
 

 

平成２５年度｢東京都環境影響評価審議会｣第３回総会 議事録 

 

 

■日時  平成２５年５月３０日(木)午前１０時０４分～午前１１時０６分 

 

■場所  都庁第二本庁舎３１階 特別会議室２１ 

 

■出席委員 

小島委員（会長） 片谷委員（第一部会長） 田中正委員（第二部会長） 大塚委員 

木村委員 黒田委員 小堀委員 坂本委員 田中修三委員 谷川委員 寺島委員  

中杉委員 野部委員 羽染委員 藤倉委員 町田委員 守田委員 

 

■議事内容 

１ 会長の選任等 

  ⇒○第１７期東京都環境影響評価審議会委員による最初の総会であるため、会長の選

任等が行われた。 

   ○委員の互選の結果、小島委員が会長に就任した。 

   ○会長の指名により、各委員が所属する部会が決定した。 

   ○各部会に所属する委員の互選の結果、片谷委員が第一部会長に、田中正委員が第

二部会長に就任した。 

   ○会長の指名により、田中正第二部会長が会長代理に、町田委員が第一部会長代理

に、平手委員が第二部会長代理に就任した。 
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（午前１０時０４分開会） 

○小川環境都市づくり課長 本日は、大変お忙しい中、委員の皆様には御出席いただき、あ

りがとうございます。 

 藤倉委員におかれましては、まもなく御到着と思いますけれども、ほかの先生方につきま

しては、皆さんおそろいでございますので、これから会議を進めさせていただきたいと思い

ます。 

 本日は、第17期におかれまして、最初の総会ということでございます。 

 初めに、事務局から委員の皆様を御紹介させていただいた後、総会を進めさせていただけ

ればと思っております。 

 初めに、前期から引き続きまして御就任いただきました19名の委員のお名前を五十音順で

読み上げさせていただきたいと思います。 

 初めに大塚直委員でございます。 

〇大塚委員 大塚です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○小川環境都市づくり課長 片谷教孝委員でございます。 

〇片谷委員 片谷でございます。よろしくお願いいたします。 

○小川環境都市づくり課長 木村富士男委員でございます。 

〇木村委員 木村です。よろしくお願いします。 

○小川環境都市づくり課長 黒田道子委員でございます。 

〇黒田委員 黒田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○小川環境都市づくり課長 小島圭二委員でございます。 

〇小島委員 どうぞよろしくお願いします。 

○小川環境都市づくり課長 田中修三委員でございます。 

〇田中（修）委員 よろしくお願いいたします。 

○小川環境都市づくり課長 田中正委員でございます。 

〇田中（正）委員 よろしくお願いします。 

○小川環境都市づくり課長 谷川昇委員でございます。 

〇谷川委員 よろしくお願いいたします。 

○小川環境都市づくり課長 中杉修身委員でございます。 

〇中杉委員 よろしくお願いいたします。 

○小川環境都市づくり課長 野部達夫委員でございます。 
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〇野部委員 お願いいたします。 

○小川環境都市づくり課長 羽染久委員でございます。 

〇羽染委員 羽染でございます。よろしくお願いします。 

○小川環境都市づくり課長 藤倉まなみ委員でございます。 

〇藤倉委員 遅れまして済みません。藤倉です。 

○小川環境都市づくり課長 町田信夫委員でございます。 

〇町田委員 町田です。よろしくお願いします。 

○小川環境都市づくり課長 守田優委員でございます。 

〇守田委員 守田です。よろしくお願いします。 

○小川環境都市づくり課長 また、本日、御欠席されておられますけれども、輿水肇委員、

西川豊宏委員、平手小太郎委員、義江龍一郎委員の皆様にも委員の就任を引き続きいただい

てございます。 

 続きまして、今期から新たに御就任いただきました委員を御紹介いたします。 

 五十音順で紹介させていただきます。 

 小堀洋美委員でございます。 

〇小堀委員 小堀でございます。よろしくお願いいたします。 

○小川環境都市づくり課長 坂本慎一委員でございます。 

〇坂本委員 坂本です。よろしくお願いします。 

○小川環境都市づくり課長 寺島孝一委員でございます。 

〇寺島委員 寺島でございます。よろしくお願いいたします。 

○小川環境都市づくり課長 第17期の審議会におきましては、ただいま御紹介いたしました

21名の委員による構成で進めていただければと存じます。 

 なお、本来でありますれば、お一人お一人に委嘱状をお渡しすべきところでございますけ

れども、本日は机上に御用意いたしております。恐縮ですが、よろしく御了承をお願いいた

します。 

 続きまして、東京都側の出席者を御紹介いたします。 

 紺野環境局次長でございます。 

〇紺野環境局次長 紺野です。よろしくお願いいたします。 

○小川環境都市づくり課長 谷上環境都市づくり担当部長でございます。 

〇谷上環境都市づくり担当部長 谷上です。よろしくお願いいたします。 
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○小川環境都市づくり課長 上田アセスメント担当課長でございます。 

