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第9回和光市環境審議会議事録要旨

平成29年2月2日(木)
14時から16時
603会議室

出席委員

：横山裕道氏、佐々嘉充氏、石田秀樹氏、都築松子氏、原麻美氏、鈴木千恵氏、高柴重夫氏

事 務 局

：本間修市民環境部長、大野久芳環境課長、工藤宏課長補佐、清水将周統括主査、工藤亜希主査

傍 聴 者

：なし

１ 開会

司会(大野課長)
本日は、大変お忙しい中、「第9回和光市環境審議会」へご出席いただきありがとうございます。ただ

いまより、「第9回和光市環境審議会」を開会します。いつものように私、環境課長の大野が司会進行を
務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。本日は、原田副会長、秋葉委員と石田良子委

員からご欠席の連絡をいただいております。また、石田秀樹委員につきましては所用により途中退席さ

れますのでご承知おき願います。

本審議会条例第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。
全委員10名のうち7名が出席となっておりますので、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。事前に送付した資料として、資料1「次第」、資料2「和光市地球温
暖化対策実行計画（区域施策編）改訂版の素案」、資料3「第8回和光市環境審議会意見反映一覧」、また、
当日の資料としまして、 資料4「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【改訂版】」素案に対する
意見一覧」、資料5「答申(案)」を用意させていただきました。
それでは、議事に入りたいと思いますが、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ください。議事の進行につきましては、和光市環境審議会条

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。

２ 議題

(1) 和光市地球温暖化対策実行計画 区域施策編【改訂版】について

横山会長

皆さまこんにちは。議題に入りたいと思います。今日は、このメンバーでは最後の審議会になりま

す。それでは事務局から説明をいただきたいと思います。

事務局

それでは、「① 素案修正部分について」について、説明をいたします。
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《資料に沿って説明》

また、そのほか、事務局にて修正をかけた部分について報告いたします。まず、45ページですが、

「施策5 都市緑化等の推進」の部分で、「緑地の保全」がございますが、市内の緑地の部分に生産

緑地を含めて修正しております。そして、47ページですが、農業の部分、水災害の部分について、

各課との調整に基づき修正をかけてございます。

横山会長

①の素案の修正部分についてご意見、ご質問があればお願いします。

削減ポテンシャル量を多いところから並び替えたということだけでもかなり見やすくなっていると思

います。全体的にいかがでしょうか。改訂版といいながら、事務局もかなり力を入れてくれて、かなり

変わっているし、審議会としても非常に良いものになったのではないかと思いますが、さらに良いもの

にするために、皆さんのほうで何かありましたらお願いします。

高柴委員

37ページから46ページまで表がありますが、前回から比べると文字も大きくなり、非常に見やすくな
りました。あと、変えられるかどうか分からないですが、前回もこのような話が出たかもしれませんが、

20ページの「6 土地利用」、「7 地域特性」。地域特性Ａ地区、Ｂ地区、Ｃ地区と裏面に地図があるが、

見開きにしたほうが見やすいと思うので、6を22ページのほうに持ってきて、地図を見開きのようにでき
ればよいのではないかと思います。

事務局

前回もご意見をいただいてまして、今回は印刷の関係でこういう形で掲載しましたが、完成版のとき

には見開きできるようにさせていただきます。

高柴委員

22ページの地図のところですが、和光市の地域特性というのが前回は地図の上のほうにあったものが、
今回は下に下がっています。上にあったほうが見やすいような気がします。

事務局

修正可能なので、修正させていただきます。

佐々委員

和光市の地域特性の地図で使っている色ですが、ちょっと見づらくて分類しづらいのかなと。全体的

に、こういう資料も、世の中もそうなのですが、そういうところも少し配慮してほしいです。今回はこ

れでしようがないと思いますが、次回、こういう資料を作られるときには、配色とかを考えていただき

たいと思います。

事務局

確かに色を見て、若干見づらいという感覚は持っておりました。この平成22年度の都市計画基礎調査
のデータについて、色も含めて庁内の関係課のデータをそのまま引用させていただいている関係で、今

回は修正は困難ですので、ご意見を今後の参考とさせていただきます。
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鈴木委員

