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工藤亜希
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次 第

１ 開会

２ 議題

第２次和光市環境基本計画中間見直しについて

・パブリックコメントの回答について

・答申案について

平成２６年度環境施策実施状況の年次報告について

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

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

その他

３ 閉会

１ 開会

【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をいただきまして、厚くお礼申しあげます。

ただいまより、第５回和光市環境審議会を開会いたします。本日の司会進行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、原田副会長と高柴委員の欠席連絡をいただいております。

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を確認させていただきます。事前に送付した資料として、資料１:「和光市

の環境」平成２７年度版（環境施策実施状況の年次報告書）、資料２:第２次環境基本計画実行計画

の平成２６年度実施状況に対する環境づくり市民会議の評価、資料３:平成２６年度地球温暖化対策

実行計画（区域施策編）に基づく取組状況と評価、資料４:「第２次和光市環境基本計画中間見直し

（素案）」のパブリック・コメント結果、また当日の資料として、資料５:第２次和光市環境基本計

画中間見直し（素案）、資料６:第２次環境基本計画数値目標の推移、次第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下さい。議事の進行につきましては、審議会条例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

第２次和光市環境基本計画中間見直しについて

【会長】

皆様こんにちは。本日も途中休憩を挟んで議事を進めたいと思います。では、第２次和光市環境

基本計画中間見直しについて、事務局から説明をお願いします。

【事務局】

本日配布した資料５をご覧ください。※資料５の前回会議からの変更点について説明。

前回いただいたご意見と環境づくり市民会議でのご意見を受け追記・修正等しております。湧水

と緑地を合わせた図の掲載やＣＯＰ２１の記載、県の温室効果ガスの排出量の計画の記載、ごみの

排出量の推移の修正、水道道路周辺の景観の保全部分の記載の修正、写真の追加等を行いました。

【会長】

本日資料が配布され、読む時間がなかったと思いますが、まだ修正は可能ですのでご意見やご質

問をお願いします。

【都築委員】

３４ページの写真はとてもいい写真だと思います。わかりやすいです。

【会長】

他にご意見はないようなので、次に資料６の説明を事務局からお願いします。

【事務局】

資料６は、第２次環境基本計画数値目標の推移ということで、前回の審議会で第２次計画当初の

目標値とその進捗状況を確認したいというご意見を受け、数値目標を抜き出し、表にいたしました。

各項目をみると概ね順調に進んでいるところです。目立った項目について説明いたしますと、緑

地・水辺空間の整備面積は、市で斜面林を借り受け、ふれあいの森として整備しているところがご

ざいますが、相続等により何箇所か減っております。その関係で目標に届いておりません。

それから、和光市温室効果ガス排出量は市の事業に伴う温室効果ガスの排出量ですが、電力の排

出係数が上がっておりますので、排出量が増えてしまっています。

太陽光発電の買取契約件数は目標を上回り順調に伸びております。最終処分場への搬入量も目標

値を上回って削減できております。これは、今までリサイクルせずに最終処分場に搬入していたも

のをリサイクルにまわすようになったからです。

市民協働事業延べ従事者数は、ふれあいの森が何箇所か無くなったことに伴い、そこの従事者が

