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第８回和光市環境審議会議事録要旨

平成２８年１１月２２日(火)
１４時から１６時

６０２会議室

出席委員：横山裕道氏、秋葉道宏氏、佐々嘉充氏、石田秀樹氏、石田良子氏、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：１名

１ 開会

司会(大野課長)
本日は、大変お忙しい中、第８回和光市環境審議会にご出席いただきありがとうございま

す。ただいまから第８回和光市環境審議会を開会いたします。

私は、本日の司会進行をさせていただきます、環境課の大野でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。

なお、本日の審議会の開催に当たりまして、原田副会長から欠席の連絡が入っております。

和光市環境審議会条例では、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

が、それ以上の出席していただいておりますので、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たいと思います。事前に送らせていただ

いた資料としまして、資料１、２、３とございます。資料１が和光市地球温暖化対策実行計

画（区域施策編）の冊子、資料２として第７回の審議会の意見反映一覧、資料３として前回

の会議録要旨、この３点を事前に送らせていただいております。事前送付資料に加えて、本

日配布資料として、本日の次第及び国内外、埼玉県、和光市における取組年表を用意させて

いただきました。

それでは議事に入ります。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、ご了承をお願いします。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。
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２ 議題

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

みなさんこんにちは。今日もよろしくお願いいたします。最初に、全体の進め方の説明を

したいと思いますが、議事次第の１の区域施策編改訂版について、前回我々が質問や意見を

述べたことに関して、事務局から説明があって、その後に前回出たこと以外で、全体的にこ

ういうことが必要ではないかとか、こういうことを進めていったらよいのではないかという

ようなことをもう一度改めてやりたいと思います。そして、何か文章で気が付いた細かい点

やこの表現はこうしたほうがよいとか、ということも最後にやりたいと思います。

それでは、最初に、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、事務

局から説明をお願いします。かなり長いと思いますので、途中でも質問は出していただけれ

ばと思います。

事務局

工藤（亜）説明・・・・・・・・・・・

補佐説明

資料１の 35ページをご覧ください。35ページから 46ページの「３ 施策の削減ポテンシ

ャル（潜在的可能）量」について、前回の審議会から変更した点を中心に説明します。

まず、35ページになりますが、本市の二酸化炭素排出量の削減目標を達成するために必要な
削減量、これは表の中ほどに記載しております「削減目標量」になりますが、こちらは

62,000t-CO₂となっております。
続きまして、36ページをご覧ください。こちらは、削減ポテンシャル量ということで、30

ページから 34ページに記載しております削減に向けた６つの基本施策の中から、施策１から
施策５及び公共施設の地球温暖化対策における削減ポテンシャル量、削減の潜在的可能量を

記載しております。これらの削減ポテンシャル量の合計は表の一番下に記載しておりますが、

57,000t-CO₂、先ほど申し上げた削減目標量 62,000t-CO₂を達成するためには、残り
5,000t-CO₂が不足している状況となっております。この不足分の5,000t-CO₂につきましては、
削減ポテンシャル量を数値化していなかった施策６で補ったり、今後更なる努力を継続する

ことや社会的な新しい動きに応じて施策を追加していくことなどで対応してまいりたいと考

えております。

続きまして、37ページ以降になりますが、施策１から施策５及び公共施設の地球温暖化対
策における施策削減量の試算内訳を記載しております。まず、37ページから 45ページ中段
にかけての施策１から施策３ついては、施策の追加等の変更はしておりませんが、数値の修

正を行っております。次に、45ページ下段からの施策４から施策６については、前回の審議
会では数値化ができておりませんでしたが、これらの施策のうち、施策４、施策５について

今回数値化を行っております。45ページ下段の施策４については、新たにごみの減量化・資
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源化として、一般ごみ・プラスチックごみの削減量を算出し、それを基に削減ポテンシャル

量は 489t-CO₂となっております。次に、46ページ上段の施策５については、新たに公園緑
地の整備、緑地の保全として、市内の都市公園の緑化面積や市内の緑地等の面積から CO₂削
減量を算出し、削減ポテンシャル量は 265t-CO₂となっております。なお、施策５及び 46ペ
ージ中段の公共施設の地球温暖化対策の削減ポテンシャル量については、現状の数値を載せ

