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会  議  録 

会 議 の 名 称 令和３年度第１回東村山市環境審議会 

開 催 日 時 令和３年１１月１５日（月）午後２時～午後４時 

開 催 場 所 秋水園リサイクルセンター３階研修室 

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 

清水 淳  委員、  矢部 裕之 委員 

友保 邦弘  委員、 増田 勝義 委員 

田口 親子  委員、 高野 哲  委員 

三浦 周一郎 委員、 野口 知義 委員、 

大石 好伸  委員 

（市事務局）大西 岳宏（環境資源循環部長）、肥沼 卓磨（環境資源循環部

次長）、倉持 敦子（環境保全課長）、渡邉 広（環境保全課主査）、

宮田 利澄（環境保全課主事） 

（オブザーバー）渡部 尚 市長 

 

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 委員の紹介 

３ 開会 

４ 会長の選任、職務代理の指名 

５ 市長挨拶 

６ 傍聴に関する定め及び会議の公開について 

７ 議事 

 （１）東村山市環境基本計画推進状況点検評価（令和２年度）について 

 （２）令和３年度グリーンカーテンコンテスト審査について 

８ 報告 

 （１）東村山市エネルギービジョンの策定について 

９ 閉会 

 

問 合 せ 先 

環境資源循環部 環境保全課 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２６５２） 

ファックス番号 ０４２－３９１－５８４７ 
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会  議  経  過  

１ 委嘱状交付 

  市長より各委員に委嘱状を交付した。 

 

２ 委員の紹介 

（１）委員の自己紹介、（２）事務局職員の紹介、（３）配布資料の確認 

 

３ 開会 

 

４ 会長の選任、職務代理の指名 

  森川委員が会長に選任され、小田委員が職務代理に指名された。 

 

５ 市長挨拶 

 

６ 傍聴に関する定め及び会議の公開について 

  会議は原則として公開により行うこととし、「東村山市環境審議会の傍聴に関する定め」

について変更案（資料２）のとおり修正し、本会議から施行することに決定した。 

その他事項として、次のとおり決定した。 

 ・会議録の作成形式は、発言委員の氏名掲載はせず、すべて「委員」と表記する。 

 ・市ホームページ等で公開する委員名簿には、「区分・氏名・就任日・職業等・備考（会長

又は職務代理）」を記載し、「性別」は除くこととする。 

 

【傍聴者入場】 

 

７ 議事 

（１）東村山市環境基本計画推進状況点検評価（令和２年度） 

〇委員 

では、議事に入ります。（１）東村山市環境基本計画推進状況点検評価（令和２年度）につ

いて説明をお願いします。 

 

〇事務局 

 資料３（東村山市環境基本計画（第２次）推進状況点検評価【令和２年度実績】）の説明。 

 

○事務局 

本日、当日資料としてお配りした以外にも委員から事前質問をいただいておりますので、ご

回答させていただきます。「第２次推進状況の点検評価の市の評価がすべてＢなのはなぜか。

Ｂとはどういう評価か」というご質問です。評価基準は、資料３の１頁の一番下の表にまとめ

ておりますが、Ｓ～Ｄの５段階で評価しています。こちらは、例年と同様の基準に沿って今年

度分も評価を行っております。 

 評価方法としては、各担当所管評価の段階で、環境基本計画上の全 100施策について、施策

別にＳ～Ｄで評価を行っております。個別施策の中には評価を「Ａ（これまでの実績に上乗せ

された）」としたものもございましたが、本報告書では重点施策ごとの評価を行っており、そ

のまとまりで集約すると、押し並べてＢという評価となっております。 
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○委員 

２頁に「新型コロナウイルス感染症による評価対象外の考え方」があって、後ろを見ていっ

て気になるのは、トータル１７項目ぐらいあるのですが、実施事業なしとの記載です。この表

記はちょっとまずいのではないでしょうか。「実施事業なし」ではなくて、なぜなかったのか

の理由説明をしなければいけない。そうでないと、施策を立てておいて、やらないというだけ

だと市民に対して不親切だと思うのです。コロナのことがあるのだったら、それを受けている

のか。もしくは、ほかの理由なのか、何か一言入れたほうがいいですね。 

 

○事務局 

この「実施事業なし」というのは、既にこれまでの１０年間の中で事業終了しており、令和

２年度に関しては事業がなかったというものもございます。 

 

