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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 令和２年度第２回東村山市環境審議会 

開 催 日 時 令和２年１２月１４日（月）午後１時～午後３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 

小林 正隆 委員、 原田 秀二 委員 

増田 勝義 委員、 田口 親子 委員 

高野  哲 委員、 秋元  宣 委員 

清水  淳 委員 

（市事務局） 渡部  尚 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 

 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

 
傍聴者数 ２名 

会 議 次 第 

 

１ 委嘱状交付 

２ 開会 

３ 議事（報告） 

  （１）令和２年度グリーンカーテンコンテストについて 

  （２）第３次東村山市環境基本計画（素案）について 

  （３）東村山市環境基本計画推進状況点検評価（令和元年度）に

ついて 

４ その他 

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 

 

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（報告） 

  〇会長 

 では、環境審議会を開催します。早速ですが、グリーンカーテンコンテストに

ついて、事務局から資料の説明をお願いします。 

 

（１）令和２年度グリーンカーテンコンテストについて 

 

〇事務局 

 〈令和２年度グリーンカーテンコンテストについて事務局より説明を行った〉 

 

○会長 

 何か質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

○委員 

 別にこれに苦情があるわけではありませんが、今回Ｋ－２が唯一の集合住宅の

ケースだったと思います。私は前回からしか参加していませんが、集合住宅はあ

まりなかったような気がします。あったにしても、集合住宅は量的に大きいもの

は無理だと思います。東村山にはあまり集合住宅はないと思いますが、集合住宅

は戸建ての人たちとは違った評価をしないと公平感がない気がちょっとしまし

た。単なる意見です。 

 

○会長 

 ほかにございませんか。よろしいでしょうか。同点があったので市長賞が二つ

になったということです。 

 では、次の議題に移りたいと思います。次の議題は「（２）第３次東村山市環境

基本計画（素案）について」です。事務局のほうからお願いいたします。 

 

（２）第３次東村山市環境基本計画（素案）について 

 

○事務局 

 〈第３次東村山市環境基本計画（素案）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。かなり盛りだくさんですが、どの部分からでも結構

ですので、意見があればお願いいたします。 

 確認ですが、２７頁の環境指標で「１人１日当たりの総ごみ排出量」の下に「埋

立処分量」とあります。市ではゼロだろうけれども、実際には外に行って埋め立

てられているのだろうから、この項目はやめたほうがいいのではないか。 
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○事務局 

 こちらについては、一般廃棄物処理基本計画の指標と整合を取らせていただい

ているので、あちらと調整させていただく必要があります。 

 

○委員 

 私はごみ減量審議会の委員ですが、本当にゼロなんです。全部リサイクルして

いる。不燃ごみも業者に出して、その業者も全部リサイクルしているので、実質

埋立量はゼロです。以前は日の出のほうに出していましたが、現在、不燃物は全

部リサイクルしているので、実質ゼロです。 

 

○会長 

 要するに、一般家庭ごみとしての排出だとゼロだと。わかりました。私の理解

不足でした。 

 

○委員 

 １５頁「３）市民・事業者の省エネ行動等」の最後に「また、市民・事業者と

もに省エネルギー機器・設備等の導入は全体的にあまり進んでいないことが明ら

かになっています」という文章があります。次の頁に「図８ 市民意識調査の結

果」が出ていますが、その中にこの文章を裏づけるような資料がないのです。地

の文にこれだけ書いてあるということは、何らかのものを示して言ったほうがい

いのではないでしょうか。確かにこうだとは思いますが、じゃあ、どんな感じな

んですかということは、やはり説明文が欠けるように思います。 

 

○事務局 

 こちらについては文言を修正させていただきたいと思います。 

 

○会長 

 具体的な数字なり何なり裏づけしていただくということで。ほかにございます

か。 

 

○委員 

 １３頁ですが、「基本計画１」の施策のところで、「③気候変動への適応」の「（４）

自然環境への影響の軽減」という言葉が使われていますが、私は言葉としてしっ

くりいかないなと感じています。例えば、「みどりの保全」、あるいは「二酸化炭

素の保定」などという言葉であれば理解できますし、「都市環境への影響の軽減」、

「みどりを保全することによって都市環境への影響の低減が図れる」といった言

葉で埋めていただいたほうがいいかなと思いました。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。 

 