減ったことによるものです。

環境講座等の参加者数は、各年度の講座の開催内容によって変わってしまい、特に少人数を対象

とするような講座ですと人数が減ってしまいます。



市ホームページにおける環境活動の閲覧回数に関しましては、公共施設の定点の空間放射線量の

公表や太陽光発電・省エネ機器の補助金の閲覧件数が増えていることにより伸びていると思われま

す。

【会長】

それでは自由に発言をしていただきたいと思います。

【船田委員】

数値の推移として目標と逆行してしまっているものがありますが、それに対して行ってきたこと

や、また、今後対策が必要だと思うのですが、それについての有効な方策はあるんでしょうか。

【事務局】

緑地・水辺空間の整備面積については、環境づくり市民会議でも厳しい評価がございました。そ

れについては、今年度白子の斜面林を特別緑地保全地区として指定したことがひとつの対応策で、

斜面林の所有者に市が働きかけまして、開発から斜面林を守り、目標に届かないところを補完する

ような取組を進めております。

温室効果ガスの排出量については、清掃センターがかなりの量を占めております。庁舎内に関し

ては、総務課を中心として職員は努力しておりますが、なかなか電力の排出係数の増加に職員の努

力が追いつかないところです。所管する総務課、清掃センターの中で対応策について検討している

段階です。

【船田委員】

なかなか難しいですね。

【都築委員】

ふれあいの森が無くなったということですが、いくつあって、何が無くなったんでしょう。

【事務局】

北原小学校の近くの新倉一丁目の越戸ふれあいの森は、相続に伴って開発により宅地になりまし

た。白子三丁目の花と緑のふれあいの森もありましたが、こちらは今区画整理をやっておりまして、

それに伴って無くなっております。もう一つは下新倉の西本村ふれあいの森で、所有者の方の財産

の関係で、今はマンションが建っております。無くなったのはその３箇所です。

【都築委員】

現在はいくつありますか。

【事務局】

上谷津ふれあいの森と、新倉ふれあいの森、午王山ふれあいの森、大坂ふれあいの森、城山ふれ

あいの森の５箇所になります。

【都築委員】

それはお借りしているの？それとも市のものですか？

【事務局】

午王山ふれあいの森は一部買い上げたところがありまして、そこは市のものですが、地続きで借

りているところもあります。あとのふれあいの森はすべてお借りしております。



【都築委員】

ということは無くなったふれあいの森と同じような運命を辿るというようなことも考えられるわ

けですね。そこのところですよね。

【事務局】

相続が発生しますと相続税がかかるということで、開発されてしまうということがあるんですが、

相続にも対応できる制度として特別緑地保全地区制度があります。先ほどお話した白子の緑地もそ

うですが、相続が発生しても無くならないような長期的に担保性のある制度として活用しておりま

す。場合によっては所有者から買取を求められる場合もあるので、財源の手立てなしにどんどん指

定するわけにはいかないのですが、可能なところは相続があっても開発できないように都市計画の

制度に則って順次進めていきたいと考えております。

【都築委員】

大丈夫ですか？

【事務局】

今年度は１箇所指定しました。所管の都市整備課と調整しながらさらに進めたいと考えておりま

す。

【都築委員】

そうですね、ぜひがんばってください。

【秋葉委員】

資料の６の数値の単位なのですが、例えばごみ排出量については１日１人当たりのごみ排出量と

してｇが使われていますが、水道の分野ですと、１人１日当たりの水使用量ですとℓ/人・日と書く

んですね。廃棄物はこういった表示の仕方をするのかもしれないですし、間違いではないんですけ

ど、国とかが出している表示に合わせたほうがいいのかなと思います。

【事務局】

総合振興計画の資料から持ってきていまして、単にｇになっているのですが、念のため所管に確

認し、より適切な表示になるように検討したいと思います。

【鈴木委員】

平成２６年の目標値と平成３２年の目標値が変わらないものがいくつかあるのですが、目標値に

なるんでしょうか？例えば生産緑地は平成２１年度から数値が変わっておらず、増やすという意識