ている関係から、今後、数値を変更することがございますのでご了承ください。説明は以上

となります。

横山会長

それでは、順番は結構ですので質問・ご意見を頂戴します。

原委員

レイアウトはこれからだと思うのですが、21ページ 22ページの図 A～Eとあるが、ペー
ジをめくらないと出てこないので、見開きで表示されるといいなと思います。

事務局

かしこまりました。

秋葉委員

小学生の絵が出ているが、大きさがまちまちということと、34ぺージの下の絵はほとんど
見えない。これはこれからレイアウトを考えるのでしょうけども。「なぜ私の絵が小さくて、

こっちの絵は大きいの？」と、大きさは同じにしたほうがよいのでないのかなと思いました。

横山会長

絵に関して私が気になったのが、31ページの「地球があぶないマイ箸ばしですくえ！」と
いうのがありますよね。前にかなり論争になった話で、割りばしを抑制しても地球環境の促

進にはなりません、というような感じになって、要するに割り箸というのは枝を〇〇したや

つから作るので、大きいやつを全然伐採なんかしていない、むしろ割り箸を使った方がよい

のだ、という極端な意見があり、それがあってどうも割り箸を使わないことが地球環境を救

うというのはおかしいのではないかと。これを入れてしまうと、その話をどう捉えているの

かというような。

事務局

絵については関連しているものはまとめさせていただいて、今回はイメージとして載せて

いるのですが、いただいたご意見を踏まえてレイアウトや内容等を調整させていただき、問

題のない形にしたいと思います。
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横山会長

あなたの絵がこれに出ますよ、というのが伝わっているわけではないのですね。

事務局

絵画コンクールに出された絵は、計画のほうで表現させていただくということにはなって

いるので、どういう形で載せるかというのは今後検討なのですが。

横山会長

私もあまり自信はないのですが、割りばし問題の結論がどうなったかをもうちょっと調べ

ていただきたい。

事務局

かしこまりました。

佐々委員

絵の話ですが、この資料は公表資料か、それともまだクローズドの資料なのですか。

事務局

これから議事録をご確認いただいて、問題なければ議事録とあわせて公表します。

佐々委員

そうすると、絵も出ていくということですか。

事務局

今回、絵のほうの説明をあまりさせていただいていなかったのですが、絵画コンクールと

いうことで、地球温暖化対策実行計画区域施策編の改訂にあたりまして開催させていただき

ました。30名の方から応募がありまして、11月３日に省エネコンテストとあわせて表彰させ
ていただいております。絵につきましては、和光市のほうで計画上で使用しますということ

で許可をいただいておりまして、通知させていただいている状況です。ただ、絵をどのよう

に載せるかということは今後検討になります。

佐々委員

いろいろ議論があった絵が１枚入っていて、これが公表資料で、後々見られたときに何で、

ということにならないか。そうであれば、ここはイメージ画像のようにしておいて、最後に

絵を入れるときに加えたらどうかなと思います。

事務局
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わかりました。

都築委員

水が CO₂を吸収すると伺ったので、川の絵とかがあってもよいと思う。

事務局

イラストは今回まだ使っていないので、わかりました。

鈴木委員

細かいところですが、23ページのゴミの排出量で、「事業系ゴミが 44トンと微増」とある
が、逆に減っているのではないでしょうか。

事務局

訂正いたします。

佐々委員

２ページのイメージ図で、真ん中のところは計画のものは点線になっているのですか。

事務局

区域施策編以外は点線にしています。区域施策編だけわかりやすく赤で実線にしています。

佐々委員

我々は同じものだったら同じ点線にする癖があるので、だったらもっと線を太くしてもよ

いのかなと思います。

石田委員

前回欠席しましたが、イラストの中に小学生の絵もすごくよいのですが、せっかく和光市

はゆるキャラでわこうっちとさつきちゃんがいて、銀杏とさつきがあります、そういうのも

ところどころあったほうが和光市らしいのではないかと思います。

都築委員

固い内容のところにちょっとつけるとよい。

46ページに緑地の保全について、市内の緑地が適切に管理されている場合と載っていてま
すが、これは生産緑地なのでしょうか。

事務局

市内にある市民緑地、特別緑地保全地区、保全地区を想定しております。生産緑地につき
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ましては、数値は入れていないのですが、今検討している最中で、それを入れたいと考えて