○委員 

 ３３頁の「３－３ 生物多様性の保全」のところで幾つか意見があります。四

つ丸がありますが、一つ目の丸にエコロジカルネットワークという言葉が使われ

ています。これはみどりの基本計画でも検討している話ですが、ちょっと解説が
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必要なのかなという感じがしました。 

 重要なのは二つ目の丸でして、「生物多様性地域戦略の策定を見据え」というの

は本当にありがたく感じております。生き物調査というのをここに出しています。

我々も主体的に取り組みたいと考えていますが、何のために生き物調査をするの

かということをちょっと考えておいたほうがいいかなと思います。もちろん環境

指標として、今、昆虫がなくなりつつあるとか、そういう把握もすごく大事だと

思いますが、より重要なのは北山公園とか狭山公園、八国山とかみんなそうです

けれども、生き物の全数調査をやりまして、どういう生き物がトレンドとして少

なくなってきているのか増えてきているのか調査していますが、そういうのを実

際に運用していくためには、例えば１０年に１回だけの調査では足りなくて、全

部の動植物を調べるのは難しいかもしれないけれども、例えば東京でアライグマ

は何個体いるのだろうかというのはずっとウオッチングしていく必要があると思

うんです。 

 そういうのをウオッチングしながら、専門用語的には順応的管理というのです

が、稀少な動物とか植物がいるから、ここの公園の除草は少し気をつけたほうが

いいとかいうようなところをフィードバックしていくような仕組みを作っていく

必要があるかなと思います。やはり生物多様性というのは、どうしても順応的管

理といったものを継続していく必要があると思いますので、その視点は盛り込ん

でいく必要があるのかなと感じました。 

 それから、四つ目の丸に「アライグマ・ハクビシン」の駆除というところがあ

ります。ほかでも同じようなことが書いてありますが、今市内で問題になってい

る外来生物は、アライグマはもちろんそうですが、ウシガエルというのが代表的

です。ハクビシンというのは明治以降ではなくて、その前から日本に入っていた

という理由で外来生物に指定されていないのです。ハクビシンについては外来生

物という言葉は使えませんが、アライグマとかウシガエルといった外来種を抑え

るということと、ハクビシンみたいな害獣駆除という言葉が環境によってはたく

さん使われていますが、そういうもののあちこちの文章を整理したほうがいいの

ではないかと感じました。 

 今の提案は、害獣駆除＆外来種の駆除みたいな書き方になっていますが、全体

的な書き方としては外来種をまず基本に置いて、それから漏れているけれども大

事な、ハクビシンなども駆除していくんだよという説明はやはりしたほうがいい

んじゃないかという気がしました。 

 

○会長 

 今のご意見に従えば、要するに有害外来種の問題で、できればどこかに、市で

はこういったものは外来種として顕著に表れているとか、補足的な何かを付けれ

ばクリアになると思うんですね。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。 

 

○委員 

 どこにあてはまるのかが私もよくわからないのですが、空堀川は町の中心に流

れているわけですが、夏場は空堀川という名前のとおり水がない。涸れているわ

けですが、ヒートスポットというよりもヒートベルトになっています。あそこに
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水が流れていれば住環境が随分と違ってくると思います。都区内では、猛暑日な

どに打ち水をやると気温が２、３度下がるというような状況があるので、もしあ

そこに水が流れていれば、脇に河川管理道路があるから直接的にそこの周りにい

る人たち全員が涼めるわけではありませんが、それでも随分環境が違ってくると

思います。 

 また、現在、水涸れの状態ですが、青藻が腐って石にこびりついて景観も悪い

し臭いです。この間、六中の前にちょっとくれているところがあって、子どもた

ちがそこで魚捕りをして遊んでいました。私たちも川の会でそれをバケツやビニ

ール袋に入れて、御成橋の遊水池のところに魚を保護しようじゃないかというこ

とでやってみました。結局元に戻るから同じことなんですが、自分たちの気持ち

の問題になってしまうんですが。とにかく河原に下りてみたら非常に匂うんです

ね。 

 資料４の排水施設のマンホールの接続率のところにも出ていたんですが、昨年

２０１９年度は８件だったというように、下水施設は整っているのに接続率が１

００％にはなっていない。あの辺が問題になっている。匂いも随分とひどいし、

子どもがあそこで遊んでいるということはまず危険だし、問題だと思うんです。

だから、その辺も考えていただきたい。 

 

