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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４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、秋葉委員については欠席、鈴木委員については少し遅刻するとの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、第２次環境基本

計画中間見直し（案）第４章、当日の資料として、第２章、第３章、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。今回もよろしくお願いいたします。本日は時間があればフリーディスカッショ

ンの時間をとりたいと思います。

まずはじめに、第２次和光市環境基本計画中間見直しについてを議題とさせていただきます。事

務局から説明をお願いします。

【事務局】

第１章は、前回ご意見がなかったため今回は議題にはあげません。それでは第２章をご覧くださ

い。※資料第２章の赤字部分について説明。

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・修正等しています。湧水地

点の精査、緑地項目の追加、二酸化炭素排出量について最新情勢への更新などを主に見直しました。

図についてはコンサルタント業者に作図を依頼します。

【会長】

それでは審議に入りたいと思いますが、温暖化問題は難しいところなので、やさしくわかりやす

くしたいと思います。少しでもわかりにくいところがあれば遠慮なく言ってください。市民の方に

出したときにわかりにくいでは困りますので。

【石田秀樹委員】

P23の県域から排出される二酸化炭素の排出量のところで、前も説明してもらったが、読んだだ
けではわかりにくいのでもう少しわかりやすく説明してほしいのですが。

【事務局】

例えば排出係数など、語句の説明を注で挿入するというのはいかがでしょうか。

【船田委員】

私の理解では、埼玉県が地球温暖化の計画を作って、期限を決めて削減目標を立てていると思う

んですが、その計画の話ですよね？そうであれば、埼玉県のホームページの中にその計画そのもの

のわかりやすい説明があったと思うんですね。県がやろうとしていることがどういうことかという

こととその現状をまず簡単に示していただければと思うんですね。排出係数を固定するという説明

は確かにそのとおりですが、全体の中ではマイナーな話だと思うんですね。計算の仕方ではなく、

何をやろうとしているのかということをメインに書いたほうがいいと思うんです。計画を立ててか

ら何年か経って県がやってきたことがどれくらい進んでいるのかや、全体としてどのくらい削減さ

れたか、あるいは、あまり削減されていなくて今後どういう方向に進むのかなどを書いたほうが情

報として意味があるんじゃないかと思います。

【会長】

それは賛成ですね。ですがかなり書かないといけないですね。３行程度の追加ではすまないと思

いますが、それでもわかりやすくするために入れたほうがいいと言うことですね。

【船田委員】

簡単にまとめた説明があると思うので、そこから計画そのものの考え方を表現として抜き出せば

よいのではないでしょうか。長く書く必要はないと思います。

【会長】



県のナビゲーション計画というのがあって、それで進めようと思ったら、原発事故が起こって、

このままではとてもじゃないけど目標を達成しないということで、苦肉の策として、排出係数を固

定してやっているんですね。だから経過を書くとかなり難しくなるんですね。しかし、船田委員の

ご指摘の通り、これだけだとなかなか理解できないと思うんですよね。いかがでしょうか？

【船田委員】

理研は全国に事業所がありますが、埼玉県は都に続いてかなり早い段階で目標を掲げ、それも義

務とまではいかないが、厳しく進めているのは確かですね。それをもっと強調してもいいのではな

いでしょうか。

【会長】

都が排出量取引といって、事業間でものすごく削減したところが、なかなか削減できないところ

に排出権を売却するという方法が行われているんですね。それを埼玉県は都に続いてやっています。

埼玉県はそれを誇っていいのではと思いますが、そういったことも入れられますか？

【事務局】

赤字の部分は前回の指摘を受け、県のホームページから転記しました。取組全体の部分について

簡単な記載があったか確認していませんが、行数も踏まえて追記できればわかりやすい形にしたい

と思います。

【高柴委員】

P22からずっと読んでいくとある程度理解はできるが、二酸化炭素の排出量を減らすというのは
どういうことなのか、それ自体がわからない人も多いのではないでしょうか？例えばごみを燃やす