36ページの一番最後の「※公共施設の地球温暖化対策」の部分にアスタリスクが付いているが。

事務局

こちらにつきましては、先ほど会長からご指摘いただいておりましたので、アスタリスクの場所を変

更させていただき、切り捨て表示のほう、下の合計の57,000のほうに移動、変更させていただく予定です。

高柴委員

28ページから34ページまで、文章の中で、①とかで色を変えてあるが、最終的にもこのように色は分
かれるのでしょうか。

事務局

最初は、黒字で表現しましたが、パブリックコメントを実施する際に、すこし見にくいのではないか

ということで、色を変え、今回もそのままお出ししているのですが、もし他の色がよいとか、工夫が必

要ということであれば、再度、修正をかけさせていただきます。

高柴委員

これは色があって見やすくてよいと思うのですが、もしこれを採用するのであれば、他のページも①

とか②とかところどころあるので、そういうところも分けたほうが見やすくなると思います。例えば10
ページ、11ページのところで、(4)の「①平均気温の上昇」とか、「②熱中症による死亡者数の推移」とか、
(5)の「①気温の推移」とか、もし変えていただけるのであれば、そういうところもありますので、全て
統一してくださればよいかなと思います。

横山会長

いかがですか。整合性をとるのはかなり難しいと思いますが。

事務局

全体の整合性を再度、事務局のほうで精査させていただき、取組、施策が分かりやすいように色を変

えるという考えに立つのであれば、そのように対応させていただきたいと思いますし、色を使いすぎて

おかしいのではないかとなれば、11ページのような色を黒字に戻すように対応させていただきます。い
ずれにしても、計画全体を通して、色使いに齟齬がないような形で対応したいと思います。

佐々委員

37ページから46ページまでの表ですが、36ページが色が付いていて、37ページ以降は白黒に見えます
が、色付けはするのでしょうか。

事務局

統一させていただきたいと思います。

原委員

やはり色の関連ですが、第2章を6ページから読み進めていきまして、「2 国内外における地球温暖化
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対策の取組」というのを、ちょっと見落としがちになるというか、図表がずっと続いてまして、ここに

入るのではなくて、14ページほうに２がくるか、ちょっと色付けしていただけると、ここからが取組な
のだなとわかりやすいかなと思います。6ページの「1 地球温暖化による影響」というのも例えば青と

かでやって、「2 国内外における地球温暖化対策の取組」というのも青でやってみるとか、そういう感

じはどうかと思いまして。でも、あまり色を使いすぎてやはりおかしいようであれば、それはやらなく

ても構わないのですが。

事務局

ご意見をいただいたとおり、12ページの2について、新たな項目であるということが分かりやすいよう
な形で精査をしたいと思います。

都築委員

何を取り組むのかということがいちばん大事なので、ページのほうにさつきちゃんたちを連れてきた

らどうかと思うのですけど。ここのページはちょっと違うということを読者に分からせるというか。

事務局

ありがとうございます。うまく活用させていただきます。

横山会長

ほかにはいかがでしょうか。また①に戻ることも考えて、②と③の説明をお願いしたいと思います。

事務局

では、まず、「② パブリック・コメントの実施と内容について」説明いたします。資料としてはござ

いませんが、現時点での報告をさせていただきます。本素案に関しては、平成28年12月15日から平成29
年1月5日までの間、パブリック・コメントの募集を行いました。また、平成28年12月15日には、和光市
サンアゼリア企画展示室にて市民への説明会を開催し、4名の市民の方に素案について説明をさせていた
だき、その結果、1名の方から1件の御意見を頂戴いたしました。
御意見の概要は、「適応策の取組に関する進捗及び実績管理をどのように行うのか」というものでござい

ます。今後、この御意見への回答について、市において検討し、2月中に結果公表をする運びとなってお
りますので、この旨報告させていただきます。

次に、『③ 「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【改訂版】」素案に対する意見一覧について』

説明いたします。本委員会においても、子どもたち及び保護者への計画の浸透の重要性について、御意

見を頂戴しておりました。そのため、このたび、素案へのパブリック・コメント実施とあわせて、2050
年の快適環境都市わこう絵画コンクールへ参加した児童30名及びその保護者に対し、学校教育課を通じ
て通知をし、御意見を募集しました。その結果、現時点において、児童7名とその保護者3名から御意見
を頂戴しましたので、一覧に沿って報告させていただきます。≪一覧に基づき報告≫

事務局からの説明は以上となります。

横山会長

まず②ですが、パブリック・コメントに関しては1人、説明会には4人の方が来られたということです
ね。4人の方が来られて、そのうちの1人の方がパブリック・コメントを出したということで、たぶん皆
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さん、なぜパブリック・コメントの具体的な記述がないのかと思われたと思いますが、それについて事

