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第４回環境審議会 議事録

日時：平成２６年２月１２日（水）１４時～１６時

場所：和光市役所６０２会議室

出席委員：横山会長、原田副会長、秋葉委員、宍戸委員、井口委員、渡辺委員、高橋委員、峯岸委員

（欠席：斎藤議員、都築委員）

事務局：星野市民環境部長、尾形市民環境部次長兼環境課長、丸山環境課長補佐、小賀坂環境課統括主

査、今主事補

傍聴者：なし

１．概要

次第のとおり。

２．議事

[事務局]本日は、大変お忙しい中、和光市環境審議会にご出席いただきまして、厚く御礼申し上げます。

ただいまより、第４回和光市環境審議会を開会いたします。本日の審議会は、都築委員より欠席の連絡

が入っております。審議会条例第６条第２項の規定では「委員の半数以上が出席しなければならない」

とされておりますので、本日の会議は成立しております。続きまして、本日の資料の確認をさせていた

だきます。

[事務局]資料ですが、事前にご郵送させていただきましたものについて、資料１といたしまして「和光

市の環境 平成２５年度版」、資料２といたしまして「第２次環境基本計画実行計画 平成２４年度実

施状況に対する評価」、資料３といたしたまして、「平成２４年度 和光市地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）に基づく取り組み状況と評価」です。続いて本日の配布資料といたしまして、テーブルの

上に資料４といたしまして「第４回和光市環境審議会 次第」ということで配布させていただきまし

た。不足ありませんでしょうか。よろしくお願いします。

[事務局]それでは、議事に入りたいと思いますが、本日の審議会は市長からの諮問事項はございません。

本審議会は和光市情報公開条例の規定により会議の公開と会議録の開示の対象となりますので、ご了

承いただきたいと思います。議事の進行は、審議会条例第６条第１項の規定により会長が議長となり

ます。それでは、横山会長、議事の進行をよろしくお願いいたします。

[横山会長]こんにちは。今年最初の、また、今年度最後の環境審議会となりますけれども、どうぞよろ

しくお願いいたします。まず最初に、「平成２５年度環境施策実施状況の年次報告について」を議題と

させていただきます。事務局から説明をお願いします。

[事務局]事前に配布させていただいた資料１「和光市の環境 平成２５年度版」をご覧になっていただ

きたいと思います。こちらにつきましては、和光市環境基本条例第７条に年次報告という項目がござ

います。市長は毎年環境の状況および環境保全に関する施策の実施状況の報告書を作成し、これを公

表するものとする、と規定されておりまして、その年次報告書となります。これまで年次報告書が作

成できないでおりましたので、この平成２５年度版が初めて作成したものとなります。・・・内容説明

（資料１を読み上げ）・・・こちらにつきましての説明は以上となります。
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[横山会長]ありがとうございました。これから、皆さんから質問をいただきたいと思います。今までの