のでも、びしょびしょなものと水をしっかり切ったものでは燃料の使用量が違うと思うので。一市

民がどうやったら二酸化炭素を減らせるのか疑問に思う人もいるんじゃないですか？

【事務局】

第二次環境基本計画のP87から資料６として環境保全行動指針を載せていて、市民が環境のため
にどういったことができるのか、こういうことをやってみようというようなことを載せています。

市民が出来る具体的な取組についてはそこで見ていただくようになっています。第２章は現況の説

明と考えています。

【会長】

今回の見直しでは、第５章と６章は変更しないということですか？

【事務局】

はい、今回は変更の予定はございません。

【会長】

高柴委員は、資料も見てもらうが、本文のほうにも簡単に入れたほうがいいということですか？

【高柴委員】

計画のほうは見ても、資料まで見てくれる人はなかなかいないと思うが、行動指針に的確に入れ

てもらえているのならいいと思います。

【原委員】



排出係数の「係数」ってなんでしたっけ？他の言葉で置き換えは可能でしょうか？ぱっと入って

こないのですが。

【事務局】

普段から使っている言葉なので置き換えるとなると…。

【会長】

簡単に説明すると、電力の一定量を作るのにどれだけ二酸化炭素を出しているかということです

ね。それが減れば二酸化炭素の排出量が減って、温暖化を抑制する方向にはたらく訳ですね。電力

排出係数と書いてあるだけだと難しいですね。

【事務局】

電力の排出係数の説明は注で入れたいと思います。係数そのものの置き換えはちょっと難しいで

すね。

【都築委員】

P16の河川のところに写真が入ったのはいいのですが、越戸川の遊歩道に１キロくらい市民ボラ
ンティアとの協働で花を植えているところがあって、とても好ましいことが起こっているんですね。

きれいだし誇っていいと思うんです。せっかくなのでその写真も入れたらどうでしょうか。市民の

憩いの場で価値が高い場所だと思うんです。宣伝にもなるのでどうでしょう。

【事務局】

前回のご意見を受け、文章では入れましたが、P16は河川そのものについて記載しています。P34
に市民ボランティアによる美化活動の項目があり、清掃活動の様子を入れる予定でしたが、そこに

プラスして２枚入れられれば適切だと思いますが、いかがでしょうか。

【都築委員】

入れられるのならどちらでも構いません。

【会長】

文章はこのままでいいですか？

【高柴委員】

四季折々の花という言葉を入れたらどうでしょう。先日も環境課からたくさんの花をもらってみ

んな喜んでおります。

【都築委員】

そのほうが行ってみたいなという気持ちがわいてきますね。

【石田良子委員】

P25のごみの排出量ですが、前回は確か減少していますということだったと思うんです。今回は
図がなくてわからないですが、26年度は増加に転じていますと書いていますが、どこの時点からで
すか？

