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第６回和光市環境審議会議事録要旨

平成２８年５月２４日(火)

１３時から１４時４５分

６０２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（代理 宮﨑氏)、石田良

子氏、石田秀樹氏、都築松子氏、原麻美氏、鈴木千恵氏

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、和光市環境審議会にご出席いただき、誠に

ありがとうございます。ただいまより、第６回和光市環境審議会を開会

いたします。本日の司会をさせていただきます、環境課大野と申します。

よろしくお願いいたします。

本日は、高柴委員より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項の規定により、確認したところ、

委員の半数以上の出席が確認できましたので、会議成立として進めます。

それでは、開会に当たり、これからご審議いただく案件であります「和

光市地球温暖化対策実行計画 (区域施策編 )中間見直し」について、松本
市長より、当審議会横山会長に諮問書をお渡しします。よろしくお願い

いたします。

２ 諮 問

《松本市長から横山会長へ諮問書を渡す》

司会(大野課長)

続きまして、松本市長からご挨拶申し上げます。
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松本市長

環境審議会委員の皆様には、昨年度、第２次和光市環境基本計画の中間見直しに当たり、

活発な審議をいただきありがとうございました。今年度は、和光市地球温暖化対策実行計

画(区域施策編)中間見直しについて諮問しますので、ご審議をお願いいたします。市では、
市民、事業者、市等の各主体が各々の役割に応じた取組を推進していくことで、温室効果

ガス排出量の削減を市域全体で取り組んでまいりたいと思っています。忌憚のないご意見

をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

《あいさつ後、市長、公務に伴い退席》

司会(大野課長)

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、ご了承願います。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。

３ 議 題

⑴ 和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の概要について

横山会長

それでは、議事に入ります。議事がスム－ズに進行するよう委員の皆様のご協力をいた

だき進行してまいります。まず、最初に「和光市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

の概要について」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。

事務局

それでは、和光市地球温暖化対策実行計画区域施策編2012～2020について、説明させて
いただきます。本計画は、「和光市域から排出される温室効果ガスの排出抑制に向けて、市

民、事業者、市等の各主体が各々の役割に応じた取組を総合的かつ計画的に推進すること」

を目的として、平成24年３月に策定されました。本計画の計画期間は、「平成24年度から平
成32年度の９年間」とされており、「環境省が示す長期目標 平成62年度(2050年度)」を視
野に入れた構成となっております。

次に「計画の推進体制」についてですが、市の「推進体制」として、「関係者で構成され

た庁内組織の総合調整による施策の推進」が位置づけられ、また、「協働体制」として、『市

民、事業者、市に加え、関係団体で構成する「地球温暖化対策委員会」』が位置づけられて

おります。

次に、「本計画の進行管理」ですが、「二酸化炭素の排出状況の把握」、「対策の実施状況

の把握と評価」、「計画の公表」が位置づけられ、「定期的な推計と管理」をＰＤＣＡサイク
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ルにより行うとしております。次に、本計画の「全体構成の概要」を説明いたします。

『第１章(１ページから13ページ)「計画策定の背景」』では、「和光市の自然的・社会的特
性」、「地球温暖化とは」、「地球温暖化に関する国際・国内の動向」について記載されてお

り、 次に『第２章(14ページから17ページ)「計画策定の基本的な考え方」』では、「計画策
定の意義」、「計画の位置づけ」、「対象範囲・各主体の役割」、「温室効果ガスの種類と対象

とする温室効果ガス」、「計画の期間」が記載されております。

また、『第３章(18ページから21ページ)「温室効果ガス排出量の現状と将来推計」』では、
「温室効果ガス排出量の算定対象部門」、「温室効果ガス排出量の全体傾向」、「温室効果ガ

ス排出量の将来推計」が記載されております。

次に、第４章(22ページから23ページ)では、「温室効果ガス排出量の削減目標」が示され
ており、『第５章(24ページから40ページ)「温室効果ガス排出抑制等に関する施策」』では、
「部門別の取組」や「削減に向けた基本施策」、「施策の削減ポテンシャル量」が示され、『第