おります。

都築委員

ぜひ入れてください。畑はすごく素敵な緑地だと思う。それを書いたほうがよいと思いま

す。

事務局

平成 27年現在で約 43ヘクタールぐらい生産緑地がありますので、何らかの形で盛り込み
たいと思っております。

秋葉委員

１章の６ページからですが、地球温暖化による影響ということで、JCCCAのホームページ
から図をそのまま持ってきていると思いますが、色も違うし違和感があります。これの元と

なるものがあると思いますので、つまり、文章も中に入ってしまっていますよね。ちょっと

色も違うので、全体的に見た目が浮いてしまっている。

事務局

いろいろ工夫しようと思い調べたのですが、そちらのほうはこのままデータを使わなけれ

ばならず加工がどうしてもだめだと言われてしまったので、大きく載せることにしました。

色合い等は見やすくなるようにしたいと思います。

秋葉委員

背景だけは白とか同じ色にできないものか。ちょっと気になったので。それと、10ページ
にクロロフィル aの説明がありますが、説明箇所とかは右肩につけたほうがよいのかなと思
います。

事務局

かしこまりました。

鈴木委員

18ページの路線別交通量のグラフですが、緑を使っていたり薄い色を使ってるところがあ
り線がわりと見づらいので、ちょっと濃くしていただけたらと思います。それと、平成 14年
の上からの順番のように、下も説明をしていただくと分かりやすいと思います。

佐々委員

異論はないですのですが、ここに出している資料はいろいろな資料から切り貼りして出典
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が出ているということは、あまり加工ができない状況で出されていると思います。

秋葉委員

「資料」と「出典」で分けているのですか。字の大きさも統一したほうがよい。

事務局

市のものは「資料」として記載しておりますが、統一化も再度検討させていただきます。

秋葉委員

資料のところも括弧がしてあったり、あと、字の大きさも統一したほうがよいと思います。

高柴委員

18ページの路線別交通量のグラフで、「市城通り（市場稲荷下）」とあるが、「場」でなく
「城」でよいのか。

事務局

確認いたします。

横山会長

４ページの下の図を見ていただけますか。35ページにも同じような図があるのですが、一
番左側が 372千 t-CO₂になっていますよね。その下に「京都議定書」となっていて、その右
側の 292千 t-CO₂が基準年度になっていますけれど、これは違うのではないですか。一番左
の京都議定書というところに京都議定書基準年度が入って、京都議定書の基準年度が 1990
年度ですから、292千 t-CO₂の数字のところは計画の開始年度か何かではないのでしょうか。
実はこれ、前のやつもこの間違いをそのままやっているので、私にも責任があるのですが。

事務局

2009年度の基準年度というのは、計画の基準年度です。

横山会長

計画の開始ではないのでしたっけ。

事務局

計画の開始は 2012年度からになります。

横山会長

そうすると一番左の「京都議定書」というのは何なのですか。これが京都議定書の基準年
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度ということではないのですか。京都議定書は 1997年度に決まっているわけで、1990年度
は全くないのですよ。だから京都議定書で基準年度というのを 1990年度に設けているから、
たぶん、基準年度とはこっちにかかるのを間違えて持ってきたのではないのかなと思うんで

すよ。この 2009年度は基準年度という捉え方をしていますか。この計画に基準年度という言
葉は出てきますか。

事務局

２ページのほうに計画の基準年度を記載しております。

鈴木委員

こちらのほうの（現行の計画書）22ページに基準年度が出ています。「和光市では、1990
年度より 2009年度のほうが、二酸化炭素排出量が少ない現状から、敢えて目標を高く設定す
るため、基準年度は 2009（平成 21年度）に設定します。」と書いてあります。