が無いように思われるのですが。

【事務局】

生産緑地については、先ほどのふれあいの森とも似ていまして、相続が発生しますと処分しなけ

ればならない場合も出てきて、そういった解除をすることも年間結構あります。また一方で生産緑

地に指定されていない畑の所有者の方が追加指定を希望される場合もあって、都市整備課で生産緑

地の追加指定の基準を作っておりまして、それに合致するものの希望を募りまして、指定を増やし

ていることもあります。ですので減ったり増えたりでなかなか面積を維持するのは難しい中で、何

とか現状を維持したいという考えです。



【船田委員】

資料６で、市の関係施設から出ている温室効果ガスが年々増えていますよね。一方で資料５の２

３ページに載っている和光市域全体から排出される二酸化炭素排出量のグラフを見ると、平成１６

年よりも平成２１年が下がっていて、たぶん平成２６年では上がっていると思うんですが、この違

いというのはどうなんでしょうか。和光市域の排出量は民間の工場なども含めているので、和光市

の関係施設の排出量と当然リンクはしないと思うんですが。質問の主旨としては、市域全体の排出

量が下がった原因として、何かしらの形で二酸化炭素の排出量を抑えましょうという政策があって

その効果がでているのか、それともたまたま事業が縮小したとか、工場が減ったとか、そういった

ことだけで減っているのか。市域全体でも市の事業でも平成２１年に下がっているのは何か理由が

あるんですか？

【事務局】

市域全体の排出量の数値は県で公表されている数値なんですが、年度で増減はありますが、２３

年から増えているのは、排出係数が要因だと思われます。それ以外ですと、細かいところは分析し

きれていないのですが、部門ごとのデータもありまして、製造業が下がっています。

【船田委員】

そうするとそれに伴って和光市の事業も下がっているんですか？

【事務局】

おそらくリンクはしないと思います。産業系で下がっているので、市全体の方は平成２１年は景

気的低迷などもあったので落ち込んだのかなと思いますが。

【会長】

リーマンショックは何年でしたっけ？

【事務局】

平成２１年か２２年くらいですかね。

【船田委員】

和光市の事業として排出量が大きいのは清掃センターですよね？清掃センターの排出量が民間の

冷え込みを受け下がるんですかね？

【事務局】

清掃センターは家庭ごみと事業系の一般廃棄物を扱っているのであんまり産業とはリンクしない

と思うのですが。市役所の落ち込みは分析していないので分かりません。景気の影響が一番大きい

のかなと思いますが。

【船田委員】

いずれにしてもどこも震災の影響で一度下がったのが、だんだん元に戻ってきてしまっていると

いう感じですね。

【会長】

二酸化炭素排出量で和光市全体で出ているものと市の事業だけで出ているものがありますが、目

標値の書き方として、和光市の温室効果ガス排出量とだけだと何を指しているか分からないですね。



【事務局】

ちょっと分かりづらいですね。この目標値は資料５でいうと４９ページに書いてあるのですが、

今ある注に加えて市役所の事業による排出量だということを明記させていただきます。

【会長】

そうですね。皆さんよろしいでしょうか。市役所の事業で出しているのと市全体で出しているの

を分けて考えてくださいねということですね。

【原委員】

資料６の美化推進活動によるごみ収集量で２７年の目標値がないんですが、５年前は目標値が無

かったということですか？

【事務局】

当初計画のときは目標の指標を路上喫煙の違反者数としておりまして、委託によるパトロールを

していたんですが、２年前から予算の関係でパトロールの委託ができなくなりました。数値として

取れなくなりましたので、その代わりの指標としてごみの収集量をあげています。

【石田良子委員】

市民農園の面積が減ってきているようですが、どういった理由で減っているのでしょうか。

【事務局】

越戸ふれあいの森は地主さんが亡くなって、開発されて戸建ての住宅地になったのですが、あそ

こは市民農園があって、そこが減っていますので、それが減少につながっています。

【石田良子委員】

替わりになるようなところを探してはいるんですか？