会議では、時間が余った際には、和光市の環境について全般的にフリーディスカッションを行ってき

ました。今回、３つ議題がありますが、時間的には余裕はあると思いますので、初めての和光市の環

境活動の報告についてじっくり説明していただけたらと思います。それではよろしくお願いします。

[渡辺委員]９ページの地盤沈下について平成２３年１月～平成２４年１月までに－２０ｍｍとはかなり

急に沈下しているわけですが、何か原因、心当たりはありますか？

[事務局]県が毎年調査しており、和光市内は３箇所行っています。たまたま２３年度はマイナスとなっ

ていますが、２４年度は再び＋２ｍｍという数字を記録しております。埼玉県全体でもいろいろ波が

あるようで、一概に原因というのは不明です。

[渡辺委員]わからないということですか？

[事務局]はい。

[高橋委員]大震災の影響が入っている可能性があるのではないですか？

[事務局]たしかにそうかもしれません。埼玉県全体で見ても波があり、ポイントとして和光市だけが沈

下したというようなことではない。次の年は再び隆起ということで、先程も言ったように一概に原因

が何かということは特定できていません。

[横山会長]県の全体の傾向のようなものはありますか？

[事務局]一覧が県のホームページに載っていて確認しましたが、まちまちでした。近隣市と比較してみ

ても和光市と同様な上がり下がりをしていました。

[横山会長]地盤沈下についてはよろしいでしょうか？・・・では、他には？

[原田副会長]４ページの悪臭についてですが、臭いとはそもそも何ですか？気体ですか？固体ですか？

どうやって測定するのですか？

[事務局]臭いそのものは気体であり、苦情があった場合は、発生源から出ている悪臭を真空の瓶で採取

して測定しています。

[原田副会長]液体が臭うのは蒸発しているということですか？

[事務局]そうです。

[原田副会長]粒の大きさはわかりますか？

[高橋委員]それは分子の大きさですね。

[横山会長]よろしいですか？

[原田副会長]１８ページの美化サポーターについて、家の近所にある県の公園を自治会で年に２回掃除

していますが、これに入れてもらうにはどうしたらいいですか？

[事務局]制度の対象が和光市の公共施設ですので、対象が和光市の道路や公園等に限られています。

[原田副会長]県はダメということですね。

[事務局]白子の水辺再生の場所は県の制度に基づいております。

[原田副会長]わかりました。

[横山会長]他にありますか？

[高橋委員]１２ページの緑地と保存樹木で、これは全体を通しても言えることですが、データが主に掲

載されています。データがどうだからどういうような施策を考えたとか、例えば緑地のところですと、

私有地の緑地をどう長期にわたって保全していくのが最大の課題であるというのは認識されていると

思いますけれど、方針というか、どういう状況で難しさがあった等の、データだけでなく施策に対す



3

る考察が入っていないというのは困るかなと思います。目的次第ですが。

[横山会長]これに関しては、資料２にも関係してくると思いますが、事務局いかがでしょうか？

[事務局]今回初めて年次報告書を作成させていただいて、目的や考え方次第ではありますが、考察は環

境基本計画の実施状況等の評価に詳しく記載されていますが、年次報告書の中で、そういった考察を

取り入れるのか、簡単に実施状況報告としての年次報告書とするのか、どちらがいいか難しい部分で

はあります。他市も年次報告書はありますので、そういったところも参考にしながら、よりよい年次

報告書の記載の仕方を検討して参りたいと思います。

[横山会長]高橋委員、よろしいですか？

[高橋委員]不足してるところもあると思いますので、改善されることを期待しています。

[横山会長]これは全般的にということでよろしいですか？

[高橋委員]そうですね。

[横山会長]環境白書の方に問題意識を書くことに関しては問題はないですか？

[事務局]問題ありません。

[横山会長]他市も書いているところはありますか？

[事務局]自治体によって簡単に記載しているところもありますので、今後どういった形が良いのかは、

他市の例を見ながら検討して参ります。

[横山会長]他にいかがでしょうか？路上喫煙（１１ページ）についてですが、平成２３年度から２４年

度にかけて、指導件数が倍以上になっていることについて、委託業者が変わったからとあったが、指

導件数が増えたことは好ましいと考えるのか、業者が変わったから単にこういう結果になったという

ことなのか、説明願います。

[事務局]件数につきまして、増えた原因については、先程説明したとおりと推測しています。件数その

ものにつきましては、第４次和光市総合振興計画・第２次環境基本計画の中で少しずつ減らしていく

ことを目標にしており、違反者を少なくしたいというところが目標にはなっていますので、件数が増

えたことに関しては、データとして好ましいこととは捉えていません。しかし、調査方法も変わった

部分がありますので、その辺の推移を見ていかなければいけないと思います。また、たまたまですが、

平成２６年度から予算の関係で路上監視パトロールが無くなることになり、少なくとも来年度は指導

が無くなってしまいますので、状況を把握するための別の指標のようなものを新たに検討しなければ

と考えているところです。

[横山会長]調査方法がどのように変わったか、なぜ２６年度から無くなるのかを説明していただけます

か？

[事務局]調査方法の変更点ですが、以前は駅前広場等の人目につくポイントで一定時間たすきをかけて

立つという方法を取っていましたが、業者が変わり、路上喫煙禁止地区内を巡回して違反者を見つけ

次第指導するという形に変更したことで、違反者を見つける機会も増え、件数の増加につながったと

分析しております。平成２６年度以降のパトロールにつきましては、財政的な都合で、所管課として

は予算を減額してでも継続したかったのですが、財政的な事情からやむなく２６年度からは無しとい

うことになりました。

[横山会長]ちなみに２５年度はどのくらいの予算がありましたか？

[事務局]平成２５年度は約２５０万円でした。

[横山会長]それも削らなければならなかった？
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[事務局]考え方にもよりますが、パトロールをしてもしなくても違反者の数はさして変わらないのでは