横山会長

では、1990年度のほうを、京都議定書の基準年度として、この 292千 t-CO₂のほうは本計
画の基準年度とすれば、つじつまが合うかもわからないですね。いずれにしろ、後で結構で

すが、1990年度に京都議定書と言っているのは、京都議定書がまだ全然存在しないときの話
なので。

事務局

前計画を踏まえて、もう一度数値を確認させていただきます。

≪休憩≫

横山会長

先ほど説明があったところのご質問・ご意見の他に、全体的な話、あるいは語句の修正と

かまで含めて構いませんので、お願いします。

横山会長

私から一点ですが、全体を読んでいて、和光市の市民の方が読んでもやはりかなり難解だ

と思います。温暖化問題は全般的に難しくて、なかなか読めないというか、読みにくいと思

うので、例えばこういうことが可能かどうかなのですが、最後のほうのポテンシャルのとこ

ろで、35ページの施策のポテンシャル量が書いてあって、その後に表があるのですが、この
数値を見ていくと、施策２が一番多くて、中でもテレビとかお風呂の給湯器が多かったり、

あるいは家庭だと 43ページの待機時の消費電力もかなり多いし、その上のトップランナー機
器（家電）も多くて、一般の人がもし温暖化防止に自らも少し関与しようということになる

と、「こういうことをやると具体的に削減につながりますよ」ということになると思うんです
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よね。ただし、一般の人にこの計画を読んでもらって、なおかつこの表ですね。私もこれま

で何度か表を理解しようと努力してきても、いつも途中で終わってしまうんですね。他も同

じだと思うのですが、こういうことをやると削減につながりますというようなことで、削減

ポテンシャル量が多いものを少し言葉として、みなさんのところにあるテレビとかお風呂場

の給湯器とかをこんなふうに高効率のものに替えるとかなり削減しますよとか、そういうこ

とを簡単でもよいのですが文章で入れるというのはいかがでしょうか。国際的な動きとか日

本の動きなど、なかなか難しい気がします。

都築委員

一番大事なことが一番最後に来ている気がします。

横山会長

ただ、作るほうになると難しいことは難しいと思いますので。

事務局

実行計画区域施策編本編以外に簡単な概要版のようなものも併せて作成することを検討し

ております。今のご意見もおっしゃるとおりで、実際に生活様式を変えていただくことが温

暖化防止に結びつくものと考えていますが、では実際にどこにどのような文章を書き加えて

いくかは、今すぐに申し上げにくいですが、仮に概要版の中で、家庭での実践例のような感

じで例示することは不可能ではないと思いますので、もし本編の概要版プラス取組みの効果

的な実践事例のような形で載せることを了承していただけるのであれば、そういう検討もし

ていきたいと思います。

鈴木委員

前の概要版では絵で説明がありましたが、もう少し具体的なものを載せてほしい。

高柴委員

絵で望ましい将来像が出ているが、今度のも載せるつもりか。

事務局

絵のようなものを使っていくかどうかというところまでは事務局内で議論は深まっており

ませんが、効果的だというご意見をいただいたと認識しておりますので、積極的にイラスト

などを使ってＰＲしていきたいと考えております。

秋葉委員

例えば 38ページの表とかも、見せ方ですけど、数字も同じ大きさでざっと書いてあって、
どこがポイントかっていうのが分かりにくい。見て「ああそうか」となってしまうので、メ
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リハリをつけ、削減量を一番示したいのであれば、倍とか３倍の大きさにするとか、見せ方