【事務局】

25年度までは減少していますが、26年度は増加しています。
【石田良子委員】



それは何か原因があるのでしょうか。人口の増加とか。

【事務局】

一人当たりなので人口には左右されないですが、永遠に減少するのは不可能なので、ある程度の

ところで落ち着くのは道理でして、下げ止まりと見ています。

【石田良子委員】

この図では企業の取組は見えてこないですか？過剰包装をなくすとかいろいろ取組をしていると

思うんですけど、市民だけではなくて企業はどうなんでしょう？

【事務局】

前回の資料だと総排出量で事業系と家庭系でごみの量をそれぞれ集計したグラフを載せていまし

たが、それによると事業者も概ね減少傾向ですね。一人当たりのグラフに変更したのは、前回のご

指摘を受けたのと、総合振興計画でも一人当たりのごみの量を載せていますので、同じグラフを使

いたいと思ったからです。図はこれから作図するのですが、このようにさせていただきました。

【石田良子委員】

気になったのですが、一人当たりのごみの量が少しくらい減っていたとしても、人口が増えてい

るので、ごみの総量も増えているんじゃないですか？身の回りでは増えているように感じます。

【事務局】

前回のグラフだと微妙ですが増えてはいないです。平成21年度から若干上下はありますが、ほ
ぼ横ばいですね。

【石田良子委員】

人口は増えているのにごみが増えないのはいいことですね。

【船田委員】

総量は25年度から26年度で減っているんですよね？人口は増えているんですよね？一人当たり
の排出量が増えるのはありえないのではないですか？

【事務局】

確かにご指摘のとおりですね。すみません。総合振興計画の中で使われたデータを持ってきたの

ですが、おそらくデータの中に何かしらの齟齬があると思うので確認します。

【会長】

他に意見がないようでしたら、第３章の説明をお願いします。

【事務局】

第３章について説明させていただきます。※資料第３章の赤字部分について説明。

新たな緑の創出についてや最近の気候変動などによる災害を受けて安全でという概念を環境づく

り市民会議での議論を受けて追加しています。その他、文言の精査を行っています。作図は業者に

依頼します。

【会長】

第３章は文章もありますが、変更はこの図内だけですか？

【事務局】



はい、そうです。

【都築委員】

和光市は快適環境都市をうたっていますが、あの言葉は使わなくていいのですか？

【事務局】

総合振興計画の中では将来都市像として使っていますが、あちらの意味合いは和光市全体を通し

て快適環境都市とうたっています。環境基本計画は環境分野の計画ですので必ずしもそのまま持っ

てこなくてもよいもので、環境分野は環境分野というようにそれぞれの分野を進めて、全体で快適

環境都市というようになっています。

【会長】

今回の変更点は全て市民会議で出た意見でしょうか？それとも事務局提案ですか？

【事務局】

すべて環境づくり市民会議での修正です。

【原田委員】

望ましい姿１の方針３のところに記載されている水道道路周辺の景観は、保存しなくてもいいと

思うんですが。どの景観を言っているのですか？

【高柴委員】

私もそう思いますね。ここを通った人はそこが望ましい景観だとは思えないと思う。

【事務局】

当初の策定のときに、策定委員会で和光市の環境で問題になっている箇所を車で回りました。特

に和光高校から板橋方面に向かった下新倉周辺は、もともと新倉田んぼといわれていたところです

が、田んぼが埋め立てられ、農地の転用が進んできている状況で、非常に環境がよくないという問

題がありました。特に問題となっている残土置き場等もありますので。そういったところの景観の

悪化を防ぎたいという趣旨で入れました。水道道路周辺というともう少し新倉側からもありますの

で、ターゲットはどちらかというとそちらなんですが。今、区画整理を行っているんですけど、調

整区域の畑が特に問題になってきております。水道道路周辺などの景観を「保全」、というより「改

善」にしたほうがいいのか。あるいは水道道路周辺というのをもう少しターゲットを絞ったほうが

いいのか。議論が分かれるところですが。第二次の当初にこれを入れた意図というのは、そういっ

た問題意識の中から景観を保全したいということです。

【船田委員】

第２章P9では、水道道路沿いには、残土、廃材、資材置き場が点在し、農地景観が悪化してい
るとあるが、この部分に対応する？この言葉をそのまま使うのであるとすれば、農地景観を保全す