○委員 

そういった説明がないと、施策を立てておいて何もやらないというのはどういうことなのか

という印象を受けます。簡単でいいので説明をつけてください。 

 

○事務局 

承知いたしました。 

 

○委員 

資料５－２ですが、今回この点検評価が送られてきたのがかなり直近だったため検討する時

間があまりなく、回答が期限ぎりぎりになってしまいました。その結果、この資料５－２で私

が質問したものはすべて、「担当所管に確認の上、修正について検討いたします。」とされてい

ます。これはどのように我々に知らせてもらえるのでしょうか。このように検討しましたとい

うことは、どのような形で答えていただけるのでしょうか。 

 

○事務局 

まず、資料３への事前質問に関しては、資料確認期間を非常に短い期間で設定してしまい、

委員の皆様にご負担をおかけしてしまいましたこと、大変申し訳ございませんでした。ご提案

いただいた内容につきましては、実施主体である担当所管にしっかりと確認をとった上で、適

宜、本報告書に反映をしたいと考えております。本報告書を策定いたしましたら、委員の皆様

にお送りさせていただきますので、その中でご確認頂きたいと考えております。 

 

○委員 

わかりました。また別の話ですが、先ほどのご説明の中で、第２次東村山市環境基本計画か

ら各施策について評価しましたというお話があったのですが、昨年できた第３次東村山市環境

基本計画には本編の中に重点施策が書き込まれていて、特に重点的にはこういうことをやって

いくということが書かれていたと思います。第３次東村山市環境基本計画の評価はどういうイ

メージでされることが考えられているのかをお聞きしたいと思います。 

 

○事務局 

第３次東村山市環境基本計画の評価につきましては、既に事業を執行して第３四半期をもう

すぐ終了するというところになっておりますが、形式としては今までどおり年度の振り返りを

行いながら、次の取組につなげていく内容として検討しているところでございます。 

 

○委員 

私がお聞きしたかったのは、第２次の場合はたくさんの項目があってその中の１００個を選

んだような形に見えたのですが、第３次の場合にはそういう方法論でセレクトして評価をする

のか。それとも、第３次の計画の中には具体的には各章の後ろにこういう項目についてやると

いうことが表としてまとめてあって、そのうち特に重点的にやる施策はこういうものがあると
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いうまとめ方がされていたと思います。そういうものを漏れなくやろうとしているのか。そこ

が聞きたかったところです。 

 

○事務局 

ご指摘があったように、確かに第２次のときは１００項目すべてについて洗い出しを行う形

で毎年行っていたのですが、先ほどお伝えしたとおり、その年度に事業実施がないという場合

もございます。そのため、そういう評価の仕方ではなく、例えば基本目標１で主な取組につい

てはこういうことがございますという表記をさせていただいておりますので、そのうち年度ご

とに取り組んだ事業について、実際にこういう取組をしてこういう評価だったというお示しの

仕方をしようと考えております。 

 

○委員 

そういう重点施策とかが第３次には書き込まれるかどうかですよね。というのは、１００項

目すべてを毎年網羅的にやることはナンセンスであり、当然行政の関わり方も変わっていくの

で。そういう意味では、これとこれを重点的にやりますと。この「実施事業なし」が、そうい

う意味では説明資料としてついてきて、これは継続的な事業であるとか、何かそういう説明が

ついてくると全体像がわかってきます。それがわかるようなものを作ってもらいたいというこ

とです。 

 

○事務局 

それも含めて検討させていただき、ご報告の機会がありましたらお伝えさせていただきたい

と思います。 

 

○委員 

何かが終わって次に何かを作るときにはその評価が大切だと思います。今の傾向として、例

えばアンケートでも５択ではなくて４択にしているのです。それはなぜかというと、そのこと

についてよく分からない場合、真ん中の評価に〇をつけてしまう傾向があります。その点、４

択で設定すれば評価がはっきりします。本報告書でＢ評価が多くなってしまうのは、同じよう

な背景があるのではないかと、推測しています。やはり良かったところ、課題があったところ

がはっきりさせないと次に進めないのではないかでしょうか。それを踏まえて、そこから改善

されたということで、さらに第３次東村山市環境基本計画につながっていかないと、やったは

いいけど、つながりがなく終わりの評価になってしまい、継続性がなくなってしまう。ですか

ら、評価基準の設定方法を変えていかないと、やはりＢ評価が多くなってくると思います。長

期的な目標でもありますので、ぜひ検討していただきたいと思います。 

 