【事務局】

今はアグリパークで増やしています。あの場所は駅の近くで市街化区域内だったのですが、同じ

ような立地条件はなかなか難しいので、調整区域のアグリパークというような形になります。

【石田良子委員】

お友達にそういうのが好きな方がいらっしゃって、前に駅近くにあったときはすごくよかったと

言ってたんですね。けど今は調整区域のアグリパークまで行かなくちゃいけなくて遠くなっちゃっ

たと。歳とともに行きづらくなってきちゃったと聞きましたので、もし駅の近くに農地があればと

思うんですが。

【事務局】

たまたまあそこは生産緑地に指定されていない宅地並課税の広い農地だったんですけど、税金は

多少減免されていても税額がかなり大きいということで、市に貸し出す形になり、市民農園として

使われ、最終的に相続のときに無くなりました。近郊の練馬などは――練馬は調整区域がなく市街

化区域しかないんですけど――市民農園というとだいたい生産緑地ですね。和光でも市街化区域で

広いところとなると生産緑地がどうしても挙がります。ちょっと細かい法律的な話になるんですが、

生産緑地を市民農園にした場合、相続が発生し、解除が必要になったときに主たる従事者の証明が

必要なんですが、市民農園として貸し出ししていた場合、それが難しくなってしまいます。そうい



った理由で市街化区域内に広い市民農園というのはなかなか作りづらいというのが現状です。

【鈴木委員】

資料６の和光市景観計画に基づく景観重要建造物及び景観重要樹木の指定件数が１件しかないん

ですが、私はもっとたくさん指定してもいいんじゃないかなと思うのですが。指定すると大変なこ

とになるのでしょうか。和光市は文化財にしても指定が少ないと思うんですね。指定することで、

市民にも他市からいらっしゃる方にも和光市のいいところをアピールできると思うんです。湧水や

自然というのをものすごく保全していますし、東京に隣接していますし、副都心線でいろんなとこ

ろから来れるわけですから、もっと観光的な面でもアピールしていいんじゃないかな思うんですけ

ど、なぜこんなに少ないのかなと。目標値があと一個だけというのも少ないと思いますので、質問

したいんですけど。

【事務局】

所管は都市整備課でやっていますが、募集を募りまして、いくつか候補を挙げて、委員会などで

決めていたと思います。確かに数としては少ないように感じますが、総合振興計画でも同じ目標を

掲げていまして、同じ数値となっています。ご意見を伺って都市整備課に伝えさせていただきたい

と思います。

【都築委員】

恥ずかしながら知らないんですが、今現在指定されているのを教えてもらえます？

【事務局】

ちょっと把握していないんです。

【都築委員】

樹木も分からない？

【事務局】

合わせて１件なので、建造物か樹木のどちらかですね。

【都築委員】

イチョウの木があるじゃないですか。あれは違うのかしら？

【各委員】

長照寺のね。あと、白子の方にも宿場町の名残のような建物がありますよね。そういうのが載っ

ていないわけですよね。長屋門とかいろいろありますよね。栁下家でしたっけ？代官屋敷とかね。

【都築委員】

だからもっとたくさん指定してもいいんじゃないかなと思うんですけど。

【石田良子委員】

古民家とかね。あれはどうなんでしょう。

【会長】

では、それはちょっと調べていただいて、議事に戻ることにしましょう。

資料５の３９ページですが、重要なところの表現が変わっていますが、それについては大丈夫で

しょうか。よければこれでお願いしたいと思うんですけど。



【都築委員】

ここはこれでいいと思います。

【船田委員】

全般的なことなんですが、資料６で、目標に向かって進んでいるものと、逆の方向に向かってい

るものがありますが、数値の推移に伴って３２年の目標値をいくつか変えていますよね。そのあた

りのところは今回の見直しをした計画書の中に記述することは考えていないですか。つまり、もの

によっては目標値を大きく上回って順調に進んでいるので、３２年の目標値は当初よりも高い目標

を掲げていますということをこの本文の中に入れなくていいんでしょうか。いい部分について書く

ことは抵抗ないと思うんですね。逆にうまくいっていない部分はちょっと工夫がいるのかもしれな