るというか。

【原田委員】

10年前と状況はだいぶ変わっているからね。10年前はこのままでよかったけれど。
【会長】

まとめると、方針３の美しい景観の保全と育成というのは、和光市全体での美しい景観といって



いるけれど、その中で特に水道道路周辺というのを問題視して、同時に全体を守るんだという意識

ということですよね？あくまで水道道路の景観を保全といっているわけではないですよね？

【事務局】

おっしゃるとおりです。水道道路周辺が特に悪化しているというのがありまして、このように入

れています。

【高柴委員】

アグリパーク周辺のことを一般では何と言ってるんですか？

【事務局】

アグリパークか坂下土地改良区と言っています。

【高柴委員】

水道道路という言葉を何かに置き換えたら？

【原田委員】

あそこは泥が堆積しているところもあるしね。

【事務局】

そこが一番問題だったところですね。

【都築委員】

これを現状を知らない人が読んだときに、水道道路を保全すると書いてあったら素敵なところだ

と思ってしまうと思うんです。現実に即した表現にした方がいいですね。

【会長】

皆さんから出た意見をうまくまとめられそうですか？それともご勘弁願いたいというところです

か？

【事務局】

検討してみます。元はのどかだったが、農地転用が進み残土置き場などが増えてきており、そこ

をまたのどかな景観にしたいという趣旨です。今すぐにはいい案が出ないですが検討してみます。

【会長】

これはフリーディスカッションで予定してる部分とも絡んできますね。では第４章の説明をお願

いします。

【事務局】

それでは第４章について説明させていただきます。※資料第４章の赤字部分について説明。

審議会での議論を踏まえて似ているものをまとめて施策を集約しています。また、数値目標の記

載を更新し、施策の表も当初あった着手時期の記載を残りの計画期間が５年間ということで削除し

ています。その他、審議会や環境づくり市民会議でいただいたご意見をもとに変更しています。

【船田委員】

それぞれの施策の中で５年以内、５年以上の着手時期の記載はいいだろうということだったが、

以前は出てきていて今回は出てきていないものはあるのか？５年以内に着手されなかったものは除

いているんですか？



【事務局】

全くの削除はひとつだけあります。

【船田委員】

その他は言い方を変えているだけで出てきているんですね？

【事務局】

そうです。

【会長】

ひとつだけというのは？

【事務局】

土壌汚染および地下水汚染の調査の実施についてです。これは埼玉県の所掌事務なので削除して

います。

【船田委員】

数値目標のところで、以前は過去と現況と27年、32年の目標とあったが、27年の目標値と26
年の実績は両方見るとどのぐらい進んでいるかわかると思うが、それを何らかの形で提示していた

だけますか？目標通り進んでいるのか見る必要があるかと思うんですけど。

【事務局】

総合振興計画の中間見直しを行う中で、各数値目標の適切なあり方や評価は各所管課が進めてい

ます。今回は出していなかったのですが、次回までに資料は作成可能です。

【会長】

大体の達成状況を言葉で表すとどうでしょう？

【事務局】

もともとの数値設定が努力すればクリアできる設定だったので、一番重要と思われるP37緑地の
整備面積の目標は相続等の発生でふれあいの森が何箇所か宅地化されたので下回っていますが、後

はほぼ目標に近いところにいっています。P46の温室効果ガス排出量は排出係数の増加に伴いあが
っています。

【会長】

はい。大体は分かりました。他にはどうでしょう。

【都築委員】

環境って美しいってことが大事だと思うんです。安全でという文言が加わりましたが、美しい環

境というのはどうでしょう？

【事務局】

望ましい姿１の方針３で美しい景観と入っているので、望ましい姿２のほうには違った観点から

の取組で入れています。

【鈴木委員】

P37の目標には緑被率の目標はないんですか？
【事務局】



平成23年に補助金を受けて調査をしましたが、その後同じやり方での調査が難しく、検証が出
来ないというのが一つと、市全体の緑について市の取り組みで向上できる部分と市ではコントロー

