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第７回和光市環境審議会議事録要旨

平成２８年９月１４日(水)
１４時から１６時２０分

６０３会議室

出席委員：横山裕道氏、原田政雄氏、秋葉道宏氏、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

（平成 28年４月１日付で理化学研究所の船田委員の後任として委嘱された佐々委員へ、本間
市民環境部長から委嘱書交付）

１ 開会

司会(大野課長)
皆さま、こんにちは。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あり

がとうございます。ただいまから第７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、環境課長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、石田良子委員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が、その規定を満たしておりますので、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として和光市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の素案、

資料２として和光市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）見直しにかかる施策実施状況調

査票の部門別の取組、資料３として和光市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）見直しに

かかる施策実施状況調査票の施策ごとの取組、次第、この４点を送ら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っております。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

①改訂の概要

横山会長

初めに、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、①の改訂の概要

について事務局から説明をします。今日は①の概要と、それから１章・２章、３章・４章、

５章・６章というように順番に説明してもらいます。改訂版についての非常に重要な会議に

なりますので、できるだけ活発に意見なり質問を寄せていただきたいと思います。では①の

改訂の概要について説明をお願いします。

事務局

①改訂の概要については、資料１の素案の改訂版の目次ということで、本日お配りしたも

のをご覧いただければと思います。まず、改訂版の構成は、「第１章 計画の基本的な事項」、

「第２章 計画策定の背景」、「第３章 和光市の自然的・社会的特性」、「第４章 温室効果

ガスの排出状況」、「第５章 温室効果ガス排出抑制等に関する施策」、「第６章 計画の推進

体制と管理」という構成となっております。

当初計画と異なる点は、まず、トップに「第１章 計画策定の背景」として、当初計画で

は和光市の自然的・社会的特性が記載されておりました。事務局としては、計画の目的をは

っきりさせるために「計画策定の趣旨」や「位置づけ」、「計画の期間」と「基準年度」、また、

当初計画の第２章において示しておりました「削減対象とする温室効果ガス」や第４章で示

しておりました「温室効果ガスの削減目標」等を第１章にもってきております。なお、「和光

市の自然的・社会的特性」につきましては、改訂版の第３章に位置づけさせていただいてお

りまして、「自動車保有数」や「路線別交通量」、「鉄道による旅客輸送状況」等を新たに加え

ております。今回の改訂につきましては、全体的な傾向として、当初計画にならった形とな

っておりますが、計画の目的をわかりやすくするために、章立ての組み換え等を行い、内容

自体として、世界や国等の動向に基づいて、新規に文章を修正し、グラフや図を追加し、ま

た、第５章からは、新たな取組として、「新規施策」、「適応策の方向性」等を追記しておりま

す。

横山会長

改訂版というとだいたい前のものと同じように章立てをやる格好で進めるのが、今回は少

し意欲的に、章立ても変えて一般の方が読んでも分かりやすく、かつ、何のための計画なの

かということを具体的にするということですが、皆さんのほうから質問なりご意見がありま

したら伺います。

＜意見・質問なし＞
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横山会長

よろしいでしょうか。それでは、第１章・第２章について事務局から説明をお願いします。

事務局

それでは第１章から第２章について説明させていただきます。資料１の素案の１ページか

らの説明となります。まず第１章につきましては、「計画の基本的な事項」と題しまして、「１

計画策定の趣旨」として、「COP21 パリ協定」を意識した内容となっております。

また、「２ 計画の位置づけ」につきましては、パリ協定や日本の約束草案等を加えさせて

いただいております。

次に２ページに移ります。「３ 計画の期間と基準年度」ですが、当初計画と同様に計画の

期間は、「2012年から 2020年までの９年間」とさせていただいております。また、基準年度
のほうも同じく「2009年度」としております。
次に「４ 削減対象とする温室効果ガス」ですが、３ページにも示されているとおり、日

本の温室効果ガスの中で二酸化炭素の比率が約 93％と極めて高いことから、当初計画と同様
に削減対象は二酸化炭素としております。

それでは、次に同じく３ページ、「５ 二酸化炭素削減目標」につきましては、こちらも当

初計画と同様に 2009年比 25％を目標として位置づけております。なお、こちらの数値は、
電力事業者の排出係数を基準年の 2009年に固定化した値となっております。こちらの元デー
タは、埼玉県市町村温室効果ガス排出量推計報告書 2013年度版の基礎データを基に埼玉県環
境科学国際センターで 2009年度係数に固定化し、算出したものをお出ししております。当初
計画では、2009年時に、和光市独自で算出した数値として 316,000ｔ-CO₂を値として位置づ
けておりましたが、今回は、埼玉県市町村温室効果ガス排出量推計報告書 2013年度版のデー
タを使用しております。数値をご覧いただきたいのですが、2009年度の市民一人当たりの排
出量は、3.8ｔ-CO₂であったのに対し、2013年は 3.7ｔ-CO₂となっております。和光市とし
ましては、改訂版においても目標とする割合を変えず、積極的な取組を進めて行きたいと考

えております。続きまして、４ページの「６ 計画の推進」につきましては、当初計画の考

え方を引き継いだ形として残しております。

次に５ページ目に移ります。「１ 地球温暖化による影響」の中で、「(1) 地球温暖化とは」、

６ページ「(2) 世界の現状」、７ページ「(3) 日本の現状」、８ページ「(4) 埼玉県の現状」

を入れさせていただいております。図表については、全国地球温暖化防止活動センターホー

ムページ等に掲載されている図表を使用させていただいております。

次に９ページに移ります。「２ 国内外における地球温暖化対策の取組」としまして、「(1)
国際的な取組」の中ではパリ協定について追加記載をさせていただいております。10ページ
「(2) 日本の取組」では、日本の約束草案や、パリ協定を受けた地球温暖化対策計画、地球

温暖化対策推進法の改定や 2050年までに温室効果ガスを 80％削減するなどの長期的なビジ
ョンについて追記させていただいております。次に 11ページに移ります。「(3) 埼玉県の取

組」として埼玉県のこれまでの地球温暖化対策に関する取組を記載させていただき、同じく
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11ページ「(4) 和光市の取組」では、2015年度に改訂した第２次和光市環境基本計画につ
いて追記しており、世界や国、県等の動向を踏まえて、より積極的な取組を市として行う旨

を記載させていただいております。

また、12ページで国内外、埼玉県、和光市における取組年表を記載させていただいており
ますが、完成次第、お出ししたいと思っております。第１章から第２章についての説明は以

上です。

横山会長

ではご意見ありましたらよろしくお願いいたします。

原委員

３ページに温室効果ガスの表に種類が記載してあり、上から２つ目ぐらいまではよく分か

りますがその下が分からなくて何だろう、という感じでした。そうしたら、22ページのほう
に詳しく載っておりまして、ここまで読んでくると分かります、という感じなので、ここに

載せるようにしたり、あとは 22ページを参照してくださいとか、そうなると分かりやすいか
なと思います。

事務局

検討させていただきたいと思います。

秋葉委員

地球温暖化対策といえば今、COP21に向けて政府が緩和だけでなく適応策を日本全体で取
り組む指針を出しています。そして、それらを受けて、環境省が気候変動適応ポータルサイ

