけではなく水洗化率も示

した方が良い。 

水洗化率も言及します。

（事務局） 

水洗化率の数値も記載しました。 P36 

5-4 原田委員 生活環境 ― 水がある環境は生活に潤いをもた

らすものである。空堀川に野火止用

水から水を引くことはできないだ

ろうか。 

参考にします。（事務局） 今後の市の取組の推進における参考

とさせていただきます。 

－ 

5-5 原田委員 生活環境 資料 1 

P23 

悪臭の原因はガスだけでなく、水質

汚濁も一因となっているので言及

してもらいたい。 

検討します。（事務局） 水質の保全に関する施策において、事

業所の排水についての監視・指導を行

うことを記載しました。 

P37 

 原田委員 生活環境 資料 1 

P23 

「衛生」という文言を入れた方が良

い。 

検討します。（事務局） 基本目標 4 の課題部分において文言

を記載しました。 

P36 

5-6 上村委員 生活環境 ― 歴史・文化的に重要な建造物等だけ

でなく、市民が郷土への愛着をもつ

ためには自分が育った環境が残っ

ているということも大事であるた

め、なじみがあるもの（今あるもの）

を 20年後、30年後を見据え残して

いくのが良いのではないか。 

参考にします。（事務局） 基本目標 4 の課題及び施策部分にお

いて、市民が愛着を持てる景観を保全

していくことが必要という記載を追

加しました。 

P36 、

P39 

5-7 清水委員 生活環境 資料 1 

P24 

P24「整備された街並み」という表

現の意味が分からない。 

表現を精査する。（事務

局） 

「歴史的遺産等を含む街並み」に表現

を修正しました。 

P36 

5-8 上村委員 生活環境 ― 自転車で移動すると川沿いに移動 川を活用した景観とい 基本目標 4の施策部分において、川を P39 
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No

. 

発言者 分野 資料 意見内容 当日回答 対応 素案 

ページ 

することになる。車での移動と自転

車での移動は見える風景が異なる。

川を基点としたまちづくりをする

ことで、市民が自転車を使うことに

なるのではないか。 

うような文言を入れると

よいのではないか。（会長） 

含む景観を維持していく旨を記載し

ました。 

5-9 会長 生活環境 資料 1 

P24 

市の施設ではないが、全生園につい

て触れてもよいのではないか。 

「人権の森」等に言及す

る方向で検討します。（事

務局） 

基本目標 4の現状部分において、人権

の森について記載しました。 

P36 

6-1 清水委員 協働 資料 1 

P26,2

7 

環境学習について、市が関与してい

るものはしっかりと書かれている

が、それ以外についての記述が少な

い。市民団体等の活動も把握しても

らいたい。 

市民団体の活動の記載

について検討します。（事

務局） 

市民団体等の活動について、コラムを

作成しました。 

P50 

6-2 田口委員 協働 ― 企業も環境学習を行っている。企業

との連携等も検討してもらいたい。 

検討します。（事務局） 環境フェアや公園づくり等において

企業との連携を行っています。今後の

市の取組の推進における参考とさせ

ていただきます。 

－ 

6-3 上村委員 協働 ― リサイクルショップは元々環境活

動の拠点として建てられた施設で

ある。リサイクルショップ等の既存

の施設を活用し、ごみや環境などを

まとめて学習できる施設として整

備してもらいたい。 

参考にします。（事務局） リサイクルショップの活動は今後も

継続、充実していきます。環境学習施

設の整備については、施策の推進にお

ける参考といたします。 

－ 

6-4 原田委員 協働 ― 川の危険性を教えることが環境学 参考にします。（事務局） 今後の市の取組の推進における参考 － 
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No

. 

発言者 分野 資料 意見内容 当日回答 対応 素案 

ページ 

習の中で必要なのではないか。 といたします。 

6-5 清水委員 協働 ― 生きもの調査などで、市民を巻き添

えにできるとよい。また、市だけで

なく民間も共に考えていけるとよ

い。 

参考にします。（事務局） 今後の市の取組の推進における参考

といたします。 

－ 

6-6 上村委員 協働 ― 市内に環境問題全般を取り扱う市

民グループがないため、市による支

援が重要である。 

参考にします。（事務局） 次期計画において、市民の環境学習に

対する支援や普及啓発を引き続き行

っていきます。 

－ 

7-1 清水委員 先導プロ

ジェクト 

資料 1 

P30 

緑や農地、水辺を守っていくことに

言及すべき。 

取組内容については現

在調整中です。（事務局） 

基本目標１の適応策の部分において、

生態系の保全や暑さ対策の一環とし

て、緑や農地、水辺の保全を位置付け

ました。 

P24 

7-2 田口委員 先導プロ

ジェクト 

資料 1 

P30 

取組内容に「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。」とあるが太陽光に限

定すると不安定なので、補完する電

源も必要となるのではないか。ま

た、蓄電池はどの程度持つものなの

か。設備面も含め検討してもらいた

い。 

取組内容については現

在調整中です。（事務局） 

取組内容については庁内で調整中で

あり、今後内容を検討・精査してまい

ります。 

－ 
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発言者 分野 資料 意見内容 当日回答 対応 素案 