〇上田アセスメント担当課長 上田でございます。よろしくお願いいたします。 

○小川環境都市づくり課長 佐藤アセスメント担当課長でございます。 

〇佐藤アセスメント担当課長 佐藤です。よろしくお願いいたします。 

○小川環境都市づくり課長 最後に、申し遅れましたけれども、私、環境都市づくり課長の

小川でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 会議に入ります前に、紺野環境局次長より挨拶を申し上げます。 

〇紺野環境局次長 おはようございます。 

 改めまして、環境局次長の紺野でございます。 

 本来であれば、環境局長の大野がこの場で御挨拶申し上げるところでございますが、大野

は本日、所用がございまして、どうしても出席することがかないませんでした。かわりに私

が御挨拶をさせていただきたいと思います。 

 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しいところ、環境影響審議会委員第17期委員に

御就任いただきまして、本当にありがとうございます。 

 今回、16期に引き続き御就任されました18名の先生方に加えまして、新たに3名の先生に委

員を引き受けていただきまして、21名の皆様によりまして環境影響評価にかかわる審議をお

願いすることになりました。 

 東京都の環境影響評価制度は、御案内のとおり、昭和56年、1981年に始まりまして、既に

30年以上の実績を積み重ねております。この間、審議会には300件を超える案件の審議をお願

いしてまいりました。 

 都内で実施される大規模事業について、環境影響評価手続を通じた環境配慮の実施により

まして、良好な都市環境の形成に大いに貢献してきたものと考えております。 

 今後も、地域環境に配慮した事業が実施されるよう、委員の皆様には審議会で活発な御議

論をいただきまして、的確な御意見を頂戴できればと存じております。 

 さて、東京都では、CO2削減のための都市型キャップ・アンド・トレード制度を世界に先駆

けて導入したことを初めまして、この間、省エネ、節電の取り組みを強力に進めております。 

 今後とも、電力・エネルギー改革を推進し、低炭素、快適性、防災力を備えたスマートエ

ネルギー都市と私どもは呼んでおるのですが、持続可能な都市、東京をつくり上げていくた

めに頑張っていきたいと考えているところでございます。 
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 こうした取り組みを進めるとともに、アセス制度の適切な運用によりまして、良好な都市

環境を築いていくよう、一層努めてまいりたいと考えておりますので、委員の皆様方におか

れましては、それぞれの御専門のお立場から、よろしく御指導を賜りますよう、心よりお願

い申し上げます。 

 以上、簡単ではございますが、私からの御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

〇小川環境都市づくり課長 この後、紺野環境局次長は、他の公務の出席のため、この場で

退席ということで、よろしく御了承ください。 

〇紺野環境局次長 失礼いたします。よろしくお願いいたします。 

（紺野環境局次長退席） 

〇小川環境都市づくり課長 本日は、第17期委員の皆様による初めての会議でございます。 

 会長が選任されるまでの間、私が進行役を務めさせていただきます。 

 現在、委員21名のうち、17名の御出席をいただいており、定足数を満たしております。 

 なお、本日は、傍聴の申し出はございません。 

 それでは、これより平成25年度「東京都環境影響審議会」第3回総会を開催いたします。 

 本日、次第に従いまして進めさせていただきます。 

 本日は、初めに会長を選任していただきまして、その後、部会の構成、部会長の選任の後、

会長代理の指名、部会長代理の指名を行っていただきたいと存じます。 

 初めに、会長の選任をお願いいたします。 

 会長の選任につきましては「東京都環境影響評価条例」第73条によりまして、委員の互選

ということになっております。 

 どなたか、いかがでございましょうか。 

 黒田委員。 

〇黒田委員 豊富な御経験と広い御見識をお持ちで、前期も会長を務められました小島委員

に会長をお引き受けいただければと思いまして、御推薦させていただきます。 

〇小川環境都市づくり課長 黒田委員、ありがとうございました。 

 ただいま、会長に小島委員を、との御推薦がありましたけれども、皆様、いかがでござい

ましょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

〇小川環境都市づくり課長 それでは、皆様に御賛同いただきましたので、会長には小島委
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員に御就任をお願いいたしたいと思います。 