ないかという考えもありまして、止めたことで違反者が増えたということになりますと、やはりパト

ロールが必要なのかとなって参りますので、２６年度以降は経過を見ながら考えて参りたいと思いま

す。

[横山会長]委員の皆さんは、路上喫煙について困ったことや、せっかく条例があるのに全然守られてな

いではないかというような経験はありますでしょうか？

[原田副会長]駅前の道路ではないですが、住宅街から出て直角に曲がるところで、ハンドル切るのに邪

魔なのか、捨てられて困ります。看板も無く、人が見てないところだと止めないだろうしどうしよう

もないが。それと、駅を出て１００メートルくらいにちょうど吸い終わるのかわからないが、大量に

捨ててあるところがあった。駅前通りは監視しているからか少なくなったが、そういうところではま

だ多い。あとは、家の敷地内に放って行く人がいる。火事にでもなったら恐い。

[横山会長]他に、この件についてどうですか？

[峯岸委員]路上喫煙とは少し違いますが、私どもは定期的に越戸川の清掃活動をしていますが、たばこ

の吸殻がまとめて川の中に捨てられていることがよくある。見つければ、かき集めて他のごみと一緒

に市の方へ処理はお願いしてます。

[渡辺委員]罰則と言いますか、違反者への罰金はなかったか？

[事務局]条例上規定はあるが、適用例は今のところなく指導にとどめている状況です。

[渡辺委員]たばこの灰皿ごと川に捨てていく人もいます。

[事務局]路上喫煙禁止区域というのが和光市駅周辺なので、その外では規制がかからず、注意するだけ

で罰することはできない。

[事務局]河川に捨てていく人は路上喫煙禁止条例ではなく、廃棄物処理法で発見すれば適用可能かと思

いますが、そういうのも人目につかない時に捨てているのであって、摘発は非常に難しいというのが

現状です。

[峯岸委員]少し話はそれますが、昨秋、新倉小学校の５年生が越戸川のゴミ拾いを行い、学校で分別を

した。そうすると、たばこの吸殻が圧倒的に多かったとの報告を担任の先生から受けています。

[横山会長]せっかく条例があるのに、その効果は表れているのか。指導件数だけで指標にしているわけ

ですが、他に市民からの声とか状況がどう変わってきているのでしょうか？私は条例策定時から関わ

ってますが、あまり条例の効果が無いような印象を受けています。いかがでしょうか？

[事務局]条例施行前後につきましては、平成１８年１０月施行の前後数ヶ月、駅前でたばこを吸いなが

らポイントを通過する人を１０箇所くらいで調査しました。その結果ですと、条例施行前後では１０

分の１くらいに減ったので、路上喫煙者の数自体は、条例施行前後でかなり減ったという数字は出て

います。ただ減ったとは言え、指導件数を見ると現状でかなりの件数があるので、これをどう軽減し

ようかと苦慮しているところです。

[横山会長]その後、同様の調査は行っていますか？

[事務局]行っていません。

[原田副会長]路上喫煙者は減っている。まず、たばこ吸う人自体が減っている。

[横山会長]川に吸殻が捨てられていることに関しては、以前から市として把握していましたか？

[事務局]たばこのみならず、かなりのゴミが捨てられていますから、問題把握はしています。また、峯

岸委員等の団体に協力いただいたおかげでかなりきれいにはなってきました。しかし、依然としてか
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なりの量が、道路・河川等あらゆるところに捨てられているという現状です。