を工夫したほうがよいと思います。

事務局

見直しをさせていただきたいと思います。

都築委員

算定方法ですが、90％というのはどういうふうにして出てきたものか。

事務局

市民の方もだいぶ省エネの普及が進む中で、市としても、市がこれから啓発等をしていく

ことによって 90％の市民の方が実践していただけるという希望も含めて入れています。

都築委員

素晴らしい。

事務局

それぐらいの割合の市民の方にやっていただかないと、むしろ温暖化をとめれらないとい

う危機感もあります。

都築委員

市民の９割が参加するってすごいことですよね。

鈴木委員

43ページの「トップランナー基準適合の機器」がどういうものかよく分からないので説明
していただけないでしょうか。

事務局

資源エネルギー庁が家電や照明器具、そういったものの省エネ機能を満たしているものに

ついてトップランナー機器として満たしているものについてトップランナー機器として認め

られるというものです。例えばエネルギーの消費効率、省エネですとか国のほうで基準を定

めておりまして、その基準を満たした機械が対象になります。

⇒省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）の中で定められている機器について、

現在商品化されている製品の中で省エネ性能が最も優れている製品のエネルギー消費効率を

を「トップランナー基準」として、その基準に適合する機器のことです。

横山会長
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省エネでトップを走る機器のことが簡単に言うとトップランナーで、それ以外の省エネ率

が悪いものはトップランナーに追いつけ、というのが温暖化防止の基本である、ということ

を経済産業省が決めていて、トップランナー方式というのは、業界で一番のものが出来たら

それ以外のところはそれを目指して頑張らないとこの業界では着いていけない、という考え

方だと思います。

都築委員

こういうのを見るとだいたい、主婦が関係するようなことが多いじゃないですか。女性が

理解できなければ協力してもらえないと思います。

横山会長

女性が頑張らないとだめだ、というような内容の実行計画にしてほしいということでしょ

うか。

都築委員

そういうことですよ。女性が「あ、やってみたい」と思わせるというか、これを見て「イ

ヤだ、何だか分からないわ、知らない」なんてされたら参加してもらえないじゃないですか。

横山委員

私も最初に言ったのは、そういうつもりで皆さんから、これを見て自分も頑張ろうという

市民が増えるような工夫が必要かなと。

都築委員

９割を想定しているんですよ。「やってみたいわ」という内容であってほしい。

佐々委員

30ページの「削減に向けた基本施策」で施策が５つありますね。36ページの削減ポテンシ
ャル量を見ると、施策２のポテンシャル量が４万２千 t‐CO₂あるのに、これが２番目の施策
になっている。和光市として推し進める施策の１つであれば、大きいものから順番に並べて