○会長 

 今もお金を払って、どこかの会社から流れるようにしているのだけれども、焼

け石に水で下流までは来ない。大沼田橋あたりまではタラタラと来る。先ほどの

自然環境保全とからんで、我々は自然に親しんで、例えばカワセミ、あれはどん

どん溜池が乾燥していってカワセミがいなくなってしまう。そんなこともあり、

人がそういう自然に触れたり、観察したりというのは、やっぱりあの川でやっち

ゃうので。向こうで水が浸透してしまうのだったら、東京都にお願いして調査し

てもらって、浸透してしまうところは水が行かないようにするとか、人が管理す

る自然でもしょうがないと思う。都市の河川は人が管理するのだから、とことん

やってもらうようにしたほうがいいと思います。 

 

○委員 

 森永さんが東大和で下水道に流すのは当然有料ですよね。空堀川に流すのは半

量だそうです。５千～６千トンぐらい日量で流しているらしいんですが、それは

川に流すから無料だというような話は……。無料というか、排水の施設を使うか

ら処理をする代金の分は払わなくて済むというようなことです。もっとも見学に

も行ったんですが、森永さんの敷地の中は高度処理水、曝気を排水するときにＢ

ＯＤとかいろいろな検査をして流しているんだそうです。結局、今流れてきてた

どり着いて、野口橋から先はほとんどないという状況です。 

 河川の水漏れの状況だと、東大和で河川底を粘土張りにした部分があるんだそ

うです。ところが、やはり河川は水が一定ではないもので、河川の下に粘土張り

したところを流れないで、ほかのところに流れていっちゃったというようなこと

がある。今まで流れていたところに張ったのだけれども、今度は水が違うところ

に流れていってしまった。だから、いわゆる三面張りというようなかたちで河川

工法をしなければいけないのかどうなのか。そうなると、結局、都がやることに

なるのでしょうけれども、私たち東村山市民としての要望はこういうものなんだ

というものを出す必要があるのではないか。粘土張りか三面張り工法というよう
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なものですね。 

 

○会長 

 それは自然に親しむという意味でも重要な河川なので、具体的にどうやっても

らうかという工法は結構なので、ぜひ東京都のほうに市がこれだけ要望している

のだというのを上げてもらいたい。市長のほうからもよろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 空堀川につきましては近隣市と連携しながら進めておりまして、今年度はコロ

ナ禍で東京都の訪問はやりませんが、毎年要望というかたちで上げさせていただ

いているので、今後も引き続きさせていただきたいと考えております。 

 

○会長 

 不思議なことに清瀬市に入るとまた水がちゃんと流れている。あれは不思議で

す。清瀬市は水をアップして小さなせせらぎの川みたいなものを作っているので、

あの電気はＣＯ2発生源だと思うけれども、いずれにしてもそういうかたちで清瀬

市はやっている。たぶんスケールが違いますからね。ぜひ東京都とも話をして。 

 

○事務局 

 どちらにしても、これは言うようにしたいと思います。 

 