[横山会長]２６年度より予算が付かなくなって、ポイ捨てへの関心の目が日頃からなくなり、指導件数

のデータも出てこないとなると、ますます忘れ去られてしまうような可能性とはないでしょうか？

[事務局]それを一番苦慮しておりまして、近隣４市合同で条例を制定したが、ちょうど新座市も和光市

同様に来年度から監視体制の廃止ということを聞いております。朝霞市・志木市につきましても、従

来単独で行っていたパトロールを、駅前の放置自転車の監視と抱き合わせて行うように変更している

と聞いております。どこも財政が厳しい中でやりくりしており、我々も来年度から監視体制がなくな

ってしまう。しかし、和光市では美化推進員という、駅周辺の美化推進地域のポイ捨てゴミの清掃活

動を７名市で委嘱しており、その中でたばこのポイ捨ての状況は逐一把握できると思います。ですの

で、そういったところで状況を把握し、検討したいと思います。

[高橋委員]禁煙場所が非常に増えており、たばこを吸う人にとっては非常に肩身が狭くなっています。

煙や臭いもありますが、ポイ捨てが多いことがたばこが嫌われる要因ともなっており、それによって

禁止する場所も増えていると思う。ポイ捨てをする人たちには、そういうことをすると禁煙区域を増

やさざるを得ないという PRが抑止効果になるのでは思います。
[事務局]ポイ捨てを止めたら路上喫煙禁止がなくなるのかというと、そういうわけにもいかないので、

非常に難しいですが、喫煙者に対していかに抑止効果を持たせていくかということは、他市の事例等

も含めて検討させていただきたいと思います。

[高橋委員]駅構内やバス停等では、大きくはっきりと禁煙ということが表示されています。そういうと

ころではポイ捨ても減ってきていると思いますので、禁煙場所を増やしますよという意思表示は抑止

効果としてはあり有効だと思います。

[事務局]検討します。

[峯岸委員]たばこのポイ捨てではなく、１６ページの飼い犬の糞のことなんですが、たばこと同じよう

に、ポリ袋に入った糞が川へ捨てられてしまっている。良いことではないですが、そのままの放置で

あれば土へ帰るが、ポリ袋に入っているが為に拾ってゴミとして処理しなければならない。路上喫煙

を含めたマナー違反者が非常に多く苦慮している。

[事務局]和光市空き缶等ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例があり、防止啓発用の看

板等も作成して配布していますが、マナーの問題が改善されていないというところで、袋を持って散

歩はしているが、どこかへ捨てて帰ってしまう等の苦情も多く頂いています。対策が難しい問題では

ありますが、やっていきたいと思います。

[横山会長]和光市全体の市民のマナー向上ができるようなものがあればいいですけど、なかなか難しい

ですね。他に資料１についていかがでしょうか？

[原田副会長]１７ページの猫の去勢・不妊手術についてですが、自治会で野良猫にえさをやるのはいけ

ませんと何度もポスター等で周知していますけれど、そんなことをしてもかわいそうだと言ってやる

人はやっている。そうしてだんだん増えていってしまってる気がする。市として、えさをやると増る

からやめましょう、というようなことはやっていますか？

[事務局]市民から野良猫を何とかしてくれといった問合せが相次ぎ、平成２０年３月に和光市猫の飼育

ガイドラインというものを設けました。かわいそうではあるけれども、えさはやらないようにしまし

ょうといった対策は作ってはいますが、実際問題増えてしまっており、苦情も結構寄せられていると

いう現状です。
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[原田副会長]今は子供たちにポスターを書かせて、貼ってもらってはいるが、まだ増えているような気