ページ 

7-3 上村委員 先導プロ

ジェクト 

資料 1 

P30-

32 

先導プロジェクトはあまり先導的

に見えないため、もっと冒険しても

よいのではないか。環境というくく

りで市民から提案してもらい、市が

バックアップするというのはどう

か。 

参考にします。（事務局） 先導プロジェクトは、「横断プロジェ

クト」に変更しました。 

市民からの提案については、施策の推

進における参考とさせていただきま

す。 

P44 

 

２．温室効果ガス排出量の現状と削減目標について 

No. 発言者 資料 意見内容 当日回答 対応 素案 

ページ 

8-1 会長 資料 2 

P37 

概算で良いので、東村山市内の緑地による

二酸化炭素吸収量を記載すべき。 

吸収量を計算し、記載すること

を検討します。（事務局） 

コラム等において、森林吸収に関す

る記載を加えることを検討してい

ます。 

－ 

8-2 上村委員 資料 2 

P37 

再生可能エネルギーの使用や、太陽光発電

由来の電気を買電した場合、GHG削減に

は反映されず、省エネしか努力が目に見え

る形で反映されないということか。 

LED 化など具体的な取組によ

る削減効果を例示してもらいた

い。（会長） 

別途市民向けのパンフレットを作

成し、省エネの取組による効果等を

紹介する予定としております。 

－ 

8-3 上村委員 資料 2 

P40 

市内の再エネ発電量を別立てで目標とし

て入れればよいのではないか。「未来カル

テ」の予測では、最大で 44％自給可能と

いう計算結果もある。 

再生可能エネルギー発電量の

目標設定について、検討します。

（事務局） 

市内の再生可能エネルギー発電量

の実績値の把握は難しいため、指

標・目標については、把握可能なデ

ータ等を用いることとしておりま

す。 

－ 

8-4 上村委員 資料 2 

P40 

P40 に意欲的な対策を取ることでとある

が、それに応じるような削減策があるよう

示し方について検討します。

（事務局） 

市民、事業者、市がそれぞれ、削減

策に取り組むこととしており、市が

P22 ～

24 



資料６ 

10 

 

No. 発言者 資料 意見内容 当日回答 対応 素案 

ページ 

には見えない。 実施する施策・取組について、基本

目標1の施策の方向性の部分に詳細

を記載しました。 

8-5 清水委員 資料 2 

P37 

国や都が意欲的に取り組むのか、市民が意

欲的に取り組むのかわかりにくい。 

示し方について検討します。

（事務局） 

国や東京都とも連携し、市民や事業

者も含めて、市全体で取り組んでい

く旨を記載しました。 

P19 

8-6 会長 ― 震災後には電気の使用量が半分程度にな

ったが、しばらくすると元に戻った。市民

の意識が低下している。そういった意味で

も環境教育が重要である。 

参考にします。（事務局） 次期計画において、市民の環境学習

に対する支援や普及啓発を引き続

き行っていきます。 

－ 

8-7 秋元委員 資料 2 

P37 

表 3-13のうち 7項目で 100千 t-CO2程度

の削減量になっている。これらの項目に力

を入れたほうが効果があるのではないか。

市民に周知して、優先的に取り組んでもら

うと良いのではないか。 

市民に周知するようにします。

（事務局） 

効果が大きい項目には網掛け

をするなどして、分かりやすくす

るとよい。（会長） 

別途市民向けのパンフレットを作

成し、省エネの取組による効果等を

紹介する予定としております。 

－ 

8-8 上村委員 資料 2 

P37 

お金を持っている人が省エネできるとい

うことではなく、手作りの断熱窓など簡単

に金銭的な負担が少なく導入できるもの

も啓発してもらいたい。また、ZEB など

の省エネ技術の紹介をしてはどうか。 

参考にします。（事務局） 基本目標 1 の施策の方向性 1-1「温

室効果ガスの排出抑制」の施策（2）

「省エネルギーの推進」において、

事業として「市民への省エネルギー

行動の啓発、省エネルギー製品の情

報提供・購入の促進」を位置付けて

います。市民への普及啓発の中で、

様々な技術等を紹介していきます。 

P23 

8-9 上村委員 資料 2 独立電源で、ある施設の電気を全て太陽光 参考にします。（事務局） 基本目標 1 の施策の方向性 1-1「温 － 
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P37 発電で賄うようにすれば、GHG削減量に

反映されるのではないか。 

室効果ガスの排出抑制」の施策（1）

「再生可能エネルギーの導入推進」

として進めていくこととしていま

す。 

今後の市の取組の推進における参

考といたします。 

 

 

 