みてはどうかと思いました。施策２が一番最初に来て、その次に施策３の低炭素型の交通体

系の推進を並べるなど、優先順位が高い順に並べてはどうかと思った次第ですが、事務局の

方はどうお考えでしょうか。

事務局

確かに今、佐々委員がおっしゃるとおりかなと聞いておりましたが、前期計画の施策の順

番をそのまま尊重した順序立てをしていたように思われますので、このあたりはポテンシャ

ル量の多いものについて、市民の方の生活スタイルの転換を図っていくことの重要性を鑑み

て、検討・精査して柔軟に対応していきたいと考えております。



12

佐々委員

敢えて変えてほしいというわけではなく、前回とのつながりがあるのであれば、それはそ

のままでよいと思いますので、整合性を確認していただければと思います。

横山会長

確かに〇〇というと再生可能エネルギー、と言っている中で、この表を見ると明らかに、

もっと和光市にとって有効なものが桁違いにこの施策２がそうなっているわけですね。

佐々委員

施策の中身は変わらないので、順番は変えてもよいのかなと思いますが、ご検討いただけ

れば。

原委員

主婦の目からすると、こう並んでいるとどこから手をつけてよいかわからない、どこから

やろうかと思うので、順番は柔軟にやっていただければ分かりやすいと思います。

都築委員

最初が大事だと思います。48ページの「２ 計画の進行管理」の文章の中で、「地球温暖

化対策の継続的な」とあって、地球温暖化「対策」と書いてありますが、ここがよく分から

ない。地球温暖化「阻止」対策と入れたほうが分かりやすいと思う。寒がりの人は地球が暖

かくなるほうがよいじゃないか、という人がいるかもしれないので、そうじゃない、地球は

温暖化してはいけないのよ、阻止しなければいけないんだ、ということを入れたほうがよい

と思う。

事務局

貴重なご意見ありがとうございます。大きな問題で、庁内でも議論はあるし、国等でも議

論がなされている状況です。深く認識しており、温暖化対策とか、ちょっと昔は温暖化防止

対策とか温暖化阻止とかという感じで言われていたと思いますが、温暖化もすぐには止めれ

ないというようなことで、それにあわせて１ページ、緩和策だけでなくて適応策についても

検討していくんだ、ということも関連するのかもしれませんが、防止とか阻止とかという言

葉を使ってやれるような時代はむしろもう過ぎたと。そういう意味合いを含めて温暖化対策

という表現を、本計画では使わせていただいております。

都築委員

温暖化にしようという対策もあると思う。温暖化対策というと。
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事務局

説明の繰り返しになりますが、従来、緩和策といって排出を削減する取組が中心でしたが、

なかなかそれが大きな流れの中でもはや止めることが困難だということで、適応策について

も行わなければならないと、社会的な時代の流れで、温暖化を推進しようとは思っていない

のですが、適応策なども踏まえて両面からのアプローチをしていく時代に入ってきたんだと

いう認識を、主婦の皆さま方をはじめとする市民の方々に周知させていただきたいという願

いでこのような言葉を使っております。

都築委員

スパッとこない。主婦は、絶対に温暖化はいけないんだわ、という気持ちにさせる、そう

いう言葉が必要。温暖化対策というと、温暖化を推進しているようだ。

事務局

決してそのようなつもりは微塵も思っておりません。

佐々委員

他の市町村でも同じようなタイトルになっているのでしょうか。

事務局

地球温暖化対策の推進に関する法律というものがありまして、それに基づいて区域施策編

も事務事業編も位置づけられておりますので、市としては地球温暖化対策という言葉をいれ

させていただいております。

都築委員

その文言に「阻止」って書いてあるでしょう。最初の説明で「阻止」と言ったではないで

すか。非常に分かりやすいじゃないですか。

横山会長

それに関しては、２ページの真ん中の図を見ると、一番下の「和光市地球温暖化防止実行

計画事務事業編」という、庁内に関するほうは温暖化防止実行計画になっていますね。それ

と対をなす区域施策編のほうが温暖化対策実行計画で、「防止」ではなくて「対策」になって

いますね。だから、都築委員の理屈からいうと「温暖化防止」を入れればその問題は解決す

るような。ただ、今、役所などの課名もみんな「温暖化対策課」で、埼玉県もそうですし環

境省もそれで、「防止」を使っているところは無いですね。そのへんで間違えてると言われる

とそうかもしれないですね。これももう、実行計画の中間見直しでやっているので、今そこ

を「防止」にするのは難しいと思うんですよね。



14

都築委員

でも目的は何なのかと考えたら、防止するために必要なことを皆さんでやってほしい、と

いうことでしょう。

横山会長

いわゆる緩和策のほうは防止ということだけれども、適応策というのは、温暖化はある程

度やむを得ないので、温暖化に適応しようということなので、「防止適応策」ではないわけな

んですね。温暖化にどう適応していくかということだから、両方とも「防止」というか、「防

止」と「対策」と、それぞれ違ったニュアンスがあると考えたほうがよいかもしれないです

ね。

佐々委員

名前で全部合わすのはなかなか難しくて、おそらく会議でちゃんと目的というものを定め

るというんですよ。そういうところまで含めて定義していただければ中身は分かると思いま

す。私はこのままでよいと思います。ただ、都築さんが仰っていることは目的の中に書き込

むことは大事だと思います。

鈴木委員

和光市の特徴的なことを入れたほうがよいのではないかと、前回、会長からお話がありま

したが、「施策５ 都市緑化等の推進」の中に、和光市の特徴として、湧水があちこちに点在

しているというのが特徴でもありますので、緑化を進めるということだけでなく、湧水とい

う言葉も入らないかと思うのですが。33ページで緑地保全と緑化の推進について触れている
のですが、ここに湧水の保全というのも入れていただけたらよいのではないかと思いますが、