６章(41ページから42ページ)計画の進行』においては、「計画の推進体制」及び「計画の進
行管理」について明記されております。

また、最後に、資料編として、「和光市地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱」等

関係資料が添付されております。実行計画の概要に関する説明は以上となります。

よろしくお願いいたします。

横山会長

ただいま、事務局からの説明が終わりました。内容について、ご質問がございましたら

伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。

横山会長

まず、Ｐ22において温室効果ガス排出量の削減目標が一人当たり25％削減、総排出量で
13.3％削減となっていますが、現状等踏まえた上でどのような状況になっているか説明して
ください。

事務局

第２次環境基本計画改訂版のＰ23、②和光市域から排出される二酸化炭素の排出量をご
覧ください。平成22年からは右上がりのトレンドとなっており、その原因は、電力にかか
る二酸化炭素排出係数の上昇が主原因とされています。マイナスの要因が出てしまったの

で、残念ながら、現時点では、目標達成が困難な状況にあります。

横山会長

震災以降、予見できなかった状況がおきているということですね。

これまでは原子力を使っていたため、二酸化炭素の排出量を少なく抑えられていました

が、ほとんどの原発が止まっている状況にあるため、数値が高い状況になっています。和

光市がいくら努力しても解決は難しい状況にあるということですが、いかがでしょうか。
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秋葉委員

結局、ベースに原子力の問題があるということ。和光市だけがこうなっているわけでは

ないということを示すために、全国平均も参考として掲載してはどうでしょうか。

事務局

全国的にも同じ状況と思われます。埼玉県は、横ばいの傾向となっています。

埼玉県の排出係数の出し方は、和光市の方法とは違い、2005年度の排出係数を固定化し
ています。

横山会長

和光市は埼玉県に沿った算出ではないということですが、他にご意見がないようなら、

先に骨子の説明を事務局からしてもらい、再度改めて検討してはと思いますが、いかがで

しょうか。

《異議なし》

⑵ 和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)中間見直しの骨子について

事務局

では、「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)中間見直しの骨子」について説明さ
せていただきます。

まず、１の「改訂理由」につきましては、当市は、2012年(平成24)年度から和光市地球温
暖化対策実行計画（区域施策編）に基づき、和光市域から排出される温室効果ガスの排出

抑制に向け、各施策を推進しているところですが、本計画策定以降の様々な変化に対応す

るため、施策や目標の進捗状況を踏まえ、中間年である今年度に計画の見直しを行うもの

です。

続きまして、２の「計画の目的」につきましては、この計画は、市民、事業者、市の主

体的な取組を示すこととし、地球温暖化防止を総合的かつ計画的に推進することを目的と

しており、これについては計画策定時と変わっておりません。

続きまして、３の「計画の期間」につきましては、先ほどの現行計画の概要における説

明と重複いたしますが、2012(平成24)年度から2020(平成32)年度までの9年間とします。また、
環境省が示した「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定マニュアル」に基づき、長

期目標年度の2050(平成62)年度までを視野に入れた計画とします。
続きまして、４の「計画の位置付け」につきましては、「地球温暖化対策の推進に関する

法律」第20条の３では、特例市以上の規模となる地方公共団体に対して「その区域の自然
的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項」を実

行計画で定めることとされています。この規定は、当市には適用されませんが、温室効果

ガス排出量の一層の削減を市域全体で取り組むため、本計画を策定しています。

また、「第２次和光市環境基本計画改訂版」の49、50ページに位置づけられている「望ま
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しい姿２ 安全で住み良い環境を未来につなぐまち」、「方針１【重点方針】地球温暖化対

策の推進」に基づく取組を具体化する計画とします。

最後に、５の「計画見直しの方法」につきましては、近年の地球温暖化の進行や気候変

動を踏まえつつ、国外をはじめ、国や県等の動向を鑑みながら、第１章から第６章のうち、

第４章及び第５章を中心に、和光市環境審議会及び和光市地球温暖化対策委員会において

審議をお願いしたいと考えております。

なお、今回の見直しは、現行の計画の枠組みを大きく変えるものではありませんので、

ある程度ポイントを絞った見直しとなりますが、現行の計画にあるデータにつきましては、

可能な限り最新のデータに改めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

続きまして、見直しのスケジュールについて説明いたします。本計画の見直しにつきま

しては、先ほども申し上げましたとおり、環境審議会及び地球温暖化対策委員会の２つの

会議でご審議をいただきながら、策定を進めてまいります。本委員会は、本日を含めて、

９月、11月、２月の４回を予定しており、次回の９月と11月の委員会では、素案の審議を予
定しております。その後、12月に素案のパブリックコメント及び説明会を実施し、パブリ
ックコメントで出された意見等を踏まえ、２月の審議会で最終案の審議を行う予定となっ