○委員 

確かに５段階評価で常に３というのは、えっという感じを受けます。たしか前回の審議会の

お話では、単年度で実施してそれで終わってしまうものがありましたよね、そういうものがわ

かるように評価していけば、もう少し変わるのではないかと思います。何かコメントをつけて

くれればもう少しわかると思う。なぜこれがＢ評価なのかというコメントがない。「推進して

いきます」とか「計画していきます」というコメントとなっているが、なぜＢなのかがわかる

ような内容にすべきだと思います。今のご質問はそういうことだと思います。 

 

○委員 

実はこのＢ評価の中でも、ごみの減量とか資源化、適正処理の推進は非常によくやっていま

して、全国的に高い水準となっているのです。そういう意味でもこのＢという評価はちょっと

納得がいかないなと思うのです。その辺の評価を、今委員がおっしゃったとおり、少しコメン

トをつけるなりして、もう少し評価していくのがよいと思います。 

前年までの事業実施水準を維持しているからＢとする視点は理解しますが、何とかならない

ものかと考えており、できれば第３次の評価については、少し見直しをしてもらえるとありが
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たいと思います。 

 

○委員 

ごみは今ご指摘があったように全国レベルで好位置にいるので、これは東村山市の中で考え

るのではなくて、この近隣の自治体を考えると刺激になるわけです。東村山市がそんなだった

ら、うちもやろうという。そういう意味でＢ評価になっていると、そういうインパクトがなく

なってしまいます。周りの地方自治体へのインパクトも重要だと思います。なぜなら、清瀬市

が戸別回収を始めたことは、たぶん東村山市を参考にしてもらっているということがあるかも

しれないので、周りのことも意識して評価していただきたいと思います。 

ほかにご意見はございますか。今、各委員から意見が出されて、それをどういうふうにする

かは、あとから各委員に回答が来るわけですか。 

 

○事務局 

議事録で見ていただければと思います。 

 

○委員 

次の審議会のときに。それまでにどう対応したとか、それを明確にしていただければ審議会

としての役割もクリアになります。 

ＣＯ２問題で前からあがっている野焼き問題はどうなったのでしょうかね。あれを認めれば

かなりＣＯ２削減になると思いますが。 

 

○事務局 

野焼きは、原則として禁止行為です。 

 

○委員 

原則としてというのは、どういうことでしょうか。 

 

○事務局 

例えば、農家さんが農作物の病害虫の防除などのためにやむを得ず行う場合には燃やしてもい

いというような例外的な扱いが規定されています。 

 

○委員 

３７頁の「水辺環境の整備、水循環の保全・回復」の評価がＢとなっています。施策７８「雨

水浸透ますの設置助成」について、ご存知のように小金井市は約６万戸あって雨水浸透ますの

普及率は約５０％となっています。ですから、約３万戸に普及している計算になります。東村

山市は小金井市に比べて実績は少ない。ただ、年度を限って１０万円のところを補助が１３万

円に見直しされましたが、小金井市は確か４０万円の補助だったと思います。雨水浸透ますと

いうのは洪水の防止と地下水の涵養にものすごく大きな力を発揮する施設であるわけですか

ら、この施策を含む項目の評価がＢというのはちょっとどうかという気がします。まだまだ足

りないのではないかという気がいたします。 

 

○事務局 

もっと厳しく評価したほうがよいということでしょうか。 

 

○委員 

評価はもちろんですが、実績をもっと積み上げることをお願いしたい。 

 

○委員 

関連して、なぜＢ評価なのかがすごく見えにくいかなという気がします。同じような話は２

８頁のみどりの保全でもありまして、緑地面積を増やすことを重点目標にしていると言いなが
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ら、昨年度もできなかったということがあって、そういう事実を見ないで、なぜＢ評価にした

かという説明が必要だと思います。やはりやっているところはやっているのだけど、全然でき

ていないところは進んでいないわけで、だからＢにしましたという説明が、私の目から見ても

不十分だなと思いました。 

 

○委員 

３０頁の５５「保存樹木の指定」に「支援を行った」と書いてあって、保存樹木の本数が減

っているが、これはなぜ減っているのでしょうか。特別保存樹木もかなり減っています。 

 

○委員 

私の記憶によると、指定期間が定められているからではないでしょうか。特別保存樹木のほ

うはわかりません。 

 