○委員 

 前回もいろいろなことを言わせていただいて、かなり盛り込んでいただいてあ

りがとうございました。 

 前回に引き続き、どこというところではないのですが、一つは２３頁「（１）再

生可能エネルギーの導入促進」で、「市内公共施設への太陽光発電パネル、蓄電池

等の設置」とありますが、公共施設に市民グループが太陽光発電を付けようとか

いったかたちで屋根借りをしようと思うと、条例の壁に阻まれてできない。そう

いった部分の条例の改正は視野に入れることが含まれているのか、それとも別立

てで何か書かなければいけないのか、ということです。 

 屋根借りの話だけではなく、例えば一番最後の横断的なところで、４７頁ぐら

いの市民協働のところに入るかと思うのですが、今は公共施設で小商いというか、

ものを売ることは条例で許可されていませんが、例えば、リサイクル市を作って、

ものを売ることができるようになれば、いろいろな人の資源も生かせる気がする

んですね。今年は完全にできていませんが、フリーマーケットとか雑貨市はすご

く人気があるんですが、公共施設ではなかなか開催しづらいけれども、民間を借

りるとコストが回収できないとかいろいろ問題があります。市民が気楽に自分で

作ったものを売ったり、あるいはフリーマーケットやガレージセール的なものを

やったりできるスペースが公共施設の中にあれば、大々的なフリーマーケットで

はなくても、ここはいつでもガレージセールをやっているんだね、ということが

可能だと思います。それは横断的になってしまいますが、例えばリユースの促進

であるとか、地球温室効果ガス削減という意味でもいいのではないか。メルカリ

などでやり取りすると輸送が伴うので、市内で直接やり取りできればそのほうが

地球温室効果ガスの削減ができるのではないでしょうか。 

 共通するのは条例の壁ということです。何の予算も要らなくて条例さえ変えれ
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ばできることがあると思うので、そこもどこかに盛り込んでいただけると有効な

ことがたくさんできるかなと思います。横断的なプロジェクトでいう市民の活力

を生かすということになるのかなと思うので、ご検討いただければと思います。 

 

○会長 

 今のお話で、例えば２８頁に「美住リサイクルショップにおける再生家具の販

売」という写真がありますが、こういうのは常設なんですか。 

 

○委員 

 これは市で回収した粗大ごみです。市のものは販売できるのですが、例えば私

たちが教室を開催してみんなで何か作りましたと言っても、それを売ることはで

きないんです。お祭りとかイベントならいいのですが。つまり、日常的にそうい

ったことを販売するスペースがあれば、あるいは活動するスペースを借りて販売

することができるコーナーがあれば、売る方は結構いらっしゃると思うんですね。

小物・雑貨市も申し込みが殺到しているので販売量を増やしていたり、フリーマ

ーケットも抽選でやっています。ネックはそこだけです。それがリサイクルショ

ップだけではなくて、公民館や地域センターができるんですよね。公的な施設で

も、大きな業者がお店を出してしまうと困りますけれども、一定の条件を設けて

市民であれば収益を上げることが可能になると、かなりリサイクルとかリユース

は市内で活発になるのではないかと思います。 

 あと、２３頁の下の「歩道・自転車レーンの整備」というところで、こちらに

載せていただきました。東村山市は都内の市区町村で市民の走っている自転車走

行距離が１位だというニュースがネットで流れましたが、考えてみたら、不便な

ことが幸いをして、バスも何もないのでしょうがないから自転車で行くしかない

ところが結構あるんですね。普通のまちだったら、駅まで２０分も自転車に乗ら

ないでバスに乗ったりするわけですが、市内はないので自転車の走行距離が長い

んじゃないかと思ったんです。逆に考えると、自転車に乗れなくなった高齢者や

自転車に乗れない人は非常に足に困っている状況があると思うんです。そのため

に乗り合いバスが出ていますけれども、温室効果ガスという観点から言うと、電

動の自転車・三輪車、三輪車だけれども電動とかハイブリッドとかそういったも

のを積極的に、例えば市で購入したり、あるいはどこかの事業者と連携すると一

つのモデルになるのではないか。やはり自転車を使おうとか歩こうとかできる人

はいいですけれども、ＳＤＧｓ的観点から言うと、それができない人も車を使う

のではなくて、ほかの交通手段で自由に動けることを考えてほしいと思います。

あともう一つ、「誰でも自転車が利用できるような」といった文言が入るといいな

と思います。要望です。 

 

○会長 

 リサイクルをやるのは、例えば中小の企業にしても、いわゆる中古品を扱って

いる小売業者の方がいらっしゃいますよね。その方たちと競合しちゃうんですよ。

実際にやっている方がいますよね。ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員 

 今回、環境基本計画を読ませていただいて、とてもわかりやすく、市民目線で

きちんと書いているのだなと思いました。 
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 一点、４６頁にコラムで、コージェネレーションシステムのことが書いてあり

ます。すごくわかりやすくて、市民の方も理解しやすいなと思ったのですが、４

４頁から読んできたときに、突如ここで出てくるようなかたちになっています。

もしあれでしたら、４５頁「２）取組内容」の下から２ポツ目「大規模災害時に

備え」というところに、コージェネというような言葉が入ると後ろとつながりが

よくなってくるのかなと感じますので、またご検討いただければと思います。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。 