務局の方から説明してもらえますか。

事務局

今現在、パブリック・コメントに対する市の考えをまとめております。パブリック・コメントにつき

ましては、条例に基づいて市長までの決裁を取り計画に反映していきますので、それが審議会のタイミ

ングとずれておりまして、現在、結果の公表前なので、口頭で説明させていただいております。パブリ

ック・コメントでいただいた意見そのものにつきましては、かなり長文で、その方のお気持ちも入って

おり、皆さんに簡潔にお示しするのが困難と考えましたので、中身を事務局で精査をさせていただき、

概要を示させていただいた状況です。

横山会長

それでいかがでしょうか、パブリック・コメントをいろんなところでやっても、なかなか意見が上が

ってこないというのがどこでも悩みなのですが、和光市の場合は説明会を開いて４人の方が来られ、活

発な意見交換があったということですが、結果的にお1人がパブリック・コメントをしたということで、
これで満足してよいのか、それとももうちょっと意見を貰えるような工夫を今後したほうがよいのか、

皆さんからご意見がありましたら、いかがでしょうか。

これまでの、環境基本計画などではどんな感じでしたか。

事務局

説明会の開催につきましては、昨年、今年と、見直しの段階で新たな取組としてやらせていただいて

おります。過去のものが何件という正確な数字を持っておりませんが、環境計画だけではなく全体的な

市民参加の方針について、非常に停滞している状況で、説明会とパブリック・コメントは必ずセットで

やりましょうと位置づけております。そうはいっても、説明会で集まった方がゼロ人、パブリック・コ

メントで提出された意見がゼロ件という、いわゆるゼロゼロ案件と我々は呼んでおりますが、ゼロゼロ

案件がかなり多いというようなことで、それをなんとか無くすために、関係各課の皆さんで努力してや

っていきましょうというようなことを庁内の市民参加担当部署を中心に、積極的に市民参加の取組を推

進させていただいているところです。今回、環境課としましても、説明会とパブリック・コメントの実

施に当たりまして、いろいろと環境に関係のある市民団体等に声掛け等をさせていただき、いわゆる口

コミ的なもので、なんとか集まってください、意見を出してくださいと、地道な活動を続けさせていた

だきました。ただ、この4名・1件の結果について我々は満足しておりません。まだまだ少ないと思って
おりますので、計画の策定に当たってお声をいただきたいのもそうですし、計画の推進に当たっても、

いろいろと皆さんからご協力・アイデアをいただきながら、さらに市民参加で進めていきたいと思って

おります。

都築委員

どのぐらいのパブリック・コメントがあれば満足ですか。

事務局

量がゼロ・ゼロだとかなり目立ちますし、庁内でも厳しい評価を受けます。必ず数人以上、数件以上

のご意見をいただきたいと思っております。ただ、それに加えて、質的なものというか、我々の業界は
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批判的な意見をいただくこともかなり多いので、よく読み込んでいただいて、一緒にやっていきましょ

う、というような、前向きなご提案・ご意見をいただきたいと思います。

横山会長

いかがですか。皆さんの周辺をご覧になって、それはやむを得ないのか、もうちょっとこんなふうに

すれば説明会、パブリック・コメントともに参加者が増えるのではないか、というものはないでしょう

か。

佐々委員

パブリック・コメントを実施するに当たり、和光市のツイッタ―やＳＮＳなどのご利用はあるでしょ

うか。

事務局

和光市には公式ツイッターがありますので、今回、説明会の開催についてはツイートさせていただき

ました。そういったものも積極的に、適宜適切に活用したと思っております。あと、子どもの意見をい

ただいたり、絵画コンクールで地球温暖化に興味を持ってもらったり、さらには興味を持って作品を出

していただいた児童に対してフォローアップ、こういう形で計画が出来そうだけどどうですか、という

意見聴取の方法も取り入れました。かなり良い意見もいただけたのではないかと思っておりますので、

こういった今回の取組を１つのきっかけにして、お子さんや保護者の方が一緒に集まるようなところで、

生活に密着したようなテーマを掘り下げるような形で周知をしていければ、温暖化に関する皆様の関心

も深まっていくのではないかと思っております。

横山会長

③の資料の4ですね、子どもの意見、保護者の意見にも絡んできましたので、そちらも含めてご意見ご
質問を伺おうと思います。パブリック・コメントは手続きに従って、市長の決裁を取ってやられるとの

ことですが、子どもの意見、保護者の意見というのは具体的に市民の方にどう知らせていくのでしょう

か。

事務局

結果についてはまだ検討中ですが、今回、こういった形で子どもたちや保護者の意見を聴取したのは

初めてですので、取扱いについても学校教育課のほうとも再度調整して公表をどうしていくか検討とい

う形になると思います。

横山会長

中身を見ると、なかなか面白いし、一番目の子どもの意見などは、目標達成後について書きなさいと、

欠けているんじゃないかっていうふうに叱られているような気がしましたけど、このままではもったい

ないような気がするのですが、例えば資料編を作るときにこれをつけるとか、そういうことは可能なの

でしょうか。

事務局

それも全く不可能ではないと思っておりますので、資料編に入れることも1つの有力なやり方として検
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討していきたいと思います。今回、子どもにフォローアップをしたことにつきましても、パブリック・