○委員 

このナラ枯れは困ったもので、最初は日本海側のミズナラでした。それで太平洋側に来なか

ったのですが、今はコナラがどんどんやられています。かなりの被害が出ているでしょう。ど

んどん枯れているし、対策の仕様がないというところです。 

 

○委員 

関連して、被害状況は都立公園もひどいですが、北山公園内からも見られるようになってい

まして、今は調査をしつつ、特に危険な、枝落ちしそうなものから伐採というか、そういうこ

とをやろうとしています。どうしても雑木林のコナラとかクヌギとか、昔みたいに定期的な管

理をしているわけではないので、みんな老木化しているのです。老木化していると、ますます

こういう状況になりやすい。先月の緑化審議会ではそういうことで議論になり始めていまし

て、次回の審議会で重点的に見てみてもう少し検討するということです。 

 

（２）令和３年度グリーンカーテンコンテスト審査について 

○事務局 

資料６（令和３年度東村山市グリーンカーテンコンテスト採点結果）の説明。 

 

○委員 

これまでも話題になりましたが、プランターよりも地植えのほうが育てやすいので、その差

別化というか、分けたほうがいいのではないでしょうか。この中にプランターは入っているの

でしょうか。 

 

○事務局 

今回優秀賞の４位となりました、Ｋ－８の方がプランターです。 

 

○委員 

ゴーヤ以外のものでこうやって賞が出るというのはいいことだと思います。地植えとプラン

ターを分けるというのはどのようになっていますか。 

 

○事務局 

今回については今までどおりですが、来年度以降は、委員ご指摘の地植えとプランターの話

や、賞の評価方法なども含めまして、事業の見直しも検討していきます。 

 

○委員 

団体部門の評価は、最優秀賞が個人部門の最低点よりも点数が低くなっています。このぐら

いの点数で、一団体からの応募がなかったからと言って最優秀賞となるのはおかしいと思いま

す。 
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○委員 

応募された写真はどこかに公開されますよね。 

 

○事務局 

ホームページに掲載します。また、環境フェアでも展示させていただきます。 

 

○委員 

今のご意見のように、たとえ団体部門とはいえ、写真の時期が悪いにしても、ちょっと見劣

りしすぎるかなという印象があると思うのです。いかがでしょうか。個人部門の同程度の点数

と比較すると 15 位となります。土日の水やりや、今年は酷暑で大変だったとしても、それは

一般家庭でも同じですので。皆さん、どうでしょうか。 

 

○委員 

団体部門で、これまでは点数はどんなものだったのでしょうか。いつもこのぐらいですか。 

 

○委員 

結構いいです。今まではそういう議論が起きなかったぐらいでした。この評点は表には出な

いですね。 

 

○事務局 

出ません。 

 

○委員 

ただ、結果として写真が公表される形になるので、今のご意見のように、良くない印象を受

ける場合、どうしましょうか。これは重要な決議になりますが、難しいところです。 

 

○委員 

評価ポイントはホームページに出るのですか。 

 

○事務局 

今年度の最優秀賞・優秀賞という形で、写真をホームページに掲載するのみです。 

 

○委員 

団体といっても、これは会社ですか。やっぱり励みだから、自分は努力賞でも何でもあげた

らいいと思います。そうしたら次にやりますという人も出てくると思います。 

 

○事務局 

本事業の担当所管としての思いをお伝えできればと思います。実は、本年度から環境保全課

が秋水園に移転して新たな組織となったこともあり、秋水園において初めてグリーンカーテン

に取り組んでみました。業務をこなしながらの毎日の水やり、そして土日の水やりの難しさ、

予算が全くない中で十分に肥料があげられなかったりなど、事業所での取組は、家庭と比較す

るとかなり難しいのではないかと感じているところです。そういった意味では、必ずしも家庭

部門と評価水準がそろっている必要はないのではないかと考えます。本事業は、家庭菜園を楽

しみながら温室効果ガス削減効果も狙う取組として、引き続き市内全体に広めていきたいとい

う目的で実施しており、コロナ禍において応募していただいた数少ない事業者様に対し、審査

要項に基づく形で、最大限の評価をお願いできればと考えています。 

 

○委員 

今までの経緯を知っている一般の人で、団体でもらっていると記録にあったときに、えっ、
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今年はこれなのとなるので、こういう賞は別に決まりがないから努力賞でどうですか。優秀賞