トを開設しました。結構詳しい情報が載っていますので参考にしてもよいと思います。結局、

温暖化対策には緩和策と適応策があり、今回の和光市の計画大部分は緩和策となっています。

そのため、適応策も踏まえた計画という位置づけも必要となりますので、そのことも考慮し、

検討すべきではないかと思います。

横山会長

適応策の方向性については、後半に記載されておりますが、前半部分を読んでいても適応

策について触れていないため、構成としては緩和策のみという認識が強くなってしまいます。

秋葉委員の意見も踏まえて、もっと前半部分で適応策について触れてもよいかもしれません。

事務局

秋葉委員が仰られた適応策の関係は第５章で適応策の方向性を掲載しておりますが、第１

章、第２章については緩和策の説明になっていますので、そこについてはいただいたご意見

を踏まえて検討したいと思います。
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横山会長

３ページの５番目の二酸化炭素の削減目標ですが、2009年に和光市で算出した二酸化炭素
の総量が、前回の区域施策編では 316,000t-CO₂出ているということでしたが、より詳細に改
めて算出したところ 292,000t-CO₂になったということです。それからさらに 25％削減する
ということは和光市にとって大変なことだけれども、292,000t-CO₂を今回使います、という
ことなのですが。このへんがまず最初に押さえておかなければならないところだと思います。

佐々委員

25％削減というのは国が定めているのでしょうか。それとも和光市が自主的に定めた数値
なのでしょうか。

事務局

和光市で定めております。

高柴委員

25％削減はなかなか厳しいが、掲げるということだと思うのですが、厳しい数値でカタロ
グ上で載せるべきなのか、それともある程度現実に近い数値でそれにもうちょっと色付けし

た数値を載せたほうが現実味があってよいのか、それはどうなのでしょうか。

事務局

目標値は、５年前に策定した数値を尊重し、それに近づけるように取り組みたいというこ

とで基本的に目標値は変更しない形をとっています。その根拠につきましては後ほど 31ペー
ジ以降で説明させていただきますが、いろいろな取組を複合的に実施することによってある

程度到達可能な目標値として考えさせていただいております。

横山会長

厳しい状況で、世界も日本も自治体も頑張らないとどうしようもない状況の中で、和光市

もぎりぎりの努力をすべきなのか、あるいは、和光市が一生懸命やったところで他の自治体

があまりやらないなら和光市もそんなに頑張らなくてもよいのではないかという考え方もあ

ると思うのですよね。世界の情勢を踏まえて、和光市としてどうしていくのかというのを皆

さんからも意見を出していただきたいなという感じがしますので、そのへんを踏まえてご意

見をお願いしたいと思います。

秋葉委員

第２章では温暖化の影響について全国地球温暖化防止活動センターＨＰから図表を取り込

んでいますが、わかりにくい部分もあるので、わかりやすく工夫した方がよいと思います。
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横山会長

たしかに、温暖化の影響の水資源のところにクロロフィルａなどと出てくるのはわかりに

くいかもしれません。

事務局

ご意見を参考に検討させていただきます。

佐々委員

第２章の章立てですが、「(1) 地球温暖化」から入って、「(2) 世界の現状」があって、「(3)
日本の現状」があって、「(4) 埼玉県の現状」があるのですけれども、読んだ人は和光の現状

はどうなっているのだろうなと思いますが。

結局、この書類自体は和光の市民の方の目に触れる書類になると思うので、ある程度、興

味を湧き立たせるような、和光がどうなっているのかということを分かってもらえるような

内容になっていないと伝わらないのかなと思いますので、その点をちょっと、全体に校正を

かけていただければと思います。

事務局

ご意見を参考に検討させていただきます。

横山会長

３ページの二酸化炭素削減目標のところの図表の一番下に、「基準年度の電力事業者排出係

数に固定化した数値で算出」と書いてあります。要するに根底には今、原発がほとんど停止

しているということがあるわけなのですけれども、市民に後でこの区域施策編の見直しを見

てもらうときに、これで済ませたほうがむしろよいのか、原発が停まっていることにも触れ

て、当時と同じように原発が動いているという感じで見ているんだというくだりを入れるの

がよいのか、いかがでしょうか。

都築委員

これだけでは何が言いたいのかというのが分からない、伝わってこないですね。

横山会長

一方で原発が停まっている影響です、ということを長々とここに書いてもますます分から

なくなる可能性があるわけです。そのへんを含めて、どれが一番よいのかということをある

程度、審議会としてもやったほうがよいと思うのですけれども、皆さんのご意見はいかがで

しょうか。
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都築委員

もし無くてもよいならこういうのは無いほうがよいと思う。

横山会長

最初の段階ではもちろん福島原発事故というものは想定してないわけで、固定はしていな

いのです。変動するという格好で、原子力が動いていなければもうちょっと厳しくなるとか、

それはやっていたけれども原発事故が起こったということで、原発事故の前の状況に合わせ

るということを書いているわけなのですよね。

石田委員

前回も説明を聞かせていただいたのですが、結構難しいのであまり長々と説明するとやは

り分かりにくくなってしまうと思います。逆に、無いぐらいの方が、図を見て感覚的に分か

るようにしたほうが分かりやすいのかなとは思います。ただ、入れないで誤解を生むようで

は困ると思いますが、誤解を生まなければ難しい説明は少ないほうがよいのかなと思ってい

ます。

横山会長

私も、長々とやるのはもちろんまずいと思うのですけれど、特に原発については賛否両論

激しいですよね。どっちをやったとしてもいろいろ問題になるところなわけなのですけれど

も。

石田委員

電力の係数を固定しなかった場合の図はあるのでしょうか。

（追加資料の配布）

事務局

追加資料は、埼玉県市町村温室効果ガス排出量推計報告書 2013年度を基に積算しておりま
す。変動型ということで各年の係数で計算しております。

石田委員

できたら両方の図を載せるぐらいの危機感、これだけ上がっているというのを、今配られ

た図は本当に危機感を煽るような上がり方をしていますよね。これを見た方が実際に真剣に

取り組んでいかなければいけないんだ、問題なんだ、ということが分かる図ではありますよ

ね。確かに係数を固定してしまうと、何となく平坦で努力が実っているような感じがしてい

るようになって、目標に向けて頑張ればいけそうな気がしていたのですが、今この図を見る

とかなり厳しいというのが一目で分かるので、両方載せるという手もあるのかなと思って。
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片方は、係数を固定するとこういう表になります、という説明を入れて、そういう形もあり

なのかなと思います。

佐々委員

最初に配られたのが 3.8t-CO₂から 2.85t-CO₂ですから約１t-CO₂減になっているところが、
3.8t-CO₂から 4.3t-CO₂に増えて、ただ 0.5t-CO₂増えているのが急増して見えて、ちょっと
目盛の取り方で誤解を与えるところがあるので、出すのであれば、目盛を合わせた方がわか