コメントでなかなか意見がいただけないんじゃないかと思い、パブリック・コメントで意見募集をした

後に、検討して試行的にやったものです。パブリック・コメントについては意見の提出方法や様式が条

例で決まっておりますが、子どもについては形式的なものは抜きにして、「あなたに出してもらったもの

がこういった形で成果になっているんだけど、どう思いますか」と、少し緩い形で意見聴取しましたの

で、それの公表の仕方とか取扱については、積極的に出したい、ＰＲしたいという想いがある一方で、

やはり学校とも調整させていただいて、できる限り有効なやり方で、できれば公表していきたいと考え

ております。

石田委員

パブリック・コメントが少ないと思うので、子どもたちの意見の方がよほど的を得ているというか、

とても良い意見なので、子どもたちも巻き込む形で意見をいただくほうがいろいろな意見が出てくると

思います。子どもの意見を見ていると、父兄よりも思っていることがいっぱいありそうだなと思うので、

子どもの意見を混ぜていただきたいと思います。

事務局

事務局とすれば、非常に心強いご意見をいただいたと理解しています。いずれにしても、先ほど申し

上げたとおり、公表の仕方等についてはっきりと規定したものを持っておりません。例えば、子どもに

つきましては報道で取材が入るときなども顔を写さないでくれとか、そういうことを言われることも多

いので、少なくとも個人情報を伏せるとか、出された意見についてだけであれば、個人情報を特定され

ることはないと思いますので、公表していくことは不可能ではないと思いますので、そういった方向で

調整はしていきたいと思います。

横山会長

具体的にいうと、1番目から7番目のお名前が消える可能性もあるということですか。

事務局

現段階では、名前はちょっと難しいと思っております。

佐々委員

名前に加えて、この絵も消えるということですよね。区域施策編の中には具体的に名前が入っている

ので、両方消さざるを得ない、ちょっと残念ですが、試行的な取組ということでご理解いただいて、子

どもながらの意見があって、保護者の意見もあったということは、ちゃんとこういう機会に反映すべき

ではないかと思います。

横山会長

環境課だけの一存では決まらないということですね。

事務局

全庁的な市民参加のやり方について、大げさに言うと一石を投じるようなやり方、今まで庁内でやっ

ていないような意見募集のやり方だと思っております。環境課の一存というよりも、関係者、学校のほ

うと調整しながら、支障のない範囲でやりたいと考えております。
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横山会長

私は、良いことをやって、しかも保護者はもとより子どもたちの意見が面白かったなという感じがす

るのですが。

都築委員

整理していいですか。ここ（区域施策編）の中の絵は残るのでしょうか。

事務局

残ります。学校名、名前も残ります。子どもたちからいただいた意見は非常に良い意見なので、この

計画の資料編に載せられないか、というご意見をいただいていたと理解していますが、誰の意見である

というのが明確になってしまい、個人情報を特定されてしまうので、そのへんはハードルがあるので調

整が必要であるということです。

高柴委員

2番目にあるカーシェアリングですね、今いろいろなところで置いてありますが、この子が言うように、
うまくホンダとタイアップできて、カーシェアリングの拠点が、和光市にこういうものがあるとサンプ

ルを立てるのに、他市からもあんな車のカーシェアリングを作るやり方をしているんだ、というものが

できたらそれは素晴らしいと思います。そうすると保有台数も減ってくるでしょうし。

横山会長

ホンダもこんな意見が出ていると聞けば、実現性はともかくとしてたぶん喜ぶと思います。それから、

絵画コンクールというのは今回初めてで、これでお終いということでしょうか。

事務局

絵画コンクールは今回が初めての試みで試行的に実施したものです。かなり反応も悪くないなと評価

しておりますので、毎年継続するとこの場で言うわけにはいきませんが、形を変えてでも、子どもたち

への啓発ということで、絵画だけに限らず、有効な手法であると認識していますので、何らかの形では

続けていきたいと思います。

都築委員

小学生が対象ですが、中学生は何を考えているのかというのも知りたいです。私たちも大人としてふ

れあいの森など、大人は市民参加はさんざんやっているが、次に子どもたちが後継ぎみたいな形で、そ

このところが気になっていて。

事務局

実施を検討する段階で、いろいろな年代の方々の意見を頂戴したいと思っておりました。例えば、今

回は小学生から意見を出していただきましたが、継続的に見ていって、その子どもたちが中学生になっ

たとき、高校生になったとき、20歳になったときに、どういう気持ちになったか、というのも見てみた
いですし、いろいろな年代の方々からご意見をいただきたいというのは根底にあります。