ております。最終的には、審議会において出された意見等を計画に反映し、市長への答申

を行った後、庁内の事務を経て、計画を策定する予定となっております。また、本計画に

つきましては、現在、策定作業を進めている「和光市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編）」（市の事務事業から排出される温室効果ガス排出量の削減に向けた取組や目標等を定

めたもの）との関連性を保ちながら見直しを実施してまいりたいと考えております。説明

は以上です。

横山会長

さきほどの話も含めて議論いただき、ご質問等あれば、よろしくお願いします。

石田秀樹委員

埼玉県が示す排出量と和光市が示す排出量の基準が合わないようだが、基準を合わせた

らどうでしょうか。

事務局

地球温暖化対策委員会において、毎年状況の把握に努めています。昨年の会議で、2013
年の排出量について確認させていただいています。結果としては、概ね順調に進捗してお

り、埼玉県とほぼ同様の成果はあがっていると考えています。

石田秀樹委員

太陽光発電の電力量と電力の自由化に伴うＣＯ２排出量に関する数値等は把握していま

すか。
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事務局

直接的な回答にはならないかもしれないですが、温暖化対策の取組として、①太陽光発

電、省エネ機器に対する補助金の交付、②市内小・中学校の子どもたちへの啓発、③緑化

の普及啓発といった３つの取組を行っています。平成20年度から太陽光等の補助金を支出
していますが、平成27年度までに275件の補助金の支出を行なっております。それ以外の太
陽光パネルは、現時点で800件以上設置されていると推測されます。太陽光発電出力として
は、3,820ｋＷとなっています。地道な取組ですが、自由化等賢い選択を促すための啓発、
補助、緑化と合わせ、粛々と継続して進めてまいりたいと考えております。

都築委員

本編Ｐ29の「ポテンシャル量」という表現がわかりにくいです。

横山会長

日本語にすると「削減可能量」などという表現が適しています。ただ、環境省なども使

用していることもあるので、和光市も表現として計画に盛り込んでいるのだと思います。

原田副会長

太陽光パネルについては、和光市には土地がなく、大規模な設置は難しいと思いますが、

何かよい案ありますか。

事務局

和光市は土地の価格も高く、なかなか難しいところですが、太陽光の活用は検討したい

と考えています。

石田良子委員

巣鴨駅前の商店街のアーケードは、太陽光を活用した取組を進めています。和光市の公

共施設でも取り入れられたらと思いますが、いかがでしょうか。

事務局

和光市の公共施設においても太陽光の活用は進められているところですが、各施設の建

物形状の問題等により難しい状況にあります。

石田秀樹委員

緑化対策であれば、収益がなくても温暖化対策として対応できるのではないでしょうか。

事務局

市庁舎屋上の緑化については、これまで検討した経緯はありますが、維持管理等に費用

がかかるため、実施できていません。屋上緑化等についての財源の確保についても今後、

工夫、検討していきます。
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秋葉委員

今回の改訂は、一人当たりの25％削減目標を変更しない方向で考えていくのかどうか。

事務局

国策や原発等による影響もあるため、削減目標値を固定するのではなく、皆様のご意見

を伺いながら柔軟に対応していきたいと考えています。

秋葉委員

絶対守れる形にした方がよい。地球温暖化に対して、環境省から適応策についての考え

方も出されているが、そういったことも含めて改訂という認識でよろしいか。また、和光

市レベルで地球温暖化に関する問題が生じているようであれば教えてほしい。

事務局

適応策の検討については、昨今の状況を踏まえて、たとえば第５章において、触れてい

くことも考えられます。一昨年の６月の集中豪雨など、和光市においても問題が生じてい

るため、豪雨対策の考え方についても触れていきたいと思っております。

秋葉委員

削減目標など非常に難しい状況にありますが、数年前に埼玉県の方と話をした時に、コ

ンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)の電力使用量が大きいということから、コ
ンビニの夜間営業をやめれば、削減目標に到達できるのではないかという話がありました。