いけど。知らない間に目標がさらに上がっているというのではなく、それを書くことで中間見直し

の意味が出てくるんじゃないかなと思うんです。

【事務局】

この数値目標は、環境づくり市民会議で各年度の実施状況に対する評価をする際の基準として考

えており、中間見直し後は、新たな目標に対しての評価をいただくような形で考えておりましたの

で、ご指摘いただいた内容は計画の本文には入れておりませんでした。８５ページの資料編に各数

値目標の設定の考え方を載せていますので、ここに新たな数値の考え方を入れられるかもしれませ

ん。資料編は各所管課と調整しながら作成する予定ですので、いただいたご意見はここに入れられ

れば入れたいと思います。

【船田委員】

目標についてはこの８５ページに追記していただくのは確かにいいと思います。ただ、中間見直

しの段階において目標をかなり上回っているものについては本文の中に少し入れてもいいんじゃな

いかなと思います。

【都築委員】

別件ですが、３６ページに和光市内の主な環境活動団体があるんですけど、この表記の仕方で、

ナンバーを入れたほうがとても分かりやすいと思うんですね。他のまちの人が見たときも、和光市

はどのくらいの人が環境活動に関心を持っているのかすぐ分かりますよね。

【事務局】

団体を一覧にさせていただいているが、序列ではないので……。

【都築委員】

もちろんそういう意味ではなく、いくつあるかすぐ把握できるようにという意味で。

【事務局】

この表の一番最後に、上記の他にも多くの団体が環境活動を行っていますとありますように、他

にも団体がありますので、数字はちょっと入れづらいですね。

【都築委員】

なるほど。たくさんありすぎて書けないということですか。

【事務局】



そうですね。他にも多くの団体がの標記は１次の計画の時にはなかったんですが。

【都築委員】

ここに１７団体あって、倍くらいあるんですかね。

【事務局】

環境が主じゃなくてもいろいろ付随して環境活動をしているところもありますので、そういうの

も含めると倍くらいはあるのかなと。

【都築委員】

そうですか。それは非常にうれしいことですね。

【事務局】

すみません。先ほどの景観重要建造物の件ですが、新倉ふるさと民家園です。樹木は現在０件で

す。

【都築委員】

樹木って、あのイチョウの木は入っていないんですか。

【事務局】

文化財として指定しているので、重複して指定するのはどうかというのが、もしかしたらあるの

かもしれません。

【都築委員】

重複とはどういう意味ですか？

【事務局】

文化財として指定して、景観重要物としても指定してという意味です。景観重要樹木に指定され

るとどのような支援があるのか分からないですけど、重複して指定して、重複して補助金を出すの

はどうなのかというのももしかしたらあるのかもしれません。

【会長】

他に語意見はよろしいでしょうか。それでは、この中間見直しについてはこの内容で答申という

ことになりますけれども、答申文を付けて市長に出さなければならないわけで、この答申のたたき

台を事務局のほうに作ってもらっていました。ちょっと読んでいただけますか？

【事務局】

――答申案を音読――

【会長】

この中で計画の内容についての４行目の適応策については、この審議会でも議論になりましたが、

温室効果ガスを減らすと同時に、ある程度の温暖化は避けられないというところでそれに適応する

――例えば豪雨や洪水に備えるというのが適応策ということで――それについて検討していくとい

うことですね。このたたき台は今日の審議が始まる前のものですので、今日の議論も踏まえて修正

などありましたらよろしくお願いします。

【都築委員】

これはこのままを市長に出しますか？誰か注釈を付けるんですか？



【事務局】

会長から市長に渡します。そこでいろいろと意見交換も合わせてしていただきます。

【都築委員】

じゃあ持って行ったときにこれはこうですとかおっしゃるの？

【会長】

まぁそうですね。

【都築委員】

そうですよね。これだけじゃなんかね。開発と環境保全の調和を図りながら計画的に執行してい

くべきってありますけど、これだと字面でさらっといっちゃうから。個人的には借金してでも緑地