高柴委員
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絵の取り扱い方ですが、20ページ、21ページ、他の場所もそうなのですが、結構、絵がいっぱい入れ
られているような感じがするので、ここまで入れなくよいので、後ろのほうの42ページ、43ページ以降
の下のほうにポツンポツンといくつか持ってくるという方法はどうでしょうか。

事務局

絵の配置については、文章との関連性というのを見ながらできるだけ合わせましたが、配置を変えら

れるかどうかは検討させていただければと思います。

横山会長

ここで5分間休憩して、絵画コンクールも含めて、答申書についてを後半にやりたいと思います。

≪休憩≫

横山会長

先ほどの絵画コンクールの関係でまだありましたらお願いします。

原委員

パブリック・コメントのほうなのですが、実は私が説明会に出席した4名の中に入っておりまして、友
達を誘って参加してみました。友達は、広報に載っていたのも知らなくて、やはり字がちょっと小さい

のかもしれないのですが、それで、環境のことについて重要なことだからお話だけでも聞いてみましょ

うと誘ったら来てくれました。パブリック・コメントの意見を書くまではいかなかったのですが、範囲

が広いのと、何から取り組んでよいかというのは順番を変えてくださったのですごく分かりやすくて、

お風呂は追いだきをしなくてすむようなるべく前の人と間隔をあけずに入るようにするとか、テレビ

の主電源ＯＮ・ＯＦＦは重要だよねとか、コンセントを抜いたりとか、という話はすごく盛り上がった

のですが、そこから先に自分のコメントとして出すまでに勇気がなかったというか、そんな感じでした。

それで、他の２人もどうしたらよいのかなとは思っていたみたいですが、そのときにちょっと発言とい

うかお話はしたので、そこで満足してしまったような感じがあります。パソコンやエアコンはこまめに

消すといっても、あまりこまめに消すとかえって無駄になってしまうから、どれぐらいが大丈夫なのか

が分からなかったのですが、その説明会の中で、1時間までなら点けっぱなしのほうがよいという話を伺
って、みんなその辺はすごく参加してよかったというお話をしていました。それから、省エネの診断士

に来てもらって、あなたの家はどれぐらい削減できますよ、というのがあるらしいのですが、それがタ

ダでやっていただけるというのも聞いて、それはすごく魅力的だわ、という話をしていました。

事務局

専門の診断士が診断を申し込んだ家庭を訪問調査し、各家庭のライフスタイルに合わせた省エネ対策

等を提案することで家庭の効果的なCO₂排出削減行動に結びつけるという、国の施策としてシステム化さ
れたものです。

横山会長

いま自治体で省エネ診断などに予算をつけて市民に提供しているところはないのでしょうか。プロに

診断してもらうというのは相当、予算的にもかかるわけですね。
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事務局

エコ診断につきましては、環境省が定める診断手法の要件と運用管理の要件を満たした民間事業

者等による診断となるため、環境省のものを活用する方向で検討しています。

原委員

説明会に行きまして、友達も、地球温暖化対策実行計画(区域施策編)をかなり身近に感じてくれたみた
いです。意見が出るのはこれからだと思います。でも、絵画コンクール入賞のお子さんたちの意見の方

が視点が鋭いなと。私が気付かないこともスパッと言っているので、さすがだと思います。

事務局

事務局としては、パブリック・コメントの実施に合わせて、意見を多くいただくという目的もあって

説明会を開催したのですが、説明会に来ていただいた方に意見を出していただくということだけが目的

の全てではなく、いろいろと説明を聞いていただいて、出席された方なりにどうすれば少しでも地球温

暖化に役立つことができるのか、行動の変化のきっかけになればという思いもありましたので、そうい

った面では、パブリック・コメントとしての意見は出してもらっておりませんが、意見交換する中で非

常に有意義な説明会になったと認識しています。

横山会長

どんな雰囲気だったのですか。仲良くやるというような感じなのか、それともやはり市側が説明して、

それに対して質疑応答というような、形式を重んじたものなのか。

原委員

初めはそういう感じでしたが、他にいらしていた男性の方がとてもおしゃべりが上手な方で、いろい

ろ話しているうちに分かったことがいっぱいありました。雰囲気的にはざっくばらんでしたね。フレン

ドリーな感じで、ものすごく緊張して行ったのですが、そんな緊張をする必要はないような、楽しい雰

囲気でした。

高柴委員

私は比較的、パソコンを毎日けっこうな時間使っているので、市のホームページもまめに、1日おきぐ
らいに覗いているので、こういう情報を捕まえられるのですが、告知の仕方がホームページと広報わこ