いかがでしょうか。

事務局

施策の５が今回、都市緑化等の推進ということで、事務局としては「等」の中にそういっ

た湧水なども緑に関連して含むものと認識していますが、文章のほうに記載がないので、事

務局のほうで見直しさせていただければと思います。

佐々委員

湧水という言葉が入れられないということであれば、議事録で今発言があったことが残る

ので、そこは心配はないと思います。

鈴木委員

環境基本計画において和光市の第一のこの方針の中が湧水とかの〇〇になっている。です

から、このへんをちょっと反映した温暖化対策になっているとよいかなと思います。
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事務局

33ページ施策５の説明する文章の中に、確約はできないのですが入れる方向で精査させて
いただきます。

佐々委員

48ページの（仮称）庁内調整会議の議長はどなたが務める予定でしょうか。

事務局

まだ詳細は詰めておりません。

横山会長

３ページの表の温室効果ガスの比率がありますが、92.80、2.60、1.50と、最後のゼロはい
らないと思うが。なぜ小数点第２位まで入れているのか。

事務局

環境省の確定報告書から引っ張ってきたので、手元に資料がないので、必要がなければ小

数点第２位は省かせていただきます。

都築委員

48ページに図があって、「Plan Do Check Action」これ、英語で書いてあるんですね。
で、Actionの下に「フィードバック」って、カタカナで書いてあるんですけど、これも英語
でやったらどうでしょう。

事務局

表現方法は検討させていただきます。

都築委員

47ページの「４ 適応策の方向性」の（３）水災害の中の「節水型社会の構築のための普

及・啓発を行います」とありますが、「節水型社会」がピンとこないんですよね。

事務局

この表現につきましても、節水を適応策の方向性のとして〇〇させていただいております

ので、節水型社会という文言について、例えば索引の中で表現するとか、表現方法を変える

とか、検討させていただきます。

横山会長
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今後のスケジュールを説明して頂いた上で、また何かありましたら伺います。事務局から

今後のスケジュールを説明していただけますか。

改訂に向けた今後のスケジュールについて

事務局

それでは、改訂に向けた今後のスケジュールについて説明します。今後につきましては、

本日の審議会でいただいたご意見等を踏まえ事務局にて修正を行い、まとめたものを素案と

して、12月 15日(木)から翌年１月５日(木)にかけましてパブリック・コメントを実施いたし
ます。また、12月 15日（木）には、和光市民文化センター展示ホールにおいて市民の皆様
に対して説明会を開催し、素案の説明を行います。最終的には、パブリック・コメントの後、

１月 23日(月)に温暖化対策委員会、２月２日(木)に環境審議会を開催し、これらの会議で出
されたご意見等を反映し、市長への答申を行った後、庁内事務を経て、計画を策定する予定

となっております。なお、次回の審議会については、先ほど申し上げましたが、２月２日(木）
の午後２時から 603会議室で開催いたします。通知等については、後日、改めて皆様に送付
しますので、よろしくお願いします。説明は以上となります。

横山会長

パブリックコメントや市民の皆さんへの説明会があって、２月２日に審議会ということで

すが、これらについては何か質問はありますか。市民への説明会というのは、通常もやって

いるのですか？

事務局

通常、計画などを出す際はパブリックコメントとあわせて説明会は必ず開催しております。

横山会長

いつも、市民の方はどの程度集まるのですか。

事務局

参加者につきましてはそんなに多くなくて、10人未満の場合が多いですが、１人でも多く
の方に参加していただけるように、ホームページや広報等で周知しておりますし、また、委

員の皆さまの中でも、口コミで説明会があるんだよ、ということを広めていただいて、１人

でも多くの方に温暖化の計画を知っていただきたいと思っておりますので、ご協力をお願い

いたします。

横山会長

パブリックコメントもあまり来なかったでしょうか。
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事務局