りやすいと思います。

高柴委員

前回欠席したものですからここのところでどのような話し合いがあったかちょっと分から

ないのですが、原発のことを入れる入れないということになりますと、原発のことを入れた

場合には数値が下がってくるとなると、原発を稼働したほうがよいじゃないか、と見てしま

ういう人がいるので、そうするとそれが賛成、賛成じゃない、という話になる可能性がある。

ここで原発のことに触れるのはまたそれも厳しいと思う。文章の扱い方によっては。

鈴木委員

固定化した数値はどうしても出さなければならないのでしょうか。

横山会長

25％削減ということが出たわけですけど、それが目標がプラスマイナスゼロとかになるわ
けですね。そうすると、なぜそんなデータになったというような指摘も当然あると思うんで

すよね。そのときにやはり、原発稼働の問題はどうしても説明しないといけないわけです。

だから、どちらがよいとか、両方のうちどちらを出してこれの理由はこうですと説明したら

よいのか、折衷案として石田委員は両方出して、事情を説明して、できれば前回と同じ 25％
削減というものを目標に掲げたほうが和光市の計画としては見栄えがするのではないか、と

いうことです。埼玉県も同じような考え方に立って、固定化しています。埼玉県の一自治体

としてだと、この新たにというよりも、前からあった図のほうがより合っている、というこ

とにはなるかと思います。

鈴木委員

実際問題として現実はそうなわけですから、2020年までに 25％削減というのは目標とし
て見栄えはよいのですが難しい状況ではあります。もうこの数字を見ただけで。2009年の段
階ではそれを目標として掲げてもよかったと思うのですけれども、2011年の原発の問題が起
こってから、その後、今現在こうなっているわけですから、その辺の説明は必要ではないか

と思います。
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石田委員

前回も電力事業者の排出係数の固定化について質問させてもらったのですが、要は震災で

原発が止まって、現在は化石燃料で発電をしているから二酸化炭素の量が今までとは違うと

いうことであれば、係数の固定とかではなく、はっきりと震災の影響で電力が化石燃料で発

電しているから、ということもどこかにちょっと書いてあったほうが、なぜこういうふうに

上がってしまっているのかというのが分かりやすいのかなとは思うのですが。

佐々委員

原発の話もあるのですが、電源構成が変わっていますよね。そこらへんをしっかり話され

たほうがよろしいのではないですかね。また、原発を使っていましたけれども、その後、化

石燃料だとか LNGだとか、そういうものを使った発電のスタイルも出てきたので、現状を
見ると上がってますよと。だけどどこかに基準は置かなければならないと思うので、どちら

とは今はっきりは決められませんけれども、そういう表を出していったほうがよいというの

と、他の市町村も埼玉県にならった形の算出をされているのかどうか。例えば朝霞市や新座

市がどうされているのか参考にしてみたいというのはあります。

事務局

区域施策編につきましては全市町村が作っているわけではなくて、中核市以上に策定義務

があるのですけれども、和光はそれでも策定している状況です。朝霞、志木は作っていない

状況なのですが、戸田とか川越とか大きいところは作っています。やはり埼玉県内の自治体

ということなので、基本的には埼玉県方式に準じているところが見受けられます。

石田委員

９ページ目の、熱中症による死亡者数の推移の中に猛暑日の日数とかいろいろ書かれてい

ますが、だんだん減っていっているんですよね。死者がだんだん少なくなって、努力が実っ

ているのかな、というような感じになるのですけれども、偶然にも猛暑日が減って死者数も

減っているのか、それとも猛暑日は少ないけれど本当に暑い日の実数は温暖化によって増え

ているのか、そういうのがこの図だけ見てると、年々下がってきていて、涼しくなっている

ような感じの図に見えてしまうのですけれども、そのへんはいかがなものでしょうか。

事務局

内容を精査し、検討します。

鈴木委員

４ページの「事業者等」のところの「高効率機器や再生エネルギーの切り替えを行うなど、

エコオフィスを進め」とありますが、「エコオフィス化」なのかな思うのですけれども。

それと、６ページの「世界の現状」のところで、「2100年（平成 112年）」の「平成 112
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年」はいらないのではないかと思うのですが。

佐々委員

こういうところは敢えて 2100年でよくて、現実的なところは平成で表記してもよいのでは
ないか。

事務局

個別で精査して対応させていただきたいと思います。

横山会長

３ページですけれども、何も触れないというのはやはりおかしいので、石田委員が言われ

たように新たにいただいた資料も提示した上で、変動型にした場合はこうだけれども、基準

年に固定した上で 25％削減というこれまでの目標を踏襲するという格好にして書いてもら
うと。先ほど、原子力以外にも電源構成の話とかも出ましたけれども、原発の賛否というよ

うなことをあまり表面に出さない格好で、原発の再稼働が進んでいないために CO₂の排出が
増えているとか、そのへんをうまく入れて、変動ではなくて固定型にすると、埼玉県でもそ

の方式を使っているとかそういうくだりを入れるということで、いかがでしょうか。目盛の

こともあわせた上で。それは可能ですか。

事務局

再度、見直しを検討させていただきます。

横山会長

わかりました。１、２章よろしいですか。

横山会長

それでは、３章、４章について事務局から説明をお願いしたいと思います。

事務局

では、第３章から第４章について説明させていただきます。13ページからになります。第
３章につきましては、和光市の自然的・社会的特性として、さきほど申し上げましたが、15
ページから和光市の交通ということで、自動車保有数ですとか路線別交通量、鉄道による旅

客輸送状況等を追記させていただいております。今回の改訂につきましてはコンサルの方が

入っておらず事務局のみで作業を行っているため、現在お出ししている数値は詳細な分析は

できておりません。素案の段階で、現状を示した内容として記載をさせていただいておりま

す。
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また、22ページからの第４章では、「温室効果ガスの排出状況」と題しまして、「１ 温室効

果ガスの種類」として、先ほども出てきましたが地球温暖化対策推進法に位置づける７つを

記載させていただいております。23ページ以降につきましては、ガス種別の経年変化や部門
別の算定対象部門、部門別の温室効果ガス排出量の経年変化を記載しております。説明につ

いては以上です。

原田副会長

24ページの４番目、「鉄道の乗り入れ等による排出量の増加の影響」とありますが、他の
ものは何トン、何トンと出ているような気がするのだけど、これはどれだけ増えたとか何も

なく、ただ言葉で、排出量の増加の影響が考えられる、とありますけど、鉄道によってどの

ぐらい増えたというのがなくてよいのか。

事務局

こちらの表現につきましては、運輸部門の二酸化炭素排出量の方法となるデータを確認し

たのですけれども、鉄道部門が数値的に増加していたため、このような表現をさせていただ

きました。16ページの（４）をご覧いただければと思うのですが、鉄道による旅客輸送状況
につきましても、年々上がっておりまして、稼働率も高まっていることから、運輸部門の増