うにちょこちょこっと載っているだけでなく、市の掲示板にもパブリックコメントの情報を出して、中

にはパソコンを使っていない人もいらっしゃいますし、意見書なども、コミュニティセンターにそうい

うものを置いてありそこに行けば書類をもらえるといったことも書いておいて、市長への手紙みたいに

置いておけば、意見も増えると思います。もう少しきめ細やかに、紙の媒体を使った方法も考えたほう

がよいと思います。市内には相当な数の掲示板もありますから貼るのも大変でしょうけど、そういうこ

とをやれば、掲示板を見ている人はけっこういらっしゃるし、パブリック・コメントを求めているとい

う情報を見て、中には書いてみようかな、という方も少なからず出てくるのではないかと思います。

事務局

広報掲示板のことは頭にはありましたが、市内に掲示版は200箇所弱ありまして、そこに至らなかった
のは事実です。ただ、人が多く集まる場所を有効なポイントとして活用するということは検討していき
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たいと思います。今回のパブリック・コメントについては、図書館を含む主だった公共施設で、こうい

った形のファイルを置いて、周知をさせていただいたところです。

佐々委員

せっかくこれだけ努力されて、なかなかパブリック・コメントが集まらない。この審議会に関するパ

ブリック・コメントが少ないのか、他の審議会も少ないのか、そのあたりの状況はいかがでしょうか。

事務局

決して、環境審議会関連のパブリック・コメントだけ少ないということではなくて、全体的に停滞し

ているような状況です。先ほども申し上げましたが、パブリック・コメントと説明会が両方ともゼロの

ゼロゼロ案件が全庁的にかなり多い状況ですので、何とか有効な手法を考えて、やり方を変えながら、

模索をしながら周知徹底を図っていきたいと思っております。

佐々委員

全庁的に少ないということは、和光市で取り組まなければならない課題だと理解するのですが、それ

を各課で対応するのはちょっと酷な状況だと思います。やはり市長が先頭に立って、パブリック・コメ

ントを増やす対策を考えて考えていかないと、行政にとってよい効果はもたらされないと思います。

横山会長

今のご意見は答申書にも関連してくるので、④の答申書について議論したいと思います。

事務局

本日お配りしました、資料の5「答申(案)」をご覧ください。後ほど、(2)今後のスケジュールの部分

でも説明しますが、この計画については本審議会終了後に答申書を取りまとめ、2月17日に会長、副会長

から市長へ答申することとなっております。

この答申（案）は、横山会長と事前に調整したものをたたき台としてお出ししておりますので、皆様

にご確認いただき、答申（案）をまとめていただければと思います。

横山会長

先ほどもいろいろ和光市としてどうやっていくかというようなことが議題となりましたが、原田副会

長といっしょに市長にこの答申書をお渡しして、背景説明というか、審議会でこういうことがあってこ

ういう要望がありましたとかということを具体的に述べることになるわけですね。ただし、あまりスト

レートにはなかなか書きにくいので、直接手渡すものはこういう内容について、それからもうちょっと

踏み込んだことなども市長に伝えていきたいと思います。少し背景を説明すると、「2 計画の執行につ

いて」というところで、「しかしながら、昨今の世界情勢の変化もあって」云々というくだりは、なかな

か分かりにくいかもしれませんが、パリ協定ができて、世界的に温暖化防止をやろう、という機運が盛

り上がったわけですけれども、例のトランプさんというユニークな方がアメリカの大統領になって、も

ともとパリ協定を破棄するぞと言っていて、その影響が世界的にもかなり出てきて、もう温暖化なんか

に力を入れないということになると、その影響が国内にもあるのではないかというようなことを、こう

いう形で記されているというふうに理解してください。そのへんも含めて、これは本当にたたき台です

ので、中間見直しについての答申ということでこれが残るわけで、皆さんで表現をこうしたらよいので
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はないかなどご意見があれば、遠慮なく言っていただきたいと思います。私は、埼玉県の中で、できれ