がする。

[事務局]ガイドライン内では、無責任なえさやりはやめましょう、去勢・不妊手術を施した上で管理し、

地域住民の理解を得て節度を持った飼育というところを記載しており、市内の獣医師の先生の意見も

伺いながら策定させていただきましたが、なかなかガイドライン通りにやっている方は少ないのが現

状です。

[原田副会長]去勢・不妊手術の値段がそれぞれ書いてありますけれど、実際に野良猫を捕まえて連れて

行かないといけませんよね？普通は捕まえること自体できない。

[事務局]えさでならして、寄ってくるようにして捕獲しているようです。

[横山会長]井口委員、これについてどうですか？

[井口委員]たしかに、動物病院に連れてこられる猫が本当に野良なのかなと感じることはあります。や

けに懐いている猫もいます。ただ野良ですと言われてしまえば信じるしかないですけど、本当の野良

は捕まらないと思います。やはり餌付けされている猫だと思います。助成金の費用は年度でいくらく

らいですか？

[事務局]３０万円です。

[井口委員]余る年もあるかとは思いますが、１～２月くらいになるとだいたい予算も使い切ってしまい

ます。

[事務局]保護団体で利用されている方が多く、金額は多くないですけれど、多少なりとも増えないよう

な方策はとっている形です。

[井口委員]たしかに多少は減ってくると思いますが、もう少し予算を増やしてもいいのではという感じ

もします。だいたい毎年２月くらいになると、日照時間が長くなるためか発情期になり、手術したい

との問合せがあるが、助成金が終わったという話になると、４月になってからにしようかなという方

も結構います。無責任な人の中には３０匹くらいえさやりをしていたが、引越しをしていなくなって

しまった人がいた。猫はえさをくれる人がいなくなったということで、活動範囲を広げてあちこちに

出没してしまう。手術を受けてないですから、交配して１年に２～３回４匹ずつ産むので増えるとこ

ろはどんどん増えていってしまいます。

[横山会長]意外に被害は大きいですね。

[原田副会長]えさやりの人に注意すると、かわいそうじゃないかと食ってかかってきますから。

[横山会長]次にうつります。

[高橋委員]放射線量測定のところで継続的に空間放射線量が測られてデータが出ていることはいいこと

だと思います。１つ気になっているのが、雨水浸透ますは原発事故後しばらくは大変放射線量が高か

った。だから雨水浸透ます普及時に、放射線の影響のことはどこか念頭においておかなければならな

いと思います。今は大丈夫だと思いますが、何かに影響が出たときは問題が発生する場所になると考

えます。

[横山会長]ありがとうございます。他によろしいですか？

[宍戸委員]今回、初めて和光市の環境白書のようなものを作成したということですが、項目付けについ

て他市も同様に作られているのでしょうか？

[事務局]中身は別として、環境部門で取り組んでいる項目を載せているところが多いです。だいたいこ

ういった項目が代表的なものになっていると思っております。
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[宍戸委員]行政の区分がわからないのですが、家庭ごみや産業廃棄物のようなものはこういう環境部門