を保全したほうがいいって思ってるんですね。だからそこのところは強く言ってほしいと思うので、

これだけだとあまりインパクトがないかなと。

【会長】

表現をこんな風に変えたらというのがありましたらおっしゃってください。あくまでこれは案と

いうことですので。

【都築委員】

市長に、おっそうだやらなきゃいけないと思わせるようにというか。

【会長】

いかかでしょうか。都築さんはどういう表現にしたらいいと思いますか？開発と環境保全の調和

を図りながらというのはありきたりだと？

【都築委員】

とにかく借金をしてでも緑地を保全したほうがいいと思うんですね、私は。買ったほうがいいと

思うんですよ。今はふれあいの森とかはお借りしてるわけでしょ。だから相続が起きたらもう無く

なっちゃうんですよ。

【会長】

どういう風に表記をしたらいいですか？皆さんもご意見がありましたらお願いします。

【鈴木委員】

緑地の保全で財源確保っていうのをもっと具体的に進めていく必要があると思うんですね。財源

がないっていうのをおっしゃってましたので。やはりせっかく市民の方が買ってほしいと言っても

なかなか市として受けられないという場合もあると思いますので。そういう意味で財源確保をもう

少し具体的に市長にやってほしいという内容を盛り込んでほしいと思います。

【会長】

財源確保を謳うと、緑地だけじゃなくいろんな問題が出てくると思うんですよね。

【都築委員】

近所にとてもいい公園があったんですよ。上谷津児童公園って子どもたちに人気のスポットだっ

たんですけど。相続で公園が無くなっちゃったんですね。お借りしてたんですよあそこは。だけど

相続が起きたので返してくださいということで、今度あそこに住宅が建つようになるんですけど。



お借りするだけでは必ず消えてしまうと思います。

【会長】

何か他にご意見はありますか？無いようでしたら、いろいろなご意見を参考に少し修正して答申

を出したいと思いますが、あとは私に一任していただいてもよろしいでしょうか。

それから資料６ですが、せっかくまとめていただいたので、これをどのように活用するかという

のを説明していただけますか？

【事務局】

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の中でこれを活用していただきます。

評価は毎年度市のホームページの中で公表しておりますので、この数値目標に対する市民会議の評

価と活用状況を公表することでさらに活用したいと思います。

平成２６年度環境施策実施状況の年次報告について

【会長】

それでは事務局から説明をお願いします。

【事務局】

それでは事前に送付させていただきました資料１をご覧ください。※資料１について説明。

主な変更点としては、河川などの水質では、昨年度のご指摘を受け、各地点の年間平均値だけで

なく75％水質値を記載いたしました。また、越戸川土橋での調査結果の説明を注釈として入れてお

ります。ポイ捨て禁止・路上喫煙の監視では、財政上の理由から委託によるパトロールを休止して

おりますので、現在の路上喫煙対策として、美化推進員による駅周辺の環境美化推進地区内の清掃

活動及びポイ捨て防止の啓発活動、路上喫煙者に対する声掛けを行っております。また、狂犬病予

防注射接種率のアップを図るために、２６年度は年度の途中で注射済票の交付を受けていない飼い

主に対して、催促のハガキを送り注射の接種を促しました。そして、和光市の環境関連条例と環境

関係用語の解説を新たに追加いたしました。

【会長】

いかがでしょうか。

【鈴木委員】

８ページの湧水地ですが、先ほどいただいた環境基本計画の数値ではもっと増えていましたが、

違いは何でしょうか。

【事務局】

こちらは２６年度の報告書ということで従来どおり１８箇所となっております。資料５の環境基

本計画は改訂版ということで、来年度から変わるのでこの報告書も次回は改訂版と同じように記載

されます。

【鈴木委員】

この改訂版では緑地と湧水が一緒になっていてとても工夫されていていいなと思うんですが、こ

ちらをそのまま載せたらおかしいんですか？



【事務局】

年次報告書では項目として湧水地となっておりますので、湧水のみの図になっております。この