ば日本の中でも和光市が地球温暖化対策について先頭を走っている、というようなことになれば非常に

良いのではないか、少なくとも見直し案はかなり良くできていると思いますので、この計画の執行なん

かについてもどんなふうに審議会として市長に意見を申し上げるかということで、忌憚のないご意見を

いただきたいと思います。

佐々委員

「庁内推進体制及び地域内推進体制を整備し」ということは、まだ整備されていないという理解でよ

いのでしょうか。

事務局

温暖化対策実行計画の上位計画に環境基本計画がありますが、環境基本計画の推進体制ということで

庁内の調整会議というものがあります。上位計画の推進の庁内体制はできておりますが、温暖化に特化

した推進体制というのは今後整備していく予定です。あわせて、地域内推進体制につきましても全く同

じで、上位計画である環境基本計画の推進については進行管理で見ていただいている団体がございます

が、温暖化に特化した形での体制の整備がございませんので、このような形で記載させていただきまし

た。

佐々委員

今回、答申事項が2点ですが、我々もよく、いちばん最後に「以上」を書け、と怒られるのですが、こ
こは入れなくてもよいひな形なのでしょうか。

事務局

和光市におきましては、特に審議会からの答申書で、その辺を入れなければならない、という決まり

はないものと認識しております。

都築委員

新しい大統領が出てきて、いろいろなことを言うと思うのですが、私たちは、みんなで考えて、正し

いと思った、合意したことは、ちゃんとやっていけばよいと思います。自信を持ってやっていけばよい

と思うのですけれども。

高柴委員

今まで話し合った中で、二酸化炭素1つに絞るわけではないのですが、和光市の数値の目標はここだが、
今ある現状は何パーセントで、何年後にどれだけ下げるという目標値を、市のどこかに掲げるようなも

ので、一般の市民が市役所に来た時に見られるようなものを掲げると、いくらか一人一人が意識するか

なと思います。ただ冊子でいろいろなことで目標値を定めても、それがやはりもっと公に見える形で出

したほうがよいのではないかと思います。

事務局

我々も計画の推進のためには常に目標値を意識して、今現在はこの目標とどれだけ離れているかとい

うことは、常に意識していかなければならないと考えております。市民の方々ともいっしょに目標に向
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かって進むという意味で、積極的にいろいろな場面で目標値の掲載についてはしていきたいと思います。

高柴委員

よく、オリンピックまであと何日などとありますよね、どこかに、大きな模型じゃないですけれども、

今月はここまで削減したよとか、そういうものをやって、市民の意識を煽るというか、目標値はここな

んだけれども1年目から2年目が下がった、また逆に上がったなど、見える形にすると、意識ができるの
ではないかと思いますが、それはちょっと無理ですかね。

事務局

それに応えたいという気持ちは強いのですが、ご承知のとおり、排出量については和光市独自で算出

ができず、政府の統計があったり、それを受けた埼玉県の統計がかなりタイムラグをもって発表される

ので、そのあたりについてはかなり困難と申し上げざるを得ないのですが、常に目標を意識するという

のは大事なので、機会を見つけて周知もしていきたいし努力は継続したいと思います。

横山会長

答申のときに、本文にはないがこれは言ってほしい、というのがあればそれも含めてお願いします。

都築委員

世界情勢はいろいろ変わると思うんですね。でもやっぱり、日本の、和光市の、このまちで私たちは

こうしたいんだ、ということをはっきりと言ってもよいのかなと思います。世界情勢で揺れるのではな

く、自分たちはしっかり立っているという。

横山会長

具体的に言うと、とにかく和光市として削減したいのだと、3ページに書いてあるように、2020年まで
に2009年度比で25％削減するというのを、厳しいかもわからないけれども、やっていきたいと、いうこ
とですね。

都築委員

そうですね。それをちゃんと言ったほうがよいと思います。

横山会長

今、これを言うと怒られるかも分かりませんが、世界的にパリ協定はあっても、日本の政府があまり熱

心ではないですよね。批准するのも遅れて、発効に日本は貢献することができなかったというように、

かなり遅れていて、私は個人的には、自治体が頑張らないと日本全体としても削減というのはなかなか

は難しいのではないかと思います。そういう中で、たまたま我々の関与している和光市が、とにかく1つ
の市としていくら努力しても全体に貢献することは小さいけれども、都築委員がおっしゃったように、

でもやるんだ、という感じが実は重要ではないかと思うんですね。そういう市町村が増えて、都道府県

も増えていけば、政府のほうもこれまでちょっと努力が足りなかった、ということに結びついていくの

ではないのかなと思っているのですが、皆さんはいかがでしょうか。

都築委員
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子どもたちの意見や絵を見ていても、2050年に自分たちは何を望んでいるかというと、やはり緑を残
してほしいというか、自然が残っているようなまちを望んでいる、そういう感じはしませんか。私たち

大人も、やはり、そういうまちを目指して舵取りしていかなければならないと思います。子どもたちの

気持ちを大事にしたいと思います。

横山会長

2050年に緑を残すと同時に、日本は今の8割のCO₂を削減するということが閣議決定されているわけで
すよね。だから、2050年というのは、たぶん8割削減ということをやっていったら、相当変わった世界に
なるし、我々もその間にかなり意識改革をしていかなければならないですよね。あと33年後ですが、ち
ょっと予測がつかないという感じもしまけれども。