 小島会長、どうぞ会長席のほうへお移りください。 

（小島委員 会長席に移動） 

〇小川環境都市づくり課長 それでは、小島会長に御就任の御挨拶をいただきたいと存じま

す。よろしくお願いいたします。 

〇小島審議会会長 ただいま御推薦いただきました小島でございます。 

 多くの委員の方は前期からの引き継ぎということでなじみ深いところでございますが、新

任の３名の委員の方、また、これからもよろしくお願いいたします。 

 先ほど、環境局次長のほうからもいろいろ話がありました。まず、環境評価について随分

いろいろな問題が出てきて、どんどんバックグラウンドが変わっていると申しますか、刻々

変わるバックグラウンドにどう対応していくかということも一つの課題であるわけでござい

ますが、幸いにして、前期16期には、今のような変化に対応するように技術指針を改定して

いただきました。 

 今期は、新たな技術指針に沿って評価をしていく試金石の年である17期となると思います

ので、これも含めまして、旧・新委員の方々、御協力よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、もう一つ変わったのが、先ほど御挨拶にもありましたような環境配慮という問

題がだんだん話題になってきたというか、重きを置いてきたというか、要するに事前に地域

社会とのコミュニケーションを持ちながら、環境評価を行っていくと、当たり前のことでご

ざいますが、これがだんだん環境省の色々な法改正も含めまして、着実に進んでいる段階で

ございます。これも、また、今後、色々な変化の中で環境配慮、要するに事前に色々な環境

問題を市民とのコミュニケーションの場でやっていくといいますか、こういうことも非常に

重要な場になってきているということも含めまして、まだ色々な問題がございますが、第17

期、改めまして今のような問題も含めてよろしくお願いしたいと思います。 

 そういうことで挨拶にさせていただきます。 

〇小川環境都市づくり課長 ありがとうございました。 

 それでは、これ以降の議事の進行につきましては、小島会長、よろしくお願いいたします。 

〇小島審議会会長 それでは、早速でございますが、司会進行を務めさせていただきます。 

 まず、委員の皆様の部会の所属についてでございます。 

 「東京都環境影響評価審議会規則」で会長が指名することになっておりますので、私から

指名させていただきたいと思います。 
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 前期からの再任委員の方には、引き続き、前期と同じ部会に所属していただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 なお、黒田委員につきましては、引き続き第二部会も併任いただきたいと思います。よろ

しくお願いしたいと思います。 

 それから、新たに就任されました委員の方でございますが、小堀委員については第一部会

に、坂本委員につきましては第二部会に所属していただきたいと思います。また、寺島委員

には、第一及び第二部会の両方に併任して所属していただきたいと思います。 

 大変審議事項も多い中で、色々また御足労を煩わすと思いますが、今期も含めまして、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 また、これまで、各部会に付託している案件がございます。これにつきましては、それぞ

れの部会で、引き続き、御審議いただくようお願いしたいと思います。 

 次に、第一及び第二部会の部会長の選任について、お諮りいたしたいと思います。 

 部会長の選出につきましては「東京都環境影響評価審議会規則」で、部会に所属する委員

の互選ということになっております。 

 したがいまして、本来ならば、改めてそれぞれの部会でお決めいただくことになるわけで

ございますが、この場をかりまして、私の司会で行いたいと思います。いかがでございまし

ょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

〇小島審議会会長 よろしゅうございますか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

 まず、第一部会長の選任を行いたいと思います。 

 第一部会に所属する委員を改めて御紹介いたします。 

 先ほど、名簿にございましたが、このうちの大塚委員、片谷委員、黒田委員、小堀委員、

田中修三委員、谷川委員、寺島委員、野部委員、町田委員、守田委員、義江委員でございま

す。 

 第一部会委員11名のうち、本日は9名の方が出席されておりますので、第一部会長の選任を

この方たちでお願いしたいと思います。 

 どなたか、推薦の御発言がございましたら。どうぞ。 

〇野部委員 16期も部会長代理をお務めいただいた片谷委員を御推薦したいと思いますけれ
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ども、いかがでしょうか。 

〇小島審議会会長 第一部会の方々、いかがでございますか。 

（「異議なし」と声あり） 

〇小島審議会会長 よろしゅうございますか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、皆様の御賛同をいただきましたので、第一部会長は片谷委員に御就任をよろし