報告書の項目自体を来年の報告から湧水と緑地を合わせる形で検討したいと思います。

【会長】

１４ページの太陽光発電システムの補助金の実績が、平成２５年度に比べ２６年度は大幅に下が

っていますがこれはどういう理由で、また、今年度はどんな状況になりそうか分かったら教えてく

ださい。

【事務局】

２６年度は県の補助事業が無くなったり、太陽光発電の買取価格が下がっていることもありまし

て申請が鈍っているのかなと予測しております。例年予算を６０件取っていっぱいになることが多

かったのですが、今年度もやや余る形で推移しています。どちらかというと省エネ機器のほうが伸

びてきています。

【会長】

これは県の補助と市の補助を足し合わせた数値になるわけですか？

【事務局】

こちらに関しては市だけの数値です。県は今補助を取りやめています。

【会長】

他にいかかでしょうか。質問が無ければ次に移りたいと思います。

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

【事務局】

それでは事前に配布した資料２をご覧ください。※資料２について説明。

毎年環境づくり市民会議が第２次環境基本計画の実施状況に対する評価をしておりまして、取組

は概ね適切という判断になっております。財源がなく緑地の買取が難しい中で、別の取り組みとし

て特別緑地保全地区を指定したことに評価をいただいております。しかし、財源確保については引

き続き求められております。また、施策実施状況の取組内容の記述についてより具体的にするよう

ご意見をいただいています。この評価については、関係各課の長が集まる会議にてフィードバック

を図っております。また、さらに環境づくり市民会議では市長及び教育長を交えた意見交換の場を

設けましてこの評価を共有しており、次の施策に繋げるような取り組みを行っております。先ほど

の資料６は次の評価のところに生かして進めていきたいと考えております。

【会長】

それではいかがでしょうか。

【都築委員】

これだけの量をずいぶんよくまとめましたね。大変だったでしょう。

【事務局】

これが我々の仕事なので。



【原委員】

６１番が３３番の再掲のようですが、なぜ再掲なんでしょう。

【事務局】

３３番と６１番は実行計画の内容が同じ施策になっております。実行計画の内容とは、基本計画

書の施策にぶら下がっている実行計画の内容です。基本計画の施策は違うんですけど、それにぶら

下がる実行計画が同じになっているので再掲としています。第２次の当初の計画で似たような施策

がいくつかありまして、見直しして重複するものは集約いたしました。当初１０１の施策がありま

したが、集約して６９施策となっております。第２次の見直しの実行計画ではこういった重複がほ

とんど無いような形にする予定です。

【会長】

もう少し具体的に書いてほしいという指摘もありますが、来年度は大丈夫でしょうか。

【事務局】

各課長を集めた環境基本計画庁内調整委員会で記述内容に留意してほしいとの評価・ご指摘をフ

ィードバックしております。より具体的には書きたいのですが、結論的には難しいとならざるを得

ない施策もあります。なるべく具体的に記述できるよう努力していきたいです。

【会長】

では次に進みたいと思います。

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

【会長】

それでは事務局から説明をお願いします。

【事務局】

それでは事前に送付させていただきました資料３をご覧ください。※資料３について説明。

和光市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に記載しております、温室効果ガス排出抑制等に

関する基本施策に係る取組内容について、毎年度、市のほうで自己評価を行い、それを和光市地球

温暖化対策委員会にお諮りして、承認をいただいたものです。平成２６年度中の取組状況について

は、計画に沿って実施されており、概ね適正であるとの評価をいただいております。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。