ルできない部分とがあり、目標として設定しづらいという二つの理由からこの目標にしています。

【鈴木委員】

平成26年度の実績では緑地の整備面積は数字が下がっていて、平成32年に倍近い目標を掲げて
いますが大丈夫ですか？何か見込みがあるのならいいんですが。

【事務局】

この目標値には具体的な大規模な斜面林が入っていて、そこを保全してふれあいの森のようにで

きたらいいなということでこの数字にしています。地主さんがいることなので、実現するかは今後

の展開次第でなんとも言えませんが、一応ターゲットがあります。そこが整備できれば達成できま

す。

【会長】

そこが万が一だめなら到達しない？

【事務局】

そこがだめだと全然いかないですね。

その他

【会長】

他にないようでしたら水道道路周辺の市街化区域の問題についてフリーディスカッションをした

いと思うのですが、いかがでしょうか。和光市の環境審議会では従来から皆さんから提案があれば

フリーディスカッションをしていました。ちょうど先ほどの望ましい姿１の議論の部分にもつなが

ってきますのでやりたいと思います。事務局から説明をお願いします。

【事務局】

では先ほど配布した水道道路周辺の市街化調整区域の環境問題についてのレジュメを見てくださ

い。市街化調整区域の土地利用状況についてということで、和光市は都市計画法に基づいて全域が

都市計画区域になっております。その中で市街化区域と市街化調整区域に分かれております。市街

化調整区域というのは、市街化を抑制すべき区域と都市計画法で定義されています。具体的には、

建築物等は規制されていて原則建てられない区域になっています。和光市でいいますと北側の畑が

広がったエリアが該当します。お配りした平成22年度の都市計画基礎調査の土地利用現況図をみ
ていただくと、今特に問題になっているのが、新河岸川（茶色い部分）の右下の、下新倉地区の調

整区域です。農地が広がっていたところが、転用が進んできて、資材置き場や駐車場、残土置き場

や産廃処理施設などが増えており、景観が悪化していると問題視されているところです。

続きまして農地転用について簡単に説明いたしますと、農地は農地法に基づき農地外に利用する

には許可が必要になります。市街化調整区域の農地転用に関しては、農業委員会を経由して、県知

事が許可するということになっております。農地の許可も集団的な農地ほど厳しくなっていまして、

市街化が進んできたような地区はちょっとゆるい状況になっています。いずれにしても転用申請は



農業委員会に提出されて、農業委員会の審議を経て意見を付した後、県に行きまして、最終的に県

知事の許可ないし不許可という流れで成り立っています。そこで問題になっているのは、当初は駐

車場に利用したいということで転用されるんですが、それが何年か経って資材置き場になったり、

別のもっと景観の悪い施設に変わることがたびたびあることです。農地は農地法の規制があり、許

可制度になっているんですが、いったん許可が出て農地外になったものに関しては、その次の規制

がないのです。一度審査が通ってしまえば、その後は規制が及ばないという状況です。そこで、農

業委員会がもっと厳しく審査すればいいんじゃないかというご意見もあるんですが、農地法の許可

制度は農業委員会や県が自由裁量で許可を行っているわけではないので、設けられている許可の基

準さえ合っていれば好ましくないものも拒否する権限がありません。転用事業者は農地の転用を申

請するにあたっては許可基準に合った形で事業を計画しておりますので、それを止めるというのは

制度的には不可能です。

最後に、次第３番の市長マニフェストについてですが、松本市長が市長マニフェストを政策実行

計画ということで多く掲げております。その中に調整区域の環境改善も盛り込まれています。これ

については、和光高校の前の残土置き場がかなりひどい状況でしたが、残土条例を定め厳しく指導

いたしました。ここ2年くらいは残土の積み上げもそう悪くない状況で推移しており、ある程度条
例の効果があったものと思われます。だた、農地の転用に関してはなかなか歯止めが利いてないよ

うな状況で、どんどん景観が悪化しています。今年度、環境課で何らかの対策を検討することにな

っており、市長とも相談して来年度以降どんな対策が実行出来るのか考えていく予定です。

市街化調整区域になぜ残土置き場や資材置き場といった施設が多いかについては、隣接する東京

23区は市街化調整区域がないからです。市街化区域は基本的に住宅地になりますので、残土置き場
や資材置き場というのは住宅地の中につくると苦情が多くて仕事になりません。そこでそういった