ということではないですが、事業所として努力されました。そういう努力賞なら許されないで

しょうか。 

 

○委員 

そういう背景を考慮しないで評価することになっても、私は反対しますが、これは委員の言

うように努力賞でいいのではないでしょうか。 

 

○事務局 

再度補足させていただきます。グリーンカーテンコンテスト実施にあたり、事前に定められ

た審査要項がございます。この中で、表彰区分として定められているのは最優秀賞、市長特別

賞、優秀賞の三つです。要項では全審査員の合計点数が 126点以上の作品から各部門の賞を決

めるとしており、必ずしも最優秀賞ではないにしても、やはり要項に定められている賞の中か

ら決定していただく必要があると考えます。 

 

○委員 

確かに審査要項で決めているが、審議会で協議した結果、今年度はこういう賞を設けました

ということで構わないのではないでしょうか。つまりその年度の状況を考えて変えていいと思

うのですけど、どうでしょうか。そのために審議会があって、決まったことをそのままやると

いうことではないと思います。そう決めてあるけども、市長特別賞は今年度ありませんでした

ということは可能となっていますので。 

 

○事務局 

今、委員がおっしゃったように、審議会の協議により決定することとしておりますので、委

員の皆様のお考えにより柔軟に対応できればと考えます。 

 

○委員 

もし説明を求められたときは、審議会では、確かに個人部門の採点とはかなり差があるが、

応募いただいた事業所さんの努力を買いたいのだという説明をされればいいと思います。今年

度に限り努力賞ということで、皆さん、よろしいでしょうか。 

 

    【異議なし】 

 

○事務局 

重ねまして、ご多忙の中ご審査にご協力いただきありがとうございました。本事業につきま

しては、長年にわたり審議会委員の皆様に審査のご協力をお願いしてまいりましたが、さらな

る普及啓発を図るための検討を継続し、審査方法についても、これまでと違った方法も含めた

工夫を重ねていきたいと考えております。宜しくお願いします。 

 

７ 報告 

（１）東村山市エネルギービジョンの策定について 

○事務局 

資料４（「(仮称)東村山市エネルギービジョン」の策定について）の説明。 

 

○委員 

私はシルバー人材センターの植木班に２２年ぐらいおりました。毎日、枝葉がだいたい２ｔ

トラック３台分ぐらい出ます。それの大半は秋水園で燃やされていると聞いています。それか

ら、造園会社が７、８社ありますが、それを全部含めると日々出る枝葉が相当な量になる。木

質バイオマス発電が全国的にいろいろ展開されていますけども、この枝葉を使って発電すると

いうことを検討していただきたい。ただ、非常に漠然としているので、とりあえず調査費用だ
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けでも計上していただいて。水、炭酸ガス、太陽の光でできたものを燃やして、それから発生

した炭酸ガスが木になるわけですから、結局カーボンフリーということになるわけです。この

計画をぜひ、まず調査費用を計上して進めていただきたいとお願いいたします。 

 

○委員 

実は、千葉県いすみ市などの３市で、木質バイオマスエネルギーを市場、里山レベルで集め

てきて小型発電で成立するかどうかを検討して、その結果が出たのですが、この東村山市とい

うレベルでは商業化の小型発電は不可能といえます。機材投与と効率、資源がどれだけ継続的

に搬入されるかという、いろいろなことを計算していくと、里山とか森林を持っているところ

では可能かもしれませんが、森林を持っていない東村山市では難しい。出てくるものを木材チ

ップにして、市内では完結できないから、どうしてもバイオマス発電所に行くとなると、運搬

過程でＣＯ２が発生しますので、なかなかこういう地域のバイオマス発電というのは難しいと

ころです。 

 

○委員 

その辺はよくわかります。燃料が継続的に安定して入ってくるのかという問題もあります。

それは隣接する東大和市、清瀬市、所沢市で発生したものをお金をいただいて受け入れ、それ

から、枝葉を必ずしもチップとかペレットにしなくて、そのまま乾燥させて効率のいい焼却炉

で焼却するという方法もあるらしいです、詳しくは知らないですが、そういったことも含めて、

まず検討し、そして無理ならあきらめるということになると思います。できないできないとい

うのではなくて考えてみるということをお願いします。夢みたいでいい話だと思います。 

 