から外れてしまうのですか？一番大きな問題でもあるかと思いますが。

[事務局]大きな意味では環境問題と言えることではありますけれど、和光市の場合、ごみに関しては別

のもので年間の取り組み等を記したものが出ておりますので、環境面だけでの冊子となっております。

[横山会長]しかしごみ問題というのは全般的にも大きな問題になると思います。

[事務局]今回は敢えて分けた形にしておりますが、実際に一緒にしている自治体もあります。

[横山会長]いかがでしょうか？ごみ問題はごみ問題でやってもらうということで。広くそれも含む形も

でもいいような気がしますが。

[高橋委員]少なくとも別にあること、どういう扱いにしているかについては明記した方がいいと思いま

す。

[横山会長]来年度入れない場合は、明記する等検討をお願いします。議題１については以上として、次

にうつりたいと思います。続いて第２次環境基本計画の実施状況に対する環境づくり市民会議の評価

を議題とします。この件につきましては、環境づくり市民会議の会長が高橋委員ですので、高橋委員

から説明していただきたいと思います。では、よろしくお願いします。

[高橋委員]資料が２点ありまして、１つ目が資料２の第２次環境基本計画実行計画の平成２４年度実施

協に対する評価をまとめたもの、２つ目が実行計画の環境施策会員の評価一覧の冊子となっていま

す。・・・内容説明（資料２を読み上げ）・・・

[横山会長]ありがとうございました。それでは、冊子に対する質問でも事務局に対する質問でも結構で

すので、お願いします。では私から、指摘事項に対して事務局側から回答はきちんともらっていると

解釈してよろしいですか？

[事務局]補足して説明させていただきます。回答と言いますか、市の環境施策を実施している全課にか

かる環境基本計画推進調整委員会に意見を提示して、これを受けて次の環境施策の実施に活かしてい

るというフィードバックを行っております。ですので、この意見を次に活かしていくという形をとっ

ております。

[高橋委員]２月４日に行われた環境づくり市民会議に、市長・教育長が出席してくださり、１時間半程

度フリーなディスカッションができました。そこで、この資料等を読んでいただいたこともあり、フ

ィードバックをいただきました。

[事務局]この評価をいただいて、１月に調整委員会を実施させていただきました。その中で、できるも

のとできないものや、ご指摘いただいた学校教育関連も含めて議論させていただきました。学校教育

の施策や事業が大変多くある中で、各所管が絡んでそれぞれ実施してはきましたけれども、今回学校

教育課長も参加したことで、これまでよりも連携が深められてたことで、前向きな話ができたと思い

ます。

[横山会長]ありがとうございました。他にいかがでしょうか？

[原田副会長]２９番の県の公園について、垣根が壊され、芝が燃やされて近所の家のそばまで燃えてく

る等のいたずらが多く封鎖しました。それでも我々は掃除をしています。使ってもいないところの掃

除をいつまでさせるんだと県に申し入れたところ、４月にオープンしますとの回答を得た。ただ、こ

のままでは変わらずいたずらをされてしまうので、県に対して要望を出しました。１つ目が夜間に人

を感知して点く電気を設置してほしい、２つ目は名前を○○児童公園にしてほしい、そうすれば夕方

の防災和光の放送後は家に帰るように注意ができる。だから児童公園という名前を入れてほしい。最
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後は監視カメラをつけてほしい。この３つの条件が整い次第、４月以降オープンということになって

います。この報告を県から来ていますのでこの場を借りて報告させていただきます。

[事務局]県の施設ですので主体は朝霞県土整備事務所ですが、市は３者協定でごみの回収活動とそれに

対するサポートをしていくということで、県土・自治会の３者で協議して参ります。

[原田副会長]ありがとうございます。

[高橋委員]第２次基本計画がありますが、東日本大震災があったので、この基本計画に防災や地震対策

等のフォローがまだ反映されておりませんので、いずれは環境基本計画に基づいたものを組み込みた

いと思っております。

[横山会長]具体的にどのようなことを震災絡みで検討していけばいいと考えますか？

[高橋委員]そこまではまだ詰めていませんので、これから検討していきたいです。市民会議の副会長で

ある峯岸委員からも補則があれば。

[峯岸委員]特には無いですが、２月の会議にて市長だけでなく、教育長、市民環境部長に入っていただ

いたので、とても意味のあるものになったと思います。

[横山会長]市民会議として色々な苦労があるとは思いますが、そこに対する市からのサポートというの

は受けていますでしょうか？会議に市長等が出席してもらったということもあるかとは思いますが、

日常的なサポートというのは、しっかり受けられているものなのでしょうか？

[高橋委員]事務局として、市に入っていただいてますし、かなりいろいろなことについて答えてくださ

いました。それから以前に２度勉強会を開いてもらいました。１つは都市計画関連の問題について、

２つ目は廃棄物処理基本計画の問題についてと２度開いてもらいました。認識が深まった会になりま

した。

[横山会長]市民会議を運営するにあたって、特別苦労をなさっているということは無いですか？

[高橋委員]一番難しいのは、会議で決まったことをどうやって市民に伝えるのかということです。年３

回ほど会報を発行したり、市民まつり等で PR活動をしてはいますが、なかなか難しいです。これは
行政側からやろうとしても難しいと思いますし、広報活動に一番苦慮してます。

[横山会長]環境審議会と環境づくり市民会議は非常に密接な関係になりますので、今後ともよろしくお

願いします。続いて地球温暖化対策実行計画の実施状況に対する温暖化対策委員会の評価を議題とし

ます。それでは事務局から説明をお願いします。

[事務局]まず資料３をご覧ください。・・・内容説明（資料３を読み上げ）・・・内容は以上となります。

この評価につきましては、地球温暖化対策委員の皆様に意見を頂戴しており、平成２４年度の本計画

の実施状況につきましては、計画に沿って実施されており、概ね適正であると評価を頂いております。

今後はその結果を取りまとめて市長に報告する予定です。以上です。

[横山会長]ありがとうございます。それでは質問がある方はどうぞ。

[原田副会長]施策１において、庁舎の屋上は太陽光発電はできないものですか？すごく広いのでもった

いと思うのですが。

[事務局]②の屋根貸し事業にて庁舎屋上含め、市内の公共施設の屋根を有効利用するということで、業

者が決まりましたので、平成２６年度より工事が開始されます。

[原田副会長]それはよかったです。施策３－②について、庁舎に電気自動車を導入し、充電設備を作っ

ているわけですが、これは一般の車は充電できないのですか？庁用車１台の為に作ったのですか？

[事務局]誰でも入れる駐車場であれば国の補助金を使うことができますので、庁用車も含めて一般車も
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利用できる充電器を現在作っています。