業者は住宅地にならないところに土地を求めてきます。そうなると都内で仕事をしているところは、

東京に一番近い調整区域ということで和光市にやってきます。調整区域は建物が建てられないです

が、資材置き場や残土置き場は出来ますので、どうしても地理的な条件で必然的に求められて、そ

れが進行して現在の状況になっております。

【会長】

それでは、望ましい姿１、２にも絡めて議論していきたいと思います。いかがでしょうか。

【石田秀樹委員】

ずいぶん丁寧に説明していただきましたが、まったくそのとおりでございます。農地が２００ヘ

クタール以下ですと農業委員会は設置しなくていい市ということになっていますが、和光市は市長

の裁量で設置しております。無くなると審査するところも無くなってしまいますので、どんどん開

発が進んでしまうのではないかと思っておりますが、風前の灯かなとも思っております。しっかり

やっていかないと、乱開発になってしまうと思ってやっていますが、残念ながら申請があった場合、

審査はしますが、法律的に問題がなければそのまま可決されてします。一度県の許可が下りてしま

うと、農地ではないので、次のところに変わられてしまってももう何も言えません。以前許可を出

したところがどうなっているか出来るだけ見回るようにはしていますが、中にはちょっとこれはと



いうところがあるのが実情でございます。新倉の土地改良事業のところは厳しいので、違う業種に

転用は難しいと思うんですが、下新倉地区のほうは毎月のように転用申請が出ています。今、小学

校が建とうとしていますが、あそこは調整区域です。住宅だったらいいのですが、あの学校の周り

にはトラックの車庫だったり重機の業者だったり、ああいったものしかできないので、そういう業

者が増えてるんですよ。子どもたちが通学しなきゃいけないところにそういう業者じゃないと転用

できない。なにかうまい方策はないのかなと思ってはいるのですが。調整区域は今あるだけなので、

線引きで市街化区域にすると調整区域が減ってしまうので、うまく規制がかからないかなと思うん

ですけど、皆さん生活だったり納税だったりがあるんで、転用して貸さなきゃなかなか大変なこと

もあるんで、止められないんで、ぜひ皆さんからの意見を参考にしていいほうにもっていきたいの

でご審議よろしくお願いいたします。

【会長】

転用するときに、一回目の転用が目的ではなくて、その後の自由な転用が主目的で最初の転用を

することが多いと理解していいんですか？

【石田秀樹委員】

二つあって、地主が開発資金を出して、そこに借り手がつくのと、地主が業者に貸して、業者が

開発して、そのまま使うのとがあります。業者が土地を借りて自分たちでやると、その土地はその

業者が借りたとはっきり分かるんですけど。土地の地主さんが開発してそこに誰かが来ると、借り

ている人が入れ替わってしまうともう誰が借りているのかわからなくなってしまうと。その辺のと

ころで余計に複雑になっていますので、県としては業者に直接貸して下さいとなっています。

【高柴委員】

農地の税率と駐車場にした場合の税率はどのくらい違いますか？

【事務局】

調整区域ですと農地はかなり安いので相当上がりますね。上がりますが、貸せば賃料が入ります

ので。

【石田良子委員】

又貸しされると困るということですよね？

【石田秀樹委員】

借りるときはいい業者だけど、あっという間に違う業者に変わっちゃったりするんですよね。

【高柴委員】

私の家の前にもあって、あんまり酷いんで調べたんですが、又貸し又貸しで行き着かないんです

ね。地主さんも現状誰が借りているのかわからないみたいですね。

【石田秀樹委員】

賃料が止まってくれればいろいろな方策があるんだけど、お金だけがちゃんと入ってきちゃうと

手の施しようがなくなっちゃったりするみたいですね。

【原田委員】

建物は立たないんでしょう？



【石田秀樹委員】

基礎がある建物は建たないんですけど、トレーラーハウスっていう手段があって、下にタイヤが

付いていると、業者にこれは建ててないと言われて、そういうのはよかったりしますよね。