 

○委員 

 ４０頁のあたりから、人づくりとか地域づくりのことが幾つかあります。４０

頁は（１）で現状を分析されているということだと思いますが、「１）市民・市民

団体等の活動、協働」というのが、クリーンアップばかりになってしまっていま

す。クリーンアップも大事ですが、例えば我々がやっているような外来種の防除

の作業とか、淵の森とか多摩湖緑地でやっているような雑木林を美しくするため

の下草刈り、あるいは今年試行的に始めましたけれども、北山公園で水田の風景

を市民で作っていこうというような、まずそういうものを書いていただいて、あ

とでクリーンアップもあるよという書き方にしていただいたほうがいいんじゃな

いかとまず思いました。それが１点目です。 

 それから「２）環境教育」のところですが、書いてあることは事実で、これに

ついてああだこうだ言うつもりは全くありませんが、我々のレベルというか、環

境団体から見ますと、いわゆる体験学習というか自然の中で雑木林の大切さを感

じてもらったり、あるいは外来種の問題を一緒に考えてもらったりということも、

結構いっぱいやっているんです。その辺の視点がちょっと抜け落ちている感じが

します。特に今年は、自分の団体のことをあまり話しても仕方ないのですが、某

小学校の総合的学習をかなり引き受けていまして、それこそ魚捕りから始まりま

して、一緒に川の清掃をしようとか、あるいは外来種を一緒に捕ってみようみた

いなこともやってきているんですね。そういうことも少し書いていただいたほう

がいいんじゃないかと思います。どうもごみのほうばかりになってしまっていま

す。これも大事ですが、そういう感じがしました。 

 それから４１頁の下のほうに「（２）課題」が出ています。これも書いてあるこ

とはおっしゃるとおりですが、私の意見が一つありまして、ここに課題が四つ並

んでいますが、その前にちゃんと市民にアピールすることがあるんじゃないかな

と思っています。それは何かというと、市民協働の少し予見的な話になりますが、

財政とか市役所の人的な面で、公共側だけで環境保全政策全般をやることができ

なくなってきているという大前提を説明する必要があると思うんですよね。そう

いった意味では、そういう前提に立てば、緑の保全とか、清掃活動などもそうだ

し、環境教育もそうだと思いますが、市民と市民団体、あるいは市役所が連携し

ながら、あるいは市民協働という感じになってくると思うんですが、だからそう

いうことをやる必要があるんだということを明確に示していただいたうえで、今

書いてある四つの話につなげていくという書き方をしたほうがいいのではないか

と思いました。 

 次に、４２頁「２ 施策の方向性」ということで、方向性が書いてあるのです

が、本文の上から５行目に「市民・事業者とのパートナーシップを構築し」と書
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いてありますが、私から見るとここは「市民・事業者・行政」と入れたらいいん