加の影響の一つとしてこういった要因が考えられるということで記載をさせていただいてお

ります。

原田副会長

平成 20年から上がっていますけどね。鉄道だけがここに出ているわけですね。

事務局

はい。実際の値につきましても、運輸部門の鉄道部門の数字が高まっておりまして、こう

いう表現をさせていただいております。

横山会長

近年の鉄道の乗り入れ等による排出量の増加の影響が考えられます、ということですけれ

ども、一般的に鉄道が乗り入れられれば車が減るわけですよね。しかし現状では数値的にそ

うはみれない部分もありますね。

事務局

先ほどの運輸部門の数字の 5.7千ｔ増加しているものが全て鉄道というようなイメージで
はなくて、大きな要因として鉄道が挙げられるというような説明をさせていただきました。

鉄道の利用が増えることによって自動車から排出されるCO2が減るのではないかというよう

なご意見かと思いますが、これにつきましては 15ページに自動車保有数のデータを載せてお
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りまして、なかなか完全な減少傾向は見られなくて多少の増加傾向が見られ、残念ながらこ

のような状態になっているのかなと推察しております。

石田委員

鉄道は専用の水力発電所とかを持っていて電源を確保しているみたいですが、実際に CO₂
を出すような火力とかの発電所の電源を使っているものなのでしょうか。私は詳しくはない

のですが、ＪＲ線なんかは専用の水力発電所を持っていたりするみたいですけれども。電車

の乗り入れで CO₂の排出が多くなってしまうものですか。

横山会長

先ほどの 15ページの上の「和光市における自動車保有の状況」という図ですね、これによ
ればあまり変動がない。それに対して下の「和光市における路線別交通量」というのはこの

図を見る限りかなり減っていると。そうすると CO₂の削減に繋がると思われるけれども、ま
だまだこれだけのデータでは、事務局としてもどう考えたらよいか分析はできない、という

説明だったわけですけどね。それと、先ほどの 24ページの運輸部門というものは、これで解
釈するのはまだまだ難しい、ということですね。そういう解釈でよろしいですか。

事務局

そのような形で考えております。

横山会長

そうすると、24ページの副会長からあった、24ページの「運輸部門については、近年の鉄
道の乗り入れ等による排出量の増加の影響が考えられます」というのも、あまり強調しない

ほうがよいのかな、という感じですけれどもどうでしょうか。

事務局

精査させていただきます。

石田委員

15ページの車の保有台数、和光市のですけれども、ホンダという企業が和光にはあるので、
その中でハイブリッド車の比率とかは特に調べることはできないですか。だいぶ電気自動車

とかハイブリッド車とかだんだん普及してきていますので、台数だけで CO₂が増えた、とか
というはちょっと違うのかなと。台数が増えても CO₂自体を排出する量は少ない車が多いの
かなとは思うのですけれども、そのへんの考慮はいかがでしょうか。

事務局

まったく石田委員の仰るとおりで、事務局としてもその内訳というか、そういったものが
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分かれば、より分かりやすい情報が提供できるかとは思います。残念ながら資料の出所が課

税関係で数値としては把握できておりません。

石田委員

課税関係だと、ハイブリッド車なんかは減税されているので、課税のほうでは分からない

のですか。ちょっと難しいですか。

事務局

減税対象車ということで、それぞれの内訳についてデータの公表が埼玉県ではされており

ません。

横山会長

仮に和光市にホンダの関係でハイブリッド車とか低公害というか、あまり CO₂を出さない
ものが増えたとしても、和光市を通過する和光市以外の車がそうでないと、データの出し方

が難しいことになってきますね。もちろん、和光市のハイブリッド車が増えれば CO₂排出量
が減るんでしょうけれども、通過する車が全くそれと関係ないとすると、微々たる影響に止

まるのではないでしょうか。

高柴委員

今、会長が言われたように、15ページの路線別の交通量で、国道 254号線とオリンピック
通りはすごい数値だが、これは和光市を通り抜けていく車がほとんどなんですね。交通量が

これだけ多いということは、それだけ排気ガスが相当出ていると思うんですよね。この２つ

は市民の車よりは、通り抜けていく車が圧倒的に多い路線なんですね。あと、市内を走って

いるものは下のラインのほうにあるものなので、これだけ高い交通量が２路線あるというの

は、和光としては排気ガスということでいくと非常に厳しいところがある。

事務局

私どももそのように感じておりますので、ご理解をいただければと思います。

原委員

この「合計」という緑の凡例を右側に持ってきたらどうですか。合計交通量（台／日）と

なっているので、そのほうが分かりやすいですよね。

横山会長

では、少しそのへんも検討してください。

秋葉委員
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17、18ページのところですけれども、横軸が平成 21年からで基準年とかに合わせている
かわからないですけれども、結局、気温とか交通量というのは温暖化とかで非常に重要なも

のですので、もう少し長い期間でどうなっているか、あと他のところもまちまちですよね。

昭和 45年度とか。根拠があるのかどうか分からないですけど、ともかく、気候のところは重
要ですので、たぶんデータはあると思うので、もう少し長い期間で載せたほうがよいのかな

と思います。

都築委員

ハイブリッド車の話が出たのですが、15ページの上のグラフですけれども、軽自動車の比
率はこうですよと、グリーンの線で分かりやすくなっていますよね。じゃあ、ハイブリッド

車とか CO₂を出さないような車を持ちましょう、と言っているのなら、それの台数があって
グラフがあったらすごく分かりやすいと思うんですね。市民がどのぐらい協力というか、理

解して、そういうのに乗り換えているんだな、というのが分かるので。そういうのが分かっ

たら、あったほうがよいのかなと思います。

事務局

分かれば載せたいですが、残念ながら分からないのです。

高柴委員

14、15ページの棒グラフですが、H26年までと H27年までとあるので、27年までなら
27年までで、無理かも分からないですけれども、お尻を 27年で統一してくれたほうが、見
る人がなるほどという感じがするのではないかと思うのですが。

佐々委員

データの取りまとめの時期で、間に合っていない可能性もあるみたいです。我々もいろい

ろ統計をとるときに、27年まで欲しいのですけれども、データがない場合もありますので、
なかなか難しいところですね。

横山会長

よろしいでしょうか。それでは、第５から第６章について説明をお願いしたいと思います。

事務局

それでは、第５章、第６章について説明いたします。25ページから 42ページまでありま
して、「第５章 温室効果ガス排出抑制等に関する施策」についての構成としましては、「部

門別の取組」、「削減に向けた基本施策」、「施策の削減ポテンシャル量」、「適応策の方向性」

の４つで構成しております。

まず、25ページから 26ページにかけまして、「１ 部門別の取組」としましては、当初の

計画と同様に産業部門、家庭部門、業務部門、運輸部門、廃棄物部門の部門ごとに取組内容
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を記載しております。戻りまして 24ページの下に、「部門別二酸化炭素排出量の経年変化」
の表がございますが、こちらも、2009年度（平成 21年度）に比べまして 2013年度（平成
25年度）は、産業部門及び運輸部門は増加、業務部門、家庭部門及び廃棄物部門については
減少と、各部門で増減が見られます。本年５月に策定された国の「地球温暖化対策計画」に

おいて、日本の約束草案に基づく 2030年（平成 42年）を見据えた国の取組として、業務部
門及び家庭部門の大幅削減の可能性が位置づけられていることや、今後、和光市の人口が