全くないわけではありませんが、活発に、数十件など出されるような現状ではありません。

横山会長

皆さんいかがでしょうか。我々も一生懸命これを作ってきたわけですが、市民の皆さんへ

の説明会も 10人未満とか、パブリックコメントも数件ということみたいですが、こういうふ
うにしたらよい、という考えがあれば披露していただければと思います。

都築委員

時間は何時ぐらいから始まるのですか。

事務局

市民の方が来やすい時間ということで、夜なのですが、７時からを予定しております。ま

た、今回、文化センターということで、通常ですと会議室が多いのですが、先ほどの絵です

ね、15日から 17日にかけまして、展示ホールに飾りますので、あわせて見ていただければ
と思いますので、ぜひお願いいたします。

原委員

この絵はかわいいですよね。

32ページですが、赤い字で書いてかいてある、④の HEMS（ヘムス 家庭用エネルギー

管理機器）というのは、どういうものでしたでしょうか。暖房が熱くなりすぎると自動的に

ピーと鳴るものとかでしょうか。

事務局

HEMSというのは、いわゆる家庭で使っているエネルギーや電気機器の見える化を進める
ようなパネルと、あわせていろいろ自動制御できるような機械、例えば照明が、室内が明る

くなってきたら明るいからこれだけ照明つけなくてもよいですよ、というアナウンスが入る

とか、帰宅時間に合わせてお湯を沸かすとか冷暖房をつけるとか、逆につけっぱなしで出か

けてしまっけれどももったいないから自動的に消すとか、そういったシステムの総称です。

横山会長

値段はどの程度するのでしょうか。相当高いのでしょうか。

事務局

実際には、HEMS自体は十数万円ぐらいで設置できて、市のほうでは金額は１万円と少な
いのですが補助をさせていただいておりおります。今後、電力の自由化に伴い、スマートメ

ーターの普及とかも進んでくるので、それに伴って HEMSも普及されていくのではないかと



18

いう認識を持っております。

横山会長

普及率はどれぐらいか。

事務局

普及率のデータの把握はまだこれからなのですが、新築住宅では標準装備的になっている

のかなという感覚は持っておりますが、既存住宅での設置はこれからなのかなと認識してお

ります。

秋葉委員

見え方なのですが、例えば単位ですね。出典先から持ってきてそのまま書いているのでし

ょうが、例えば３ページですがパーセントを上のところに括弧をして％にするとか、26ペー
ジとかですとタイトルのほうに単位が書いてあったり、いろいろまちまちなんですね。これ

は出典で直せる範囲で統一したほうが、読んでいる方は見やすいと思います。あと 20ページ
の図ですが、「年度」ではなく「年」ということなのでしょうか。「年度」が消してあって「年」

にしているんですかね。「年」であれば、文章が「昭和 45年度」とかと書いてあるので、も
う一度、細かなところを確認していただきたい。縦軸も％で書いてあって、また数値の横に

も書いてあって見にくいので、どちらかにするとか細かなところを見やすくしていただけた

らと思います。

都築委員

39ページに「照明器具」というのがありますね。点灯時間を短くするとか工夫が必要です
よと書いてありますが、道路に夜間照明があるじゃないですか。すごくまだ明るいうちなの

に街灯が点いているのがムダだと思うんですね。結構早くから点いているんですよ。だから

こういうところで家庭の奥さんにもそういうことを要求するのなら、市のほうでも節約した

らどうかと思います。道路課に聞いてみてください。

事務局

いずれにしても精査して、率先してできるようにやらせていただきたいと思います。

高柴委員

20ページの土地利用のグラフは全部モノクロで色分けしているが、カラーで作るのならカ
ラーにできないか。

事務局

変更できるか確認させていただきます。
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横山会長

よろしいでしょうか。それでは、質問とご意見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。

３．閉会

司会（大野課長）

それでは、活発なご審議をいただき感謝いたします。本日はお忙しい中、第７回和光市環

境審議会にご出席いただきありがとうございました。今後、最終的な精査をする中で、見や

すさとか、主婦の視点に立った部分を重ねて、パブリックコメントを実施したいと考えてお

りますのでよろしくお願いいたします。それではこれにて閉会させていただきます。