【会長】

市長のマニフェストにはどのような考え方がうたわれているんですか？

【事務局】

荒川周辺地区の環境改善という項目があり、荒川周辺地区の環境整備と再生に努めるとあります。

荒川周辺地区というのは、主に下新倉の水道道路周辺の市街化調整区域を指しています。一番重点

を置いていたのが、先ほど申し上げた和光高校の前の残土置き場の問題でしたが、それは条例で規

制して、改善されてきています。それ以外の農地転用の進行については止めるのは難しいところで

すが、何とかしたいという考えです。

【都築委員】

なぜ住宅がいけないんでしょう？

【事務局】

市街化調整区域の主旨ですが、畑が多いところにばらばらに住宅を建てると、インフラを整備す

るのに効率が悪く不具合が生じるので、それを抑制するというものです。問題は、市街化調整区域

は構造物だけの規制なので、駐車場や資材置き場はできてしまうということです。農家の方も農業

収入だけだと大変ですので、資産活用の面で、住宅以外となるとどうしてもそういった業者がター

ゲットになってしまいます。業者のほうも都内の住宅地には作れませんので、一番近い調整区域で

ある和光市がターゲットになってしまいます。

【都築委員】

耕作をやりたくない理由は何なんでしょう？

【石田秀樹委員】

税金も払えて生活も大丈夫で体が元気なら農家をやっていたいという人は結構いらっしゃるんで

すけど、自宅の固定資産税もあるし、貸したほうがそれだけで収入になるし農地管理もしなくてい

いですし、そういった人がだんだん増えてくるのはしょうがないと思います。あと相続ですね。相

続があると売らざるを得ないということで、建物が建たないところであれば、許可さえもらえれば

比較的簡単に売却もできるので、なかなかそれをとめる手段がないのが実情ですね。

【鈴木委員】

市街化調整区域を塗り替えてしまうことはできないんですか？今どき農地保全は時代と逆行して

いきつつありますよね。都内にそれが無いということは、和光も調整区域を無くしてしまう方法も

あると思うんですけど。

【事務局】

市街化調整区域を市街化区域に編入するという考え方はもちろんあるのですが、農地は市街化区

域になると固定資産税が上がります。宅地並みになると相当上がるんですが、市街化区域は生産緑

地という選択肢もあります。しかし、生産緑地にするには面積の要件があったり、規制があります



ので、農業の環境としてはどうかというのが一つ。また、市街化への編入は和光市の一存では決め

られず、県の意向によるところがありまして、駅から何メートルであるとか宅地化の状況とか基準

があって、市の権限だけでは決められないところがあります。

【都築委員】

これから学校も建ちますし。いきなり市街化にしたら地主さんが大変だと思いますが、領域を狭

めたりとか何とかできないんでしょうか。

【事務局】

県との調整が必要ですし、すぐにとはいきませんが将来的には有力な選択肢の一つです。しかし、

全部を市街化することは出来ません。市街化区域に近いほうから少しずつ市街化していって、調整

区域がどんどん北にずれていくが、そちらのほうでどんどん転用が進み、景観が悪化してしまうと

思います。全面的な解決はなかなか難しいところです。

【会長】

大変難しい問題ですね。これからの審議の日程はどうなるのでしょう？

【事務局】

１２月終わりから年末年始をはさみパブリックコメントを予定しています。それに先立ちまして、

見直し案に関する説明会を１２月２２日（火）19時から602会議室で予定しています。1月下旬に
環境づくり市民会議がございますので、その後の２月上旬に最後の審議会を予定しています。パブ

リックコメント後の意見を踏まえ、修正案を審議していただきたいと思います。通知は追って差し

上げます。

【会長】

それでは、本日の審議会を閉会したいと思います。

３ 閉会

【原田委員】

２時間は結構長いですね。本日は長時間にわたりお疲れ様でした。また全員出席でがんばりたい

ですね。どうもありがとうございました。