2030年のピークを迎えるまでの間、増加傾向となり、家庭部門及び業務部門の増加が今後予
想されることを踏まえ、当初の計画と同様にこの２つの部門を引き続き重点的に行う旨を記

載してございます。

事前にお配りしております資料の２をご覧ください。こちらにつきましては、平成 24年度
から平成 27年度における部門別の実施状況を記載してございます。内容につきましては本日
は割愛させていただきますので、後ほどご参照いただければと存じます。

続きまして、26ページをご覧ください。26ページから 30ページにかけまして、「２ 削

減に向けた基本施策」になります。こちらにつきましては、先ほど重点的に取り組むと位置

づけた家庭部門及び民生部門の温室効果ガス排出量削減に向けた基本施策として、「再生可能

エネルギーの普及促進」、「省エネに配慮したライフスタイルの推進」、「低炭素型の交通体系

の推進」、「循環型社会の構築」、「都市緑化等の推進」、「環境学習・情報提供の充実」の６つ

の施策を記載してございます。こちらの施策の主な変更内容につきましては、青色の文字で

表示してございますが、まず 27ページの施策２をご覧ください。「施策２ 省エネに配慮し

たライフスタイルの推進」における取組としましては、①「COOL CHOICE国民運動の推進」
では、環境省が進めております日本が誇る省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、

温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す運動のことでございます。こちらの推進を

施策として追加しております。また、次の 28ページになりますが、④の「日常生活や事業活
動における行動の可視化（見える化）の推進」につきましては、前回の審議会において、エ

ネルギー使用量の見える化をすることで節電努力を促すのではないかとのご意見をいただき

まして、そういうことも踏まえまして、取組内容として追加してございます。また、⑤の「ウ

ォームシェアやクールシェアの推進」につきましては、夏場や冬場の冷暖房の必要な時期に

公共施設への外出を呼びかけ、市民の省エネの取組を推進するものでございます。以上３つ

の取組を新たに追加してございます。また、ちょっと上に戻りまして、③の「省エネルギー

設備等の普及」につきましては、当初の計画をそのまま載せているのですが、新たに現在、

市が実施しております住宅用省エネルギー機器等設置費補助制度及び雨水貯留層・浸透施設

設置費補助制度を追記してございます。

続きまして、「施策３ 低炭素型の交通体系の推進」につきましては、新たに長期的な視点

による取組として①の「都市機能の集約とカーシェアリング拠点の検討」を追加するととも

に、29ページになりますが、③の「自動車利用時の二酸化炭素排出量の低減」では、新たに
環境への負荷をかけない燃料電池自動車や電気自動車などの次世代自動車の普及を促すとと

もに、市の公用車においても次世代自動車を導入することについて記載してございます。ま
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た、他の施策につきまして、大きな変更はなく一部、文字の修正等を行ってございます。

また、事前に配布した資料３をご覧ください。こちらにつきましては、平成 24年度から平
成 27年度における施策ごとの実施状況を記載してございます。こちらにつきましても説明を
割愛させていただきますので、後ほどご参照いただければと存じます。

続きまして、31ページをご覧ください。「３ 施策の削減ポテンシャル量」につきまして

は、本市が取り組んでいく削減に向けた６つの基本施策の中から削減ポテンシャル量を試算

したものでございます。当市では、2020年度までに一人当たりの二酸化炭素排出量を 2009
年度比で 25パーセント削減することを目標としており、これを達成するためには、2020年
度までに 62,000ｔ-CO₂削減することが必要となってございます。
次の 32ページから 41ページにかけましては、削減ポテンシャル量について記載してござ

いますが、こちらについては当初の計画をもとに現段階における数値、施策１、施策２、施

策３における数値を記載してございます。現段階での削減見込み量は 48,000ｔ-CO₂、削減目
標 62,000ｔ-CO₂を達成するためには残り 14,000ｔ-CO₂不足している状況となっております。
そのため、当初の計画では削減ポテンシャル量を数値化していなかった施策４、施策５、施

策６についても削減見込み量を数値化することに加えまして、既に数値化している施策１、

施策２、施策３につきましても再度内容の見直しを図り、次回審議会までに数値の修正をし

て参りたいと考えております。

続きまして、41ページをご覧ください。41ページの「４ 適応策の方向性」につきまして

は、前回も議論がありましたが、温室効果ガス排出抑制のための施策である「緩和策」と平

行して、地球温暖化への影響に対応するための「適応策」について取り組む必要があること

から、新たに追加してございます。現段階の主な項目としては、農業、健康、水災害、災害

時の電力確保の４つを考えておりますが、詳細につきましては、現在、各課等と調整を行っ

てございます。本日は詳細の説明はできませんが、次回の審議会には詳細について記載をし

たいと考えております。

なお、第５章の「１ 部門別の取組」、「２ 削減に向けた基本施策」、「３ 施策の削減ポ

テンシャル量」、「４ 適応策の方向性」につきましては、現在、新たな取組等を検討してお

り、本日の審議会で委員の皆様からのご意見、ご提案等をたくさん頂戴できればと考えてお

りますので、どうかよろしくお願いいたします。

最後に、43ページをご覧ください。43ページから 44ページにかけまして、「第６章 計

画の進行体制と進行管理」について記載してございます。内容につきましては、当初の計画

と大きく変わっておりませんが、 の「市の推進体制」に庁内の意見を取りまとめる組織と

して「(仮称)和光市地球温暖化対策庁内調整会議」の設置と、当初の計画より踏み込んだ内容
を記載してございます。長い説明で申し訳ございませんが、説明は以上となります。

横山会長

はい、わかりました。最後の第５章、６章で、第５章が「温室効果ガス排出抑制等に関す

る施策」ということで、みなさんからの積極的なご意見を期待しているところです。いかが
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でしょうか。

石田委員

41ページの温暖化に伴う適応策ということで、農業という項目をしっかり書いてもらった
のは大変ありがたいと思います。農業は唯一、例はないかと思うのですが、CO₂を直接消費
して使っていきます。農業委員としては農地をちゃんと保護して緑地をちゃんと守っていく

というのが日々やっていることなので、温暖化防止の観点からも後ろ盾として押してもらえ

ると大変ありがたいと思います。ただ、数値が出るかというとよく分からないので、緑地が

CO₂を吸収しているとは思いますが、数値にはなかなか表しづらいのかなと思っていますが、
ぜひ農業の推進をひとつ、よろしくお願いしたいと思います。

佐々委員

40ぺージのところですが、２割の市民がエコカーを導入した場合とあるが、エコカーの数
がなかなか出せないとなると、こういうところも答えを出しづらいと思っているのですが、

どうなのでしょうか。

事務局

確かにエコカーが何台、というのは厳しいところではございますので、今回は、仮定とし

て保有数から２割の方がエコカー導入するという想定で入れてございます。

佐々委員

わかりました。市の公用車のエコカー導入率というのはどれぐらいなのでしょうか。

事務局

庁用車が約 50台ほどあるのですが、電気自動車が２台ございます。順次、古い庁用車につ
きましても買い替える際には電気自動車とか次世代自動車の導入を進めているところですが、