【会長】

いかがでしょうか？

【都築委員】

ちょっと聞き取れなかったのですが、○や◎は誰が評価したんですか？

【事務局】

市のほうで自己評価したものを委員会のほうに資料としてお出しして審議していただき、承認を

いただいております。

【会長】



区域施策編とは何なのかちょっと説明していただけますか？

【事務局】

地球温暖化対策に関する法律がございまして、その中に市町村の温暖化対策の計画の項目があり

ます。その中で、市役所の温室効果ガス排出削減に関する取り組みの計画というのが、地球温暖化

対策実行計画（事務事業編）となっております。区域施策編は、同じ法律の中で市の区域全体の温

室効果ガス排出削減に関する取り組みを計画にしたものです。

【会長】

区域施策編は事務事業編を取り込んであるというふうに理解してよろしいでしょうか。

【事務局】

メインではありませんが、市役所の取り組みも網羅されております。

【会長】

いかがでしょうか。

【船田委員】

取組内容がすごく細かく書いてありいいんですが、施策の３の公共交通及び自転車の利用促進の

ところにある、路線バス待機場の提供と市内循環バスの運行調査とはどういうことですか？

【事務局】

路線バス待機場の提供ですが、和光市駅から光が丘へ向かう西武バスの誘致にあたり、待機場が

無いということがネックになっておりまして、市役所の駐車場を提供するという条件で誘致いたし

ました。

市内循環バスの運行調査は、循環バスのルートを平成２６年に改正したんですが、改正したこと

に関し議会等でもかなりご指摘いただいたこともありまして、所管の道路安全課がどういったルー

トがいいのか調査をいたしました。その調査を踏まえた新たなルートを検討しているところです。

【船田委員】

今の循環バスってあまり利用されていないということですか？

【事務局】

改正したことで一部通らなくなったルートがありまして、不便になったというご意見が一部あり

ました。そういうものも含めて調査し、よりよいルートを検討しているという段階です。

【都築委員】

自転車市役所の推進ってありますけど、どういう意味ですか？

【事務局】

我々が市内を回ったりするときは車が多いんですが、市役所を中心として平坦なところはなるべ

く自転車で行きましょうというのを総務課が中心になって推進しております。

【鈴木委員】

この施策に対する目標値は設定されているんでしょうか。

【事務局】

環境基本計画のような個々の数値目標は無いです。総合的な評価として市全体の二酸化炭素排出



量の削減を目標にしています。

【鈴木委員】

緑のカーテンはアグリパークだけですが、もっとたくさんあってもいいと思うんですね。前に総

合体育館ができたときに緑のカーテンを設置しましたよね？みんなで一生懸命育てていたのが今消

えてますけど、そんなに大変なことではないので、もっと市の施設の中で進められてもいいと思う

んです。非常に少なくて満足されてるところもちょっとどうなのかなと思うんですが。教室を開催

したりはされているようですけれど、もっともっとたくさんあってもいいと思います。

それと市内の街路樹が非常に少ないですよね？特に開発している新倉なんかは全く無い状態で、

夏とかはものすごい暑いんですよね。開発されて木は切られるし、街路樹は植えないしっていう感

じがすごく顕著に現れているので、省エネを考えたらもっと緑のカーテンも件数を増やしたほうが

いいと思うんです。数値目標がないのであればもう少し厳しい評価をしてもいいんじゃないかなと

思いました。

【事務局】

基本的に自己評価になりますのでちょっと難しい部分もありますけど、緑のカーテンに関しては

４,５年前に重点的に５,６箇所設置しまして、その後は毎年１箇所ずつ設置しております。南向き

で新たに設置可能なところが意外となくて、引っ掛ける場所を作るのに工事費がかかったりするん

ですね。これは環境課の予算でやっているんですけど、学校などは独自にやっているところもあり

ますので、そういったところでも広げられたら広げたいなと考えております。

街路樹のほうも環境づくり市民会議で意見が出ておりまして、市長との懇談会のときにも話題に

挙がりましたので、市長もそのあたりを十分認識しており、剪定の仕方等を工夫しながらやってい

きたいとの話もありました。街路樹については所管の道路安全課、街路樹以外の区画整理地内の緑

化も課題になっているところではありますので、都市整備課にもフィードバックしながら、なるべ

くよりよい環境になるよう進めたいと思います。

【会長】

よろしいでしょうか。資料４の説明がなかったと思うんですが、お願いします。

【事務局】

環境基本計画中間見直しに対するパブリック・コメントに関して、昨年１２月２５日から１月１

５日までの２２日間実施いたしました。その中で温暖化の施策に関するご意見が１件ありました。

予算もかかることですので計画そのものには入れておりませんが、今後県の地球温暖化防止活動推

進員のような取り組みを温暖化対策委員会の委員さんに担っていただくことも可能かなと思います

ので、このご意見の主旨を踏まえながら温暖化施策をやっていきたいということでこういった回答

をいたしました。計画そのものには変更はございません。

【会長】

残念ながら１名しかご意見がなかったんですが、いかがでしょうか。

ないようでしたら、事務局から他に何かありますか。



その他

【事務局】

今後につきましては、答申案は会長に一任いただきまして、事務局と調整しながら今月中には市

長に答申するというような形で進めたいと思います。

また、環境審議会の任期が昨年の２月からですのでもう一年ございます。来年度につきましては、

温暖化対策区域施策編の中間対策の見直しを予定しておりますので、それが諮問事項になります。

５月くらいに会議を予定していますが、会議開催日が決まりましたらご通知差し上げたいと思いま

す。

【会長】

いつもでしたらここで原田副会長からのご挨拶があるのですが、残念ながら本日は別の会議に出

られるということで欠席されています。私はここで議長をおりたいと思います。

３ 閉会

【事務局】

本日はお忙しい中ご出席いただき誠にありがとうございます。長時間にわたりいろいろご意見い

ただきまして誠にありがとうございます。これにて、本日の審議会を閉会したいと思います。