○委員 

一つだけ可能なのは、山形県の小国町でやっているような家庭用のレベルでの薪ストーブで

す。市が補助金を出して薪ストーブでペレットを燃やすということです。昔の薪ストーブの家

庭への普及率が結構上がっています。そういう対応、市民レベルで薪ストーブに替えていくと

か。うちの資源でどうのこうのではなくて、ゼロエミッションに近い努力というのは、こうい

う自治体でできるので、そういう検討は可能だと思います。ただ、こういう住宅密集地でそれ

が火災のもとになったり、臭いの問題など色々課題もあるかもしれませんが、そういう具体例

を集めると良いのではないでしょうか。 

基礎調査事項が挙げられていますが、これは既にわかっていることですね。既に審議会の今

までのデータをかき集めれば、たぶん出てくるでしょう。新たに何かやるというのは、逆に遅

れているという感じがしてしまう。今までにやってきたことをまとめれば、これ全部出るので

はないでしょうか。 

 

○事務局 

環境省補助金を活用して計画策定を行いますので、その補助をいただくにあたって基礎調査

をやって、それを踏まえてロードマップを作成したという流れが必要となります。補助事業は

２カ年に分けて実施する予定ですので、１年目は基礎調査、２年目はそれを踏まえて具体的な

計画案を策定するという形で環境省に提出しているところです。昨年まで策定していた環境基

本計画の基礎データも大いに活用して進められたらよいと考えています。 

 

○事務局 

補足します。委員がおっしゃるとおり、これまで調査してきた成果につきましては十分活用

することができると考えております。その上で、ＳＤＧｓの考え方とも共通しますが、今年度

の調査では、例えば脱炭素が地域課題の解決に結びつくような、さらに深めた形の基礎調査を

行いたいと思っています。例えば環境面と経済面、環境面と社会面の課題を同時解決しまたは

向上させていけるような考え方が必要と思います。脱炭素の視点のみでは財政的な面から実施

困難となってしまうことも考えられますが、地域課題解決と結びつけることで推進力も増して

いくものと考えます。 
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あと、委員がおっしゃった草木といったバイオマスの利活用という点については、再生可能

エネルギーの一つとして導入可能性調査の項目の一つと考えていますので、現在のところ東村

山市では太陽光くらいしか見当たらないところではありますが、調査としては一旦あらゆる可

能性を網羅的に取り上げたうえで、あとは実現可能性の面も含めて検討していく形で進めたい

と思っていますので、ご理解いただきますようお願い致します。 

 

○委員 

だいたい概要はわかってきたのですが、結局これは委員がおっしゃるようにデータはかなり

あるという前提に立つならば、どういう施策をやっていけばいいかという案をたくさん作っ

て、その中でどういうものがベターなのかを検討していくというところに重きがあると考えて

いるのですか。 

 

○事務局 

おっしゃるとおりです。 

 

○委員 

この関係の話なので、東村山市にほとんどないと思いますが、森林のＣＯ２吸収分も当然考

えなければいけない話になってくるわけです。そういうものも含めて検討されるということで

すか。 

 

○事務局 

ＣＯ２吸収量も含めて推計します。 

 

○委員 

森林吸収分が東村山市はほとんどないと思うのですけども、前からいろいろな人と議論した

話があって、その吸収分を例えば姉妹都市で負担してもらうという考え方、そういう考え方も

あるのではないかという議論があります。 

あと、前の環境審議会で意見が出たような気がするのですが、何といっても住宅環境の省エ

ネが大きな課題だと思います。大手メーカーは放っておいてもＺＥＨをどんどんやるのです

が、そうではないリフォームに頼っている業者とかハウスビルダーとか、そのあたりが本当に

やるか疑問です。家を建て替えるとき、あるいはリフォームするときに開口部も含めていかに

断熱材を入れるかなど大きな課題だと思います。それがなかなか国の支援の手が届いていない

ところだと思います。それを具体的に市としてできるかどうかというあたりも観点としてはあ

るかなと考えています。 

 