なかなか難しい状況です。

佐々委員

こういうことを進めることの宣伝として、市役所も積極的にそういうものを導入していく、

というふうに見せていかないと、協力は得られないんじゃないのかな、というような気がし

ています。

都築委員

31ページですけど、「施策の削減ポテンシャル量」とカタカナで書いてあるが、どういう
意味ですか。

事務局
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前回の審議会でもそういったご意見をいただいて、そのまま残してありますが、再度精査

したいと考えています。意味は、削減の可能な量として解釈していただければと思います。

都築委員

そのほうがわかりやすい。

横山会長

「削減ポテンシャル量」を「削減可能量」と置き換えてもよい、というのが事務局の回答

ですが、ただ、なかなか「可能」という言葉は言いにくいのかなと。

都築委員

市民が読んだときにすぐパッとわかるのが大事だと思う。

原田副会長

市民が設備を改善したりいろいろあると思うのですが、市民にいかに協力をお願いするの

か、その方法が一番問題になると思う。市が補助金出すといったって限度がありますよね。

率先して市民が太陽光発電を屋根につけるとか、いかに進めてもらえるような方法をとるか。

太陽光発電の補助金は年間何件ぐらい出しているのですか。

事務局

今年度の予算が２５０万円です。上限が５万円です。

原田副会長

一般の家庭で太陽光発電システムを設置するのにかかる費用はいくらぐらいなのか。

事務局

実際には１５０万円ぐらいはかかっています。

原田副会長

５万円をもらってみんな進めるかと。もうちょっと出さなければならない。

佐々委員

確かに補助してこういう事を進めるというのはあるが、何か別のインセンティブを考えら

れないかなと思います。太陽光発電を入れたらどこかに招待するとか。思いつきで言ってい

ますが。やはり市民の人たちが何かに向かうには、そういうインセンティブがあったほうが

より効果的かな、という気がしてお話させていただいています。確かにお金が一番効果的で

すけど、なかなか財政的に厳しいと思うので、何か別にうまいことを考えて効果のあること
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をしていただければと思います。

原田副会長

積極的に温暖化対策をやった人を、市が表彰するなどしてはどうか。少し広がっていくの

ではないか。何か手を打たないと、なかなか広がらないですよね。

事務局

貴重な意見として承らせていただきたいと思います。審議会はもちろん温暖化対策委員会

の議論でもこういった形で、計画の改訂そのものよりも、実際にその後の市民のみなさんの

行動様式を変えていただけるような、そういう魅力のある取り組みや啓発にもっともっと力

を入れなさい、というようなご意見をいただいておりまして、事務局としても重く受け止め

ております。特に啓発として有効だというのが、説明が重複するかもしれませんが、子ども

たちの教育の一環として小学生向け・中学生向けに、いろいろなイベント等の実施をしてお

りますが、さらにそれに加えて強力に進めていきたいと思っております。

高柴委員

「見える化」という言葉を使っていることもありますが、例えば、４人家族・３LDKの家
の電気を全部 LEDに変えた場合、従来の蛍光灯ではこれぐらいだけれども、LEDに替えた
場合にはこれだけの差が出るんだという、LEDにした方がよいというのは分かっているけれ
ども、どの程度よいのかがまだ分かっていないので、概算でよいので出すと、これだけ下が

ってくるんだ、というのを出すのも１つの手だと思います。

横山会長

それは簡単に出てきますよね。簡単ではないですか。

事務局

機種にもよりますが、できなくはないと思います。今、高柴委員からいただいたご意見に

つきましては、「見える化の推進」ということで載せさせていただいております。あわせて、

27ページ、施策２の冒頭の「COOL CHOICE 国民運動の推進」に関連して、先般、LED
化の推進など詳しい方と協議する機会がありまして、公共施設の LED化についても十分進ん
でいない状況がある中で、LEDに変えることによるメリット・デメリットやシミュレーショ
ン的なものなども今後、情報交換をさせていただく予定になっておりますので、家庭の件に

ついても計画の書きぶりの変更ということではなくて、啓発事業の中で対応させていただき

たいと思います。

都築委員

38ページに待機時消費電力とありますが、2,838ｔ-CO₂削減できるということですか。
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事務局

環境省のマニュアルに基づきまして和光市の世帯をかけて算出した数値です。

都築委員

例えばテレビなんかもプラグを抜いておくということですか。家庭でも、このぐらい平気

と点けておくんですよね。１、２分ぐらいと思うと。

原田副会長

冷房なんかは消さないほうがよいと言うが。

高柴委員

テレビは主電源を消すとややこしくなることがある。電子レンジやトースターは極力抜い

ている。

佐々委員

パソコンの画面が一番よい例ですね。たぶん皆さんそうだと思うのですけれども。電源を

切っても画面の電源は切らず、みたいなことはよくある話で、そういうものの積み重ねで待

機電力が積み上がっていく。

都築委員

これって大きいことだと思う。すごい数なんだと思いました。こういうのをもっと啓蒙し

たほうがよい。

横山会長

みなさんのご意見で特徴として、啓蒙活動をもうちょっと、市民向けの啓蒙活動を打ち出

したらどうかという意見がかなり出てきたと思いますが、いかがでしょうか。私も、他の自

治体がやっていることももちろん重要だけれども、せっかく和光市が義務付けられていない

けれども区域施作編を作る、という積極的な姿勢に出ているわけで、和光市の地域特性とか

をいかしたようなものが何か打ち出せないかなと思います。

石田委員

先日、街灯が切れたので LEDに替えてほしいと市役所に言ったが、機械が高くて替えられ
ない、予算的に球を替えたほうが安いということで球に替えられてしまったのですけど、街

灯って毎晩、消さずにずっと点いているんですよね。どんどん LED化を推進していくと、も
う歩いている人も、「あ、LEDになっている」と見えるのですから、エコに取り組んでいる
まちだな、というのがそこからもよく見えるのではないかと思いますので、ぜひ LED化を進
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めていただきたい。予算の問題もあると思いますが、街灯の LED化率が何パーセント、とう
たい文句にもなると思いますので、ちょうどよいのかなと思います。

もう１点、25ページの農林水産業のところに、「農林漁業用機械の低燃費」と書いてある
のですが、林業と漁業はもう和光市にはほぼないので、「農業用」にしてもよいぐらいかなと

思います。

横山会長

省エネについては原田副会長からもありましたけれども、冷房なんかもちょくちょく消す

のがよいのか、それともかなり高い温度の設定でそのままでよいのかとか、あるいは 10分間、
部屋を離れる時に蛍光灯とかを消した方が省エネなのか、それなら点けたり消したりしたほ