都築委員

できることをコツコツやるしかないのではないでしょうか。

横山会長

人口問題も絡んできますよね。日本の人口は減っていくけれども、和光市の人口は減っていくのでし

ょうか、増えていくのでしょうか。

事務局

和光市の人口については、しばらくは微増でいき、最終的には減っていくという予測はしています。

横山会長

人口が減るから、トータルが減るからよいのだ、という考えではだめなわけですよね。

よろしいでしょうか。それでは、この答申のたたき台ついてはだいたいよろしいでしょうか。皆さんの

ご意見を踏まえて、事務局と相談してもう少し修正するかもしれませんが、それは会長に一任していた

だけますか。

全委員

＜会長に一任との声あり＞

横山会長

それでは、次に事務局から、今後のスケジュールについての説明をお願いします。

(2) 今後のスケジュールについて

事務局

それでは、今後のスケジュールについて報告します。

本計画については、ただいまの審議会で出されたご意見等を踏まえ修正を行った後、最終的にまとま

った案を2月17日に市長へ答申いたします。なお、最終案及び答申書内容については、さきほど会長から

もお話がありましたが、会長一任ということで進めさせていただきますので御了承ください。また、今

期の和光市環境審議会任期は、2月18日までとなっており、このメンバーによる審議会は本日で最後とな

ります。今後につきましては、新たな委員を募集させていただくべく準備を進めておりますので、引き
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続きご協力をお願いいたします。本計画につきましては、完成後、委員の皆様へ完成した計画を送付さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。

横山会長

質問等、いかがでしょうか。

高柴委員

改訂前の計画書を見ますと、最後のほうに環境家計簿という面白いものが出ていますが、これは出来

上がりのときには付くのでしょうか。

事務局

今はっきりしたことはお答えできないのですが、印刷をする段階で調整させていただきたいと思いま

す。付ける方向で検討を進めたいと思います。

佐々委員

せっかく良いものができたので、全体の構成を見ていたのですが、文字の返しの位置が少しずれてい

たりしたので、そこを直していただくともっと綺麗に見えると思います。例えば13ページの「(2)日本の
取組」の2行目の「が」の位置と、その上の文字の位置が1文字ずつずれているとか、もう１つは6ページ
ですが、「(1)地球温暖化とは」の「地球温暖化とは」と重なっている文字が1文字飛んでいます。そうい
うところを全体的に見直していただくと、文字数が増えたり減ったりするかもしれませんが、綺麗の本

になると思うので、最終的な校正のときに確認していただければと思います。

事務局

最終段階で全て綺麗に揃えて修正いたします。

都築委員

この表紙の絵がとても良いな、と思っています。これを手に取った人は、読みたいな、という気持ち

になると思います。

横山会長

それでは、質問等がないようですので、これで議長の席を降りたいと思います。2年間、いろいろとお
世話になりました。

司会(大野課長)
ありがとうございました。

それでは、今期最後の審議会となりますので、最後に、市民環境部長の本間からご挨拶をさせていただ

きます。

本間市民環境部長

最後まで活発なご意見をいただき、ありがとうございました。それでは、事務局を代表しまして、任

期満了に当たり一言お礼を申し上げます。

環境審議会委員の皆様におかれましては、それぞれお仕事や地域の活動で大変お忙しい中、2年間、事案



16

の対象の審議をいただきまして、心から感謝申し上げます。

特に、この2年間の任期中は、昨年度の第2次和光市環境基本計画の中間見直し、本年度におきましては
和光市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の中間見直しという、2つの重要な事案がございました。
その中で、横山会長以下、男性6名、女性4名という形でご審議いただきまして、その中でも特に、女性
目線から素案に対しての活発なご意見をいただきまして、誠にありがとうございました。本日をもちま

して今年度ご審議をいただきました本計画につきましては、先ほど議題にありましたパブリック・コメ

ントを終えまして、答申の後、確定を待つのみという状況になりました。計画は作って終わりではなく、

計画をいかに市民に周知し、また、企業、市役所が一丸となって取り組んでいけるのかということが今

後の課題であると思いますが、実行に向けて全力をもって取り組んでいきたいと考えております。

年度が明けまして平成29年度の早い時期には、新たなメンバーを募集しまして、依頼、決定し、和光
市の環境施策について議論していただくことになります。ぜひ、委員の皆様、和光市の今後を見守って

いただきたいと望んでおります。

最後に、皆様のご健勝をご祈念申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、任期満了に当たっての

お礼とさせていただきます。本日はありがとうございました。

司会(大野課長)
それではこれで、「第9回和光市環境審議会」を閉会させていただきます。
ありがとうございました。