○市長 

今、国交省もＺＥＨの普及については、色々なメニューを作っています。市内の中小の工務

店さんも価値を高めるために環境性能の高い住宅や、気密性の高い住宅を建てられています。

ただ、問題はコロナとの絡みで、気密性が高いと逆に室内で感染するリスクが高くなるとか、

いろいろな課題はあります。当市の場合は、委員がおっしゃるように住宅都市として、住宅の

膨大なストックをいかに省エネ化するかが課題です。あと、先ほどご紹介しましたが、まだコ

ストの差がかなり顕著なため、市民の皆さんがお使いになる電気とかエネルギーをいかに再エ

ネにシフトしていくのかが課題です。省エネと再エネ利用の両面で具体的な施策を考えるため

の基礎的なデータをまず集めていきたいと考えています。 

ただ、所管とも話し合っているのは、基本的にＣＯ２排出量は、割合で按分して算定されて

しまっているので、この施策をこれだけやったからこれだけ減ったというような検証がなかな

かできないところがあります。そこはまた皆さんにもお知恵をいただきながら、理論値であっ

たとしても、施策効果を市民の皆さんにお知らせしていかなければ、成果が上がっているのか

上がっていないのかがわからなくなってしまいます。こういう取組をしてこのぐらい削減しま

しょうと、我々もそうですが、市民のお一人お一人にいかに当事者意識を持っていただくかが
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ポイントかと考えています。 

 

○委員 

東村山市の樹木のＣＯ２吸収量については、前に算出したものがあります。東村山市には森

林がありませんが、市場でＣＯ２排出量を取引する方法があります。例えば、東村山市がどこ

かの森林保全にお金を出すと、その森林管理で吸収したＣＯ２量を東村山市の削減量に当てら

れるという制度が一時流行って、今はつぶれてきているけれども、そういうやり方もあります。

結局はお金で解決するのかという話になるかもしれませんが、森林を持っていない都市には、

それも重要な努力だと思います。森林管理は、各自治体もしくは森林所有者が困っているもの

でもあるので、連携し取組を打ち出していくというのは、私はこういう東京都の自治体の一つ

のやり方かと思うので、その辺も検討していただきたいと思います。 

 

○市長 

森林環境税の導入によりまして、森林から生まれた樹木の購入調達を公共団体として積極的

に進めなさいと。それは結局裏腹に、森林地帯の自治体の経済活動を活性化させないと森林を

維持管理できない状況がありますので、今、委員がおっしゃったようにどこかと提携して森林

保全をしながら、そこでできた木材を、市が例えば公共施設を建て替えるときに積極的に購入

するとか、そういうこともこれから視野に入れて考えていく必要があると認識しています。既

に一部の自治体では森林地帯の自治体と提携して「〇〇市の森」というように、環境学習とし

て子どもたちが植林に行くといった取組をしているところがありますので、それらも参考にさ

せていただければと思います。 

 

○委員 

環境問題には切り口がたくさんあると思います。市長のお話にあったように、市民としては

やはり自分事として考えるのが大切です。ごみ問題とか食品ロスの問題についてですが、以前

の職場が立川市でしたが、「生ごみの７０～８０％は水分なので、ぎゅっと絞って出しましょ

う」としきりにアナウンスされていました。そんなに変わるのかと思って、立川市のリサイク

ルセンターに、もし立川市の全世帯がぎゅっと絞って出したら、ごみ処理費用がどのぐらい浮

くのかと聞いたら、何と６億５千万円とのことでした。それはすごいことで、もちろんお金の

問題だけではないのですが、例えば浮いた６億５千万円を学校の図書にまわしましょうとなれ

ば、視覚化され動機付けになろうかと思います。 

あと、富山市の記事を見たらスーパーのレジ袋を使わない場合にポイント還元する取組をし

ています。市民としては、何かやったらいいことがあるということが、やる気につながります。

食品ロスについても、日本では１日１人あたりおにぎりを２つ分捨てていると推計されていま

すが、世界的に見ると７、８人に１人は飢えで死んでいる状況にあるわけです。食べられるも

のを捨てることが私たちは当たり前になってしまっているのですが、やはり要らないものは買

わない、買ったらとにかくボロボロになるまで使うぐらいにする必要があります。１００円均

一ショップで安いものを買って、ちょっと駄目だなと思うと捨ててしまうなど、まだまだ私た

ちは安ければいいというところが染みついてしまっています。それを意識改革していかない

と、市民レベルでやっていかないと、駄目ではないかと思っています。自分の家庭でも、生ご

みをぎゅっと絞っていますけども、自分の子どもにもやってほしいので、ぎゅっとやらせてい

ます。 

本当に草の根の運動ですが、みんなが東村山のことをよくしようと考えて一歩前進させるよ

うな取組でないとわからないのです。国のことを言われてもわかりません。なので、ぜひそう

いう取組を周知して、１人、２人、３人、４人とやっていければいいのかなと、普段から思っ

ています。 

 