[原田副会長]わかりました。ありがとうございます。

[秋葉委員]施策３－①で我々は立地的にバスをよく使いますが、まだバスの本数が少ないかなと思いま

す。司法研修所脇にまだ使っていないようですが、かなり大きい宿舎があり、これが利用開始される

と、そこに来る方もかなり増えると思います。ということもあり、本数を増やしてほしいです。なぜ

増やしてほしいかというと、今の本数では通勤コースにしづらいです。現在は夜６時３０分が最終な

ので、それ以降に２本程増えれば通勤コースとしての利用者が増えると思います。車利用者のバス利

用への切り替えも見込めると思います。県を跨ぐと大変かと思いますが、光が丘－和光間を増やして

ほしいです。

[事務局]これに関しては、松本市長がバス会社を回って交渉して、光が丘はじめ高島平等も本数を拡大

してきた経緯があります。また、ある程度バスが停車できる車庫的な場所がないといけないというこ

とで市の駐車場を貸していますし、これからもそういった需要を見ながら交渉して本数・路線の拡大

を図っていきたいと思います。もう少し待っていただけたらと思います。

[秋葉委員]よろしくお願いします。

[横山会長]私から伺いますが、施策３－②の庁用車利用時のエコドライブの推進という項目がほぼ取り

組めたということで○になっていますが、中身を見ると急発進・急加速せず省エネ運転に努めるとあ

ります。こんなことが◎（よく取り組めた）にならないのでしょうか？

[事務局]こちらは総務課が主体でエコドライブの呼びかけを行っており、中身の部分では浸透している

とは思います。しかし、結果として目に見える数字等が中々あがってきていないということで○とい

うことになっております。

[横山会長]市民が見た時に、こんなことも市役所はできてないのかと心配になるのか思ったのですが、

実際は◎に近い○と考えて良いということですね。

[事務局]公に数字として見せられる根拠がないのですが、実態としてはおそらく◎であると思います。

[横山会長]それから施策６－②も◎ではなく、○となっていますが、この◎にならない理由はいかがで

すか？

[事務局]こちらも会議には毎月出席し、市の主催する緑化まつりでは、協議会の会長が講師となり緑の

カーテン教室を行っており、協働も毎年行っていますが、平成１９年当時と比べて活動規模が縮小し

てきているということで○としております。参画と協働という面では行っていると思いますが、活動

内容・規模が当初の思惑通りにいってないという、我々の力不足がありますので、それを踏まえて○

にさせていただいております。

[横山会長]会員数も減っている現状についてはどう思いますか？

[事務局]この会は近隣４市ほか、いくつかの環境団体が連絡会として加入していますが、もともとの団

体の活動がある中で、連絡会としてのまとまった活動が少ないので予算の方も限られており、自主的

な活動が組みにくいのかというところです。

[横山会長]他にございますでしょうか？最後に議題４のその他について、事務局より説明をお願いしま

す。

[事務局]環境審議会の任期が平成２４年７月から平成２６年６月までということで、この任期内での会

議は今回が最後となります。任期当初は、諮問事項としてペット霊園の条例等ございましてご協力頂

きありがとうございました。ペット霊園の条例は無事施行しまして、懸念されていた市街化調整区域
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等の開発のトラブルも無く、条例の方も一定期間が経過しました。次の任期が来年度７月からとなり

ますが、各団体から選出されている方はご依頼申し上げますので、その節はどうぞよろしくお願いい

たします。また、公募委員の方につきましては、５月号広報にて募集となると思いますので、また応

募の方をよろしくお願いいたします。次の任期も２年間となるわけですけれど、今のところ諮問事項

等は特にございません。今日のような各環境施策の評価等の報告は、年に１度は行う形を考えており

ます。任期後半にかかる平成２７年度は、第２次環境基本計画の見直し作業が予定されていますので、

これを諮問事項として取り上げる予定となっています。よろしくお願いいたします。

[横山会長]これについては、何かありますか？今ありましたように、このメンバーでは最後の審議会と

いうことで、皆さんありがとうございました。これにて議長の席を降ります。

[事務局]皆様、長時間に渡りありがとうございました。それでは最後になりますが、原田副会長より閉

会のお言葉をいただきたいと思います。お願いいたします。

[原田副会長]２年間に渡りまして、４回の審議会が行われました。皆さん、環境について非常にご活躍

されていますけれど、任期が切れましても引き続き私も環境に対して、一生懸命やっていきたいと思

います。２年間本当にご苦労様でございました。これにて、閉会といたします。