くお願いしたいと思います。 

 引き続きまして、第二部会長の選任を行いたいと思います。 

 第二部会に所属する委員を改めて御紹介いたします。 

 木村委員、輿水委員、坂本委員、田中正委員、中杉委員、西川委員、羽染委員、平手委員、

藤倉委員、及び両部会併任の黒田委員、寺島委員でございます。 

 第二部会のほうは委員11名のうち、本日は8名の方が出席されております。 

 それでは、第二部会長の選任をお願いしたいと思います。 

 どなたか、御推薦いただけますか。どうぞ。 

〇羽染委員 前期も部会長代理を務められました田中正委員を御推薦させていただきたいと

思います。 

 いかがでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

〇小島審議会会長 ただ今、田中正委員を御推薦ということでございます。 

 第二部会の皆様から早々に異議なしの声が出ておりますが、よろしゅうございますでしょ

うか。 

（「異議なし」と声あり） 

〇小島審議会会長 ありがとうございました。 

 それでは、皆様に御賛同いただきましたので、第二部会長は田中正委員に御就任をお願い

します。 

 それでは、両部会長は、部会長席のほうへお移りください。 

（片谷、田中両部会長 第一・第二部会長席へ移動） 

〇小島審議会会長 それでは、両部会長から一言ずつ御挨拶をいただきたいと思います。 

 まず、第一部会長の片谷委員からよろしくお願いします。 

〇片谷第一部会長 御指名いただきました片谷でございます。 
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 実は、私の勝手な推測では、第一部会所属委員の中で、私は多分年が下から数えたほうが

大分早いのではないかと思っております。先輩の先生方がたくさんいらっしゃる中で、部会

長に御指名いただきまして、大変僭越に存じますが、御指名ということでございますので、

務めさせていただきたいと思います。 

 先ほど、会長からお話がございましたように、アセスの仕組み自体が少しずつ動いていま

す。特に前期は法改正がございました関係で、かなり大きな動きもございました。恐らく、

これからも法改正に伴うものも、それ以外のものも含めていろいろ大きな動きがあろうかと

考えております。 

 そういう時期に部会長を務めるには、かなり力不足ではないかと思っておりますけれども、

できる限り、東京都のアセス制度のお役に立てるように努力したいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

〇小島審議会会長 続きまして、田中第二部会長、よろしくお願いします。 

〇田中（正）第二部会長 ただいま、第二部会長に選出いただきました田中です。 

 これから2年間、第二部会の進行役を務めさせていただきます。 

 新聞報道等によりますと、昨今のエネルギー問題に関連しまして、火力発電所の建設とい

う環境アセスに対しましては、審議期間を短縮するということも考えられているようです。 

 委員の皆様方、事務局の皆様方の御協力を得まして、できる限りスムーズな運営に努めて

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。 

 なお、私の担当事項は、主として水循環、地下水、地盤、地形になろうかと思います。あ

わせてよろしくお願いいたします。 

 簡単ですが、御挨拶にかえさせていただきます。 

〇小島審議会会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、次に、会長代理と部会長代理の指名を行いたいと思います。 

 まず、会長代理につきましては「東京都環境影響評価条例」によりまして、会長の指名と

いうことになっておりますので、第二部会長の田中正委員に会長代理をお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 次に、部会長代理の指名ですが、部会長代理は「東京都環境影響評価審議会の運営に関す

る要綱」によりまして、部会長が指名することになります。 

 まず、第一部会長代理につきましては、片谷部会長からお願いいたします。 

〇片谷第一部会長 先ほども申し上げましたように、第一部会の委員の先生方はほとんど私



10 

 

から見て先輩の先生方ばかりで、その中で部会長代理をお願いするというのは大変僭越でご

ざいますけれども、ぜひ町田委員に部会長代理をお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

〇小島審議会会長 次に、第二部会長代理につきまして、田中部会長からどうぞ。 

〇田中（正）第二部会長 第二部会長代理には、平手委員にお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

〇小島審議会会長 それでは、御指名のとおり、よろしくお願いしたいと思います。 

 本日決まりました所属部会の委員名簿を事務局から配付してください。 

 なお、本日欠席された委員の方にも送付するよう、改めてお願いいたします。 

(委員名簿配付) 

〇小島審議会会長 配付されましたようですが、何か今まで全般を含めまして御発言等ござ

いますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、これをもちまして、本日の審議会は終わりたいと思います。 

（午前１１時０６分閉会） 

 