防犯効果などもあるため、難しいとは思いますが、そのような情報は入っていますか。ま

た、和光市においても、今回、そのぐらいのレベルで取組を行いたいと考えているのか、

教えてほしい。

横山会長

以前、確かに埼玉県において、コンビニの夜間営業の問題が取り上げられていました。

しかし、防犯効果や冷蔵の問題、営業妨害など多数の解決事項があり、実際には実施でき

なかったという経緯があります。

秋葉委員

施策としてどこまで議論するのか。踏み込んでどこまでやるのか。和光市の考え方を教

えてほしい。

事務局

削減目標値への考え方については、皆様の議論を見守っていきたいです。考え方として、

目標値を下げることにより、お叱りをうける可能性がありますが、事務局として再度検討

していきます。政府の方でも温室効果ガスの削減目標を大幅に見直していますので、審議

会等の議論の状況等を踏まえて検討を進めます。
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横山会長

では、９月の次回審議会に向けて、皆様から意見があればお願いします。

石田秀樹委員

まったく届かない目標であれば、変えた方がよいし、がんばって叶うような可能性があ

れば、目標を変更せずに進めればよいと思います。

事務局

埼玉県方式をとらなければなかなか目標達成は難しい状況にあります。

鈴木委員

環境基本計画本編の23ページに、和光市域から排出される二酸化炭素の排出量が掲載さ
れています。一人当たりで考えていくとどのような形になるのか。ほかにも審議の題材に

なる数値があればお願いします。

事務局

おそらく、一人換算をしても同様の傾向が示されるものと考えます。審議のための題材

数値については、準備を進めてまいります。

都築委員

表記の仕方や数値の算出がバラバラなので、わかりにくいです。

事務局

表記等、誤解のないように検討を進めます。

石田秀樹委員

県方式にすると和光市の努力が明らかになると思いますし、わかりやすいです。見直し

に当たって、どこまで市として受け入れるか、検討してほしいです。

事務局

さきほども整合のお話がありましたが、上位計画である環境基本計画との整合も図ると

なかなか難しい部分もあります。地球温暖化対策実行計画の事務事業編についても、現在、

検討している段階であるため、今回の審議会の意見をフィードバックしながら、区域施策

編と事務事業編との数値のあり方について検討してまいります。

鈴木委員

計画には施策はあるが、目標値がありません。数値化して示すことができますか。
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事務局

施策としての取組量は把握できますが、数値化はできていないのが現状です。なかなか

困難な現状がありますが、今後、数値を意識した示し方について検討していきます。

佐々委員(代理 宮崎氏)
和光市内での１日のエネルギー使用量、二酸化炭素排出量などを算出し、ＨＰ上に掲載

することはできますか。エネルギー量及び節電努力の見える化による醸成も必要です。震

災直後に東京大学がエネルギー量を見える化することで、節電努力を促すことができたと

の事例もあります。データが見えると意識の醸成が高まりますので、そういった取組も検

討してはどうでしょうか。

事務局

市内全体のものができるのか、できなければ市内事業所として、和光市庁舎の状況を見

える化できるか検討を進めます。

横山会長

車の問題については、県や市では数値化等対応できないと思います。和光市全体の排出

量になると、データも含め、なかなか難しいと思います。ただ建物であれば数値は出てく

る可能性もあるため、市として検討してみてください。ほかに意見はありますか。

石田秀樹委員

計画を見た人がそれぞれ努力できるような形で作成してほしいです。その部分を重点的

に考えた方がよいと思います。

都築委員

わかりやすいということはとても大事です。一般の方でもわかるような内容にしてほし

いです。

事務局

わかりやすい計画になるよう配慮して進めてまいります。また、加えて、今回は計画見

直しを機として、市内小学校５、６年生の絵画コンクール(「テーマ：2050年の快適環境都
市わこう」)を実施したいと思っています。絵画やメッセージを募集するものですが、最優
秀賞等の作品については、計画へ反映したいと考えています。

横山会長

他に何かありますか。

ないようでしたら、これで議長の席をおります。
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司会(大野課長)
ありがとうございました。

次回の会議は９月１４日(水) 午後２時から ６０３会議室で予定しております。よろし

くお願いいたします。最後に原田副会長より閉会のお言葉をいただきます。

４ 閉会

原田副会長

では、次回会議は９月ということですので、皆様、また、ご審議についてよろしくお願

いいたします。

司会(事務局)

本日は、長時間にわたり色々とご意見をいただき、誠にありがとうございました。それ

では閉会とさせていただきます。