うがよいのかとか、ここだけでもいろいろな疑問が出ているわけですね。そのへんのところ

を上手くまとめて、実はこうやるのが一番の省エネなのだというようなのは、できないのか

なと。私も家で省エネをやろうと思うとどちらがよいのか、いつも迷うんですけど、そんな

ことがいっぱいあるような気もするんですけどね。一般の方への啓蒙ということではストレ

ートにこの本文中に入らなくても、例えばこんな風にするといいんですよ、省エネに結びつ

いてエコな生活になるんだ、ということが温暖化と絡んで出てくれば、もしあればですね。

それと、先ほどちょっと言いましたが和光の特性で、湧き水とか川があるとか斜面林がある

とか、そういう和光の特性が温暖化防止に何か結び付くものがないのか。地域的にも東京の

すぐ近くというか、東京とある意味一体化しているわけですね。それでも自然が残されてい

る、というところが当市の温暖化対策、というようなことで、少々オーバーでもよいから何

か訴えられるようなものがあったらなという感じがするのですけれども。

石田委員

やはり緑化の推進、緑が多いというのは、自然にも恵まれているということもあるし、CO
₂も吸収しますしね。一見して温暖化防止の観点からは比較的アピール度があるのかなとは思

います。

横山会長

「循環化社会の構築」というのもこの中でうたっていますが、そういうところと結び付け

る格好で、いかがでしょうか。

原田副会長

交通安全の標語っていっぱいありますよね。環境の標語も作ったらどうですか。

佐々委員

となると、幼稚園とか小学校から中学校ぐらいに啓蒙していって先の投資もしていくとい

うことも必要だと思います。それと併せて環境の標語を作るとか。
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横山会長

この審議会でも何度か議論になっていますが、おとなよりもこどもに、小学生とかにこう

いうのがエコだと学校で教えると、それが、家に戻って父親や母親がいい加減なことをやっ

ていると、それはお父さんだめだよ、というような格好で、かなり環境教育の場についても

う少し力を入れて、そういうのが上手くいかされるといいんですけどね。

都築委員

今の意見は本当によいと思うんですね。やはり子どものうちから教育するというのはとて

も大事だと思うのです。

佐々委員

それに関して１つ、このまとめている計画はまだ市民向けの資料ということですよね。子

ども向け等検討した方がよろしいかと思います。

高柴委員

27ページの建物の省エネルギー化の推進というところで、何かでいただいた資料で、緑の
カーテンをやろうということで市がゴーヤの苗を配っているような、何年にいくつ配布しま

した、という数値が出ていたのを見た気がするのですけれども。27年度は苗をいくつ配って
いるとかあったような気がするんですけれども。

事務局

緑化まつりの中でみどりのカーテン教室というのがありまして、その中でみどりのカーテ

ンの作り方ということで、教室は毎年やっております。その参加者数であればわかるのです

が。

高柴委員

近所でけっこうゴーヤを植えている方が多いので、意外と市民の中でゴーヤを植えて日除

けにしている人も多いと思う。それをもう少しバックアップするじゃないですけれども、扱

いの項目で入れてみてはどうかなと思うのですが。

横山会長

前に和光市でも全家庭にゴーヤの種を配って緑のカーテンを作るというような話があった

と聞いたことがありましたが、違いましたか。

高柴委員

あまり来ている人が私が思っているより少ない数字だったので、そこのところをもう少し

インパクトを強く押し進めたらいいのではと思うのですけれども。昨年までやっていた樹林
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公園の体育館のゴーヤも、数年前まではすごい勢いで上まで上がっていたのが、昨年はあま

り見栄えがしないようなゴーヤしかなかったような気がした。多く見られるような場所で、

学校でも側面にずっとゴーヤをいっぱいやるような学校もありますよね。それと同じように

市役所の一か所の側面をゴーヤでなくてもアサガオで覆ったら、一つの啓発になると思いま

す。

横山会長

緑が多くて自然に恵まれているという和光市でゴーヤの種を市民全員に配って緑のカーテ

ンをやってもらうというのも、もし実現したら、だいぶ力は入るのでしょうけれどもね。

事務局

今回、削減ポテンシャル量の施策の３までしか載せさせていただいておりませんが、ご意

見の中で緑化の関係などをいただいていますので、施策４、施策５、施策６の具体的なポテ

ンシャル等につきましても示させていただきたいと思っております。ポテンシャル量の記載

についても、事務局のほうでエコドライブだったら２割の市民の方が実施した場合という形

で出しておりますが、今いただいたご意見の中では、象徴的に活動している市民もいるし団

体もいるし子どもたちもいる、というようなご意見だったと認識をしておりますので、その

あたりを踏まえた取り組みを示させていただきたいと思います。

石田委員

エコドライブとか、アイドリングストップとかあるのですけども、信号の調整をしてもら

って、信号待ちをあまりしないで通り抜けられたほうが、アイドリングストップすらするこ

となく、走り抜けられる、交通のスムーズになるような方向性を出したほうが止まらないで

済むので、より良いのかなと、そういうちょっと違う方からの見方があってもよいのかなと

思いました。

原田委員

議会棟の屋上に何もないのがいつも気になるが、太陽光のパネルは付かないのか。

事務局

前に屋根貸し事業の関係で議会棟の屋上にも付けられるのではないかと業者さんに見ても

らって検討しましたが、平らでなく面積が狭いので、採算が取れないということでした。

原田委員

庁舎の上はどうなっているのですか。

事務局
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室外機とかアンテナ等が載っているので、議会棟よりスペースは無いです。

秋葉委員

33ページに「省エネに配慮したライフスタイルの推進」と書いてあるのですが、電気が来
てガスが来て、やはり水道についても節水などを入れたほうがよいのかと思います。今年も

首都圏のダムとかであまり雨が降らなくて貯水量が 50％を切ったという話もありますので、
節水の機器の推進とか、洗濯機とかも今は節水型のものがありますし、トイレも昔は 10リッ
トル以上だったものが今は半分ぐらいになっていますよね。そういう機器の推進なども入れ

たほうがよいのかなと思います。

横山会長

いろいろな省エネ、節電、節水の話などが出てきました、そういうのがまとまって、これ

を市民が読んで、なるほどこういうふうにすると電気代も安くなるし、温暖化防止にもつな

がるんだ、というようなことが打ち出されるとよいのかなと思います。かなりいろいろな意

見が出たと思いますが、他にはいかがでしょうか。５章、６章だけでなくて、最初に戻って

も結構です。

都築委員

26ページですが、下のほうに「削減に向けた基本施策」の施策１で、「資源が尽きない太
陽光、太陽熱、風力、水力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギーへの転換を図りま

す」とありますが、和光市がやります、ということなのですか。バイオマスとは何のことで

しょうか。

事務局

木材のチップなどを使って発電するものですが、バイオマスについては山間部などでやら

れているところが多いです。

都築委員

ここに書いてあると、和光市でみんなやるのかなという感じがする。

横山会長

そうですね。今の都築委員のご指摘もそうですし、26ページから 27ページにかけての再
生可能エネルギーの導入技術の開発を市がやるというのも変なわけでですね、そのへんを和

光市ができることに限定して、他の研究とかのところは国とかに任せて、和光市ができるこ

とに限ったほうがよいのではないかなという感じがします。

事務局
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ただいまのご意見につきましては、もう一度精査させていただければと思います。

都築委員

26ページに関連したことなのですけれども、例えば、和光市では風力などはできないと思
うのですけど、子供たちへの教育の中で、こういうやり方もあるのですよと教えることは可