○委員 

環境省の実証事業に参加させていただいて、小学生の子どもさんたちに省エネ教育をしたと

ころ、なんとＣＯ２が５％削減できるような行動になったということがありました。今、市民
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の方にもそうですが、やはり子どもさんへの環境教育が大事なのではないでしょうか。エコク

ッキングというものがあります。それは買い物から片付けまでの間、環境に配慮した行動をす

るというものです。私も出張授業で、そのポイントポイントで何をやったらいいのかというこ

とを小学生に説明しながら実習をしてもらいます。ごみでしたら、ごみをなるべく出さないよ

うにするにはどういう切り方をしたらいいか。水の使い方はどうしたらいいか。そういうこと

を教えています。そういうことを体験しますと、家に帰ってそれを親御さんに話すのです。お

母さんに話す。お母さんは「そういうことをやれば、環境にもよくなるわね」という形で、子

どもから大人に広がっていく。そういう効果があります。 

 

○委員 

ゼロカーボンを表明している４７９の自治体に、東村山市は入っていないのですか。 

 

○事務局 

入っておりません。多摩地域では現在のところ５市だけが表明をしています。 

 

○委員 

２０５０年には、今の高齢者はおそらくみんな生きていない。そのような目標を言われても、

我々にはピンとこないのです。大事なのは、その時まで生きている子どもたちです。子どもた

ちが一番影響を受けるので、だからこそ今の環境教育が重要だと思うのです。 

２０５０年ゼロカーボン宣言は、もうやればいいのですよ。例えば、交通事故死者数は目標

ゼロに決まっています。２０５０年にゼロカーボンを目指すことも、もはや世界的な流れなの

ですから、実行可能かどうかという話しがあるかもしれませんが、当たり前の話として東村山

市もやりますと表明するべきです。 

 

○事務局 

エネルギービジョンを策定し脱炭素にむけたロードマップを策定した際にゼロカーボン宣

言をしていければと考えています。 

 

○委員 

宣言はするんです、とにかく。そうすれば市民も、「あ、うちも宣言したんだ」となるわけ

です。そういうところからやっていけばよいと思います。はっきり言ってしまうと、私は２０

５０年にカーボンニュートラルが実現できるとは思っていませんが、しかしこれは祝詞のよう

なものですから、それには賛成して手を挙げればいいのです。私はそう思います。 

 

○委員 

その宣言に関連して、環境省が脱炭素先行地域を１００自治体ほど選定して補助をするとい

う動きがあるかと思います。今のところ環境省さんからもなかなかはっきり情報が出ていない

ところではありますが、それを踏まえるような動きはありますか。 

 

○市長 

市としても施策メニューが整っていない中で手を挙げるというのは難しいと考えます。委員

の意見もよくわかるのですが、単に宣言をしても国から補助金が自然に振り込まれるわけでは

ありません。宣言をして、こういう施策をやりますと国にオーダーをして、採択をいただける

可能性があるということです。我々としては、順番としては具体的にどういう取組をするのか

ロードマップを固めた上で宣言をし、国にエントリーしていくというのが、オーソドックスな

スタイルではないかと考えています。 

 

○委員 

ゼロエミッションの問題というのは、実は大変な問題で、経済学者が悪いと思います。私が

以前計算したのですが、今の穀物、要するに主食で、世界の農業生産で何人を養えるのか。均
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等に配分されたとして５５億人分の食料しかありません。現在人口は７０億人を超えているの

で、飢餓と貧困が当たり前になってしまいます。食糧生産には上限があるのに、経済学者たち

は相変わらず右肩上がりの経済学であり、農業経済学者も同様です。まだ肥料をやればいいと

か、遺伝子組み換えでもっと生産性が上がるとか、自分では遺伝子操作もやらないのに、経済

学者はそれで逃げています。今の問題はそういうところにあって、私は生活レベルを上げるの

ではなくて、どう維持していくかということに少し目を向けて、この環境問題に取り組んでい

く必要があると考えます。 

では、よろしいでしょうか。ほかになければ事務局にお返しします。 

 

○事務局 

特に事務局から連絡事項はございませんので、本日はこれで終了させていただきます。あり

がとうございました。 

 

９ 閉会 

 

 