じゃないかと感じました。ここは基本的なスタンスのところなので再確認したほ

うがいいと思います。この基本計画はもちろん行政の内部で整理した文章という

位置付けになるかと思いますが、市役所の目線ではなくて、第三者というか、市

民一般の目線から書き上げたような感じにしていただかないと、市民にとっては

ちょっと馴染みにくいものになってしまうのではないかと思うんですね。そうい

った観点で言うと、ここだけではないのかもしれません。行政という言葉を除い

たところがほかに何かないか私も検証していませんが、そういう再チェックをし

ていただいたほうがいいんじゃないかと思いました。 

 それと、たまたま見つけただけですが、その下にオレンジで「施策体系」とい

うものがあります。「５－１ パートナーシップによる協働」ということで、「市

民・団体による環境保全活動の推進」と書いてありますが、この「団体」は用語

としてきっちり整理しておいたほうがいいんじゃないかと思います。たぶん市民

団体のことを言っているのかなと思いますが、市民団体を指すのであれば、「市民

団体」という言葉を使って全体を整理していただいたほうがいいんじゃないかと

思いました。 

 あともう二つぐらいあります。環境指標で意欲的なものを並べていただいて、

これはずっとウオッチングしていきたいと思ったのですが、もう一つ、実はみど

りの基本計画でも提案しているのですが、パイロットプロジェクトの推進という

のを目玉として挙げていただくのがいいんじゃないかと思います。パイロットプ

ロジェクトというのは、我々の緑分野から言うと、例えば市内全域でやる生き物

調査とか、市民田んぼを立ち上げる話とか、雑木林の維持管理をする話とか、結

構やるのが大変だなとすぐわかるやつがいっぱいあると思うんですね。あと、環

境・住宅課さんだと、この本文の中に出ていましたが、ＳＮＳでの情報発信とか、

情報の集約化とか、こういう大きなテーマがたぶん今度の１０年計画には幾つか

出ていると思うんですよね。 

 これを毎年全部やるのはなかなか骨の折れる作業だと思うので、みどりの基本

計画のほうでも言っているんですが、例えば毎年１本ずつとか、今年はこれを重

点的にやろうとか、それを市民を巻き込んで議論してやろうというようなことが

何かできないかとすごく思いました。それをやることが、パイロット事業という

か、最初の１点目だけでいいと思うんですが、それの成功例を積み重ねていくこ

とが市の環境をよくしていくのに大きな役割を果たすのではないかと、今、すご

く思っています。 

 最後に、この４２頁「５－１ パートナーシップによる協働」で、現場的な話

で、ここに書いてあるとおりですが、今ちょっと別の会でも議論しているのが二

つあります。協働していく相手ですが、一つはこれはちょっと書けないのかもし

れませんが、みどりと公園課さんは指定管理者制度をかなり真剣に考えられてい

まして、指定管理者を使って、市民の声を反映したよりよい公園を造ろうという

話がまず一つあります。それは市民の要望をかなり聞くようなかたちになってい

ると思いますが、そういうことも視野に入れざるを得ないのかというのが一つ目

です。 

 あと、このあとも打ち合わせがあるんですが、市民協働課で、私のところも含

めていろいろな市民団体、ＮＰＯがありますが、そのマッチングというのでしょ

うか。例えば、私たちが北山公園で何かおもしろいことをやろうよと言った場合

に、その環境団体だけではなくて、子育ての団体とか、福祉の関係の団体とか、
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そういうところと連携しながら、相談しながら、役割分担しながら少し人の輪を

広げていくようなことができるといいかなということで、今市民協働課さんで、

そういう連絡会を作ってやろうとしているのですが、それと連動できないかとい

うのが私の思いです。どこまで文章化できるかというのは、なかなか難しいとこ

ろがあるかもしれませんが、ただやはり今までのやり方ではなくて、そういう新

しいチャレンジをやっていただけるような雰囲気に持っていっていただけるとい

いかなと思いました。 

 

○会長 

 いざ文章にするとなかなか大変な作業ですね。確かに、先ほども話していらっ

しゃいましたが、現状で活動がごみ拾いだけなのかというのはあるので、これは

今おっしゃられたようなものを入れて書き換えていただけるといいと思います。 

 細かい話ですが、「２ 施策の方向性」の２番目のパラグラフの「市民・事業者

とのパートナーシップ」に「行政」が抜けているんじゃないかというのは、これ

はとのだから、行政主体で書いているからこういう文章になる。この文章には「行

政」を入れる必要はない。 

 

○事務局 

 １行目には「行政」を入れてあったのですが、すみません。漏れていました。 

 

○会長 

 文章上は入れる必要があるけれども。 

 

○委員 

 すみません。小さいことですが、循環型社会の中で、雑木林の管理をしていく

と間伐材が出てきますね。その間伐材の活用ができないかなと。そういうのがテ

ーマとしてあるので。どこに入るのか、リユースになるのかな。あるいは、今市

内で薪ストーブの家が結構増えているのもあって、そういう使い方もあると思う

んですが、そういう里山の管理活動とリユースと結びつけるようなことができな

いかと、そういう可能性をここに書いていただけないかという提案です。 

 

○会長 

 間伐材という概念が難しいのは、林業的にはどうしても杉・ヒノキの木材生産

が間伐材になるのですが、一般の公園等では伐採して出てくるものですよね。こ

ういう都市部の自治体ではどうしても燃やしてしまうのが一番早いので、間伐材

の利用は難しいですね。量もそんなに出ないし、しょっちゅう出るものでもない

し。 

 