能ですよね。世界ではどうなっているのか、世界ではこうですよって、会長も書かれたと思

いますけれども。それで、インドと中国は風力にものすごく力を入れているというのを知ら

なかったんですね。そういうことも子どもに教育することは大事だなと思いましたね。日本

だけではなくて、外国ではどう取り組んでいるのっていうことも一緒に、そういう教育の仕

方もよいかなと思います。視野を広げてみるというのは大事だと思うので。

横山会長

環境教育の中でそういうことも入れて、もう日本はそういう意味では再生可能エネルギー

などの開発では遅れているわけですよね。そういうことも書いてよいということですね。

石田委員

せっかく理研が地元にあるのですから、こういうふうにすれば再生可能エネルギーをもっ

と活用できるというものがあれば、ぜひ教わってもよいと思うのですけれどもね。それで、

共同研究で何か節電とか効率の良い風車を建ててみようとか、そういうのも和光市ならでは

のものができていってもらいたいなと思います。

横山会長

佐々委員、温暖化防止に関連して理研が和光の本部で、ということだけではなくて、全国

にいろいろありますけれども何かやっているところはあるのですか。

佐々委員

理研は最初の段階なんですね。例えばこういうのは電池ですからバッテリーを作らなけれ

ばならないんですね。その蓄電の技術とか、そういうところの開発です。いろいろなセクシ

ョン、研究センターで、様々な研究が進んでいます。例えば播磨というところではバッテリ

ーの研究もしていますし、太陽光パネルの元になる材料の研究をしていたりしています。そ

れなりに専門家はいっぱいいますから、何かニーズがあれば聞いてみることは可能かなと。

ただ、開発の段階の話なので、製品化にはちょっと、またその後の話ですから。

会長

例えば、この文章の中に、理研と和光市が何か協力するとか、理研があって、和光市の温

暖化防止にこんな感じで貢献するとかといったことがもしあれば。



26

佐々委員

書き込むとすれば、研究よりも理研でやっている取組みが参考になれば、というのはある

かもしれませんね。この短い時間の間で理研のいろいろな研究をこの中に取り込むというの

は難しいとは思いますけれども、うちもかなり電気代もかかっていて省エネしなければなら

ないということで、いろいろな取り組みをしていますので、そういう取り組みを参考にして

いただけるのであれば、どこかのタイミングでお渡しすることはできるかなと思います。

横山会長

秋葉委員の保健医療科学院では温暖化に関連する取り組みなどはありますか。

秋葉委員

事業所として、国の機関ですので、何パーセントを何年間で減らせということで、太陽光

とかを使ってやっています。それが少し参考になるかもしれません。あと、うちのほうは水

が専門で、水資源の中でも水道ですので、気候変動の影響の研究はずっとやっています。環

境省のほうの適応策の委員は平成 24年から昨年度までやって、また今年の 10月から気候変
動の適応策の委員会ができるということで、そういった国の施策とか、特に水資源には関与

しています。

横山会長

もしここに書き込めるようなことがあれば、確かに面白いような気もするのですけれども

ね。さらに和光市の特徴をいかして温暖化防止に取り組んでいるんだというのが出ればよい

のかなと思います。

秋葉委員

うちの研究室の者が水道のほうで委員をやっていると思うんですよ。それで和光市のほう

は７割が県水を使って３割が地下水を使っていますよね。例えばポンプなんかで一般型ポン

プとか省エネ型のポンプを使うとかいろいろやっているんですけれどもね。そういったとこ

ろでいろいろな情報提供とかはできる。南の浄水場では地下水を汲み上げていますので、そ

ういったところで省エネ型のポンプを使ったらよいですよ、とかですね。

横山会長

原田副会長の製作所は温暖化防止に関係して何かないですか。

原田副会長

浄水器は作っていますね。

秋葉委員
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水道だけですけれども、LCA、ライフサイクルアセスメントで水の面で将来の計算をした
ことがある。現状で水道全体でどのぐらいエネルギーを使っているか、例えば処理でどのぐ

らい使っているかとか、水道はだいたい輸送で使うんですけれども、ポンプで。何割がポン

プで使っているとか、そういう計算をやっていて、そういったものが他の事業にも応用でき

ますので、そのへんで協力できることはできるかもしれないですね。原単位でいろいろ出て

いますので。他の業種のもので環境省が計算している例で和光市に当てはまれることができ

るかもしれません。

横山会長

もし、２つの研究所と連携できそうだというくだりが計画の中に入ってくると、和光市の

市民は、なるほど和光にはこういう研究所があって、それと結びついているんだというのが

あると、よりいっそう分かりやすい、親しみのある計画になるような気がします。

高柴委員

先ほど都築委員が言った 26ページの再生可能エネルギーのところで、風力、水力、地熱、
バイオマスの項目を、事務局のほうで考えるということですが、そうすると 25ページの産業
部門の①製造業の中の下のほうの「太陽光発電や風力発電、水力発電など」という、この風

力発電と水力発電という言葉も、和光には無理なので削るかどうするか考慮したほうがよい

と思います。

横山会長

これは事務局として、一般的なこととして書いているわけですか。そのへんをここのくだ

りと、先ほどの削減に向けた基本施策というのは基本的に全体の話と和光市の話と分けてい

るような感じに考えられるんですよね。和光市ということで書いたということでよいのでし

ょうか。

事務局

一般論として書いております。

横山会長

一般論なのか和光市に特化したものなのか、この５章の場合、分からない気がします。

よろしいでしょうか。もし、他にないようでしたら、事務局のほうで「(2)改訂に向けた今
後のスケジュール」について報告をお願いします。

事務局

本日配付させていただいた策定スケジュールをご覧ください。今後について説明させてい

ただきます。本日、皆様からたくさん意見をいただきましたので、意見等を踏まえまして、
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事務局のほうでこれから修正等をさせていただきます。その後、11月１日に和光市地球温暖
化対策委員会で素案について審議をいたします。その後、温暖化対策委員会で出された意見

等を踏まえて事務局で修正を施した後、11月 22日（火）に開催する環境審議会の審議を行
いまして、そこでまとまったものを素案として、12月 15日から翌年１月５日にかけまして
パブリックコメントを実施し、パブリックコメントの初日である 12月 15日に素案の説明会
を行って公表します。最終的には、パブリックコメント終了後、その意見を踏まえまして、

年明けの１月下旬に温暖化対策委員会、２月上旬に環境審議会を開催して、最終的に会議で

出された意見等を反映したものを市長への答申ということで行った後、庁内の事務を経て、

計画を策定する予定となってございます。

なお、次回の審議会については、先ほども申し上げましたが、11月 22日（火）の午後２
時から 602会議室で開催したいと思いますので、よろしくお願いします。通知につきまして
はまた後日、送らせていただきますのでよろしくお願いします。

３ 閉会

横山会長

通常ですと原田副会長が閉会のあいさつをするのですが、所用で退席されましたので、原

田副会長に代わって、みなさん今日はありがとうございました。

司会（大野課長）

それでは、これをもちまして第７回和光市環境審議会を閉会させていただきます。