○委員 

 八国山緑地等でも類似の話はありまして、検討はしているところです。あとは

入間市にあるさいたま緑の森博物館だったかな、そこでも試行的に参加者を募っ

て木を運び出して使ってもらうみたいなことも始めているので、もしかしたらそ

ういうやり方もあるんじゃないかと思っています。だから可能性はゼロじゃない

かなと思っているので、そういうことで里山の恵をみんなで分かち合えればいい

なと思いました。 
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○委員 

 以前の一般廃棄物処理基本計画のほうでは、剪定枝の再資源化について、そう

いう委員会もあって検討したこともあったのですが、それはなしということにな

りました。検討した結果やっていないんです。あと個人的にチップにする機械と

か、ああいうののレンタルをしてくれると、あと雑木林の所有者と連携ができれ

ば、特に市の収集とか関係なくいいなと。皆さん家から出すときにすごく苦労し

て、半分に切ったり短くしたり袋に詰めたりして出しているので、その機械をレ

ンタルしてくれるところがあれば、本当に簡単に剪定枝とか処理できるんじゃな

いかなと。 

 

○会長 

 私もプロジェクトで、里山の管理で、そういうチップの小型なものがあるので、

軽トラックに乗って回って、どうしても林業になると大がかりになるので、そう

ではなくて里山の利用ということでやっているんですが、いくらでもそういうも

のはあるんですが、それをどうしていくかということが。要するに、そのチップ

が定期的に捌けない。常に流れないというので、バイオマスに持っていくにして

も何にしても今度は輸送の問題とかあるんです。 

 一番の問題は、東京都の条例で農地で火が使えないでしょう。いつも言ってい

るんですよね。環境教育で幼稚園生に芋掘りをやらせるのなら、その場で焼き芋

までやれと。火が使えないのはおかしいのでね。農地でも農業資材をわざわざト

ラックで運ばないで、その場で燃やすほうがいいので、そういうところから東京

都にね。農地を抱えている東村山市のレベルにしたら、野焼きだっていいじゃな

いかというのは大きいんですよね。煙が漂うのが農地ですから。少しそういうこ

とでやっていけば、今のチップの問題でも、焼き芋のレベルじゃないにしても火

が使えれば。そういうレベルで少し検討してほしいです。これは前の審議会でも

要望しているので、東京都に、少なくとも野焼きをやらせてくださいと。 

 

○事務局 

 我々のほうにも苦情は入ってきます。 

 

○会長 

 そうでしょうね。今でも確かに隠れて燃やしているところもありますけれども、

堂々とやっていいはずなので、その辺、ぜひ東京都に働き掛けてください。 

続いて、議事３をお願いいたします。 

 

（３）東村山市環境基本計画推進状況点検評価（令和元年度）について 

 

○事務局 

 〈東村山市環境基本計画推進状況点検評価（令和元年度）について事務局より

説明を行った〉 

 

○会長 

 よろしいでしょうか。では、次回の審議会で我々の評価は出すということです

ね。 
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○事務局 

 そうです。 

 

○会長 

 それでは、次に「４ その他」をお願いします。 

 

４ その他 

 

○事務局 

 では、今後のスケジュールについてご説明させていただきます。本日ご意見を

いただきました第３次環境基本計画の素案につきましては、来年１月１２日から

２月１日にかけてパブリックコメントを実施する予定でおります。そちらを踏ま

えて素案への意見反映など、最終的な調整を行いまして、完成版の策定となりま

す。 

 また、先ほどお伝えしましたとおり、委員の皆様には環境基本計画推進状況の

過去３年分の点検評価を行っていただきますので、２月中には第３回目となる環

境審議会を開催したいと考えております。ただ、新型コロナウイルス感染症の状

況によっては書面開催等になる場合もありますので、ご承知おきくださいますよ

うお願いいたします。また、本日いただきましたご意見を素案のほうに反映させ

たうえでパブリックコメントを実施させていただきますけれども、また皆さんに

お集まりいただくのは時間的にも難しいので、会長さんと事務局でやり取りをさ

せていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

５ 閉会 

 

○会長 

 それでは、今日はどうもお疲れさまでした。 

 

○事務局 

 ありがとうございました。 

 

 


