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【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３回和光市環境審議会を開会いたします。なお、石田良子委員については遅刻

または欠席になるとの連絡をいただいております。

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。

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１章、第２章、当日の資料として、第３章、第４章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。

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】

それでは第２次環境基本計画中間見直しについて説明いたします。※資料第１章の赤字部分につ

いて説明。

見直しの背景や課題など環境づくり市民会議で出た意見を反映したり、前回の計画からの変更点

を主に修正しております。

【会長】

持続可能な社会を目指す取組が大きな課題になっているということで、これは環境づくり市民会

議で議論した結果、取り入れてほしいということになっておりますので、そのことを重く受け止め

我々も審議していきたいと思います。内容について、質問等がありましたら伺いたいと思います。

【都築委員】

喫緊という言葉は始めて聞きました。どういう意味の言葉ですか？

【事務局】

行政、政治上ではよく使われる言葉です。緊急よりさらに切迫した状況を表すのに使います。

【会長】

市民にも分かりやすくもう少し身近な言葉にしてもいいかもしれません。都築委員のほうでよい

言葉があればお伝え下さい。事務局として環境づくり市民会議に出席していて印象的だったことは

ありますか？

【事務局】

先ほどの持続可能な社会の実現のことや気候変動を受けて災害が多発していることへの市民の不

安など、環境施策としてどうつなげるかというところを議論しています。

【会長】

先日も常総市の水害などがありましたが、災害を何でもかんでも地球温暖化につなげることはど

うかと思うが、このまま地球温暖化が進めばかなり災害に影響してくるというのは専門家の間では

共通の認識になっています。我々の間でも地球温暖化の問題が起こり始めたという印象はかなりあ

るかと思いますが、そういうのを受けて盛り込んでほしいものがあれば言ってください。

【高柴委員】

市の考えが十分伝わってきていいと思います。昨年の集中豪雨は今までにない雨で、あれ以降市

の対応が早くなったように感じるが、もっとすごい雨の予報が出たときに市はどう対応するのか？

【事務局】

危機管理室という部署での対応となりますので具体的には申し上げられませんが、予想されるの

は防災無線での呼びかけや避難所の開設などが迅速に行われると思います。

【高柴委員】

昨年は避難所の開設はしましたか？

【事務局】

昨年は開設していません。昨年の水害を受けて、1時間あたりの降雨が50㎜以上の予報が出れば



駅前出張所に道路安全課職員が待機し、それ以上の降雨があれば的確に道路を遮断するなど対応が

出来るよう体制を整えています。

【会長】

堤防が決壊した場合、市ではどの程度の被害を考えていますか？

【事務局】

具体的な治水対策は県等が所管し対策していますが、危機管理室がハザードマップを作成してい

ます。

【会長】

常総市のような状況を想定して見直しを変えていくのは難しいと思うが、意識することは必要だ

と思います。

【船田委員】

ハザードマップはいつ作られたのですか？

【事務局】

だいぶ前からあります。何度か改定されていると思います。

【会長】

先日常総市を歩いてきたのですが、あのまちがこんなになってしまうのかと驚きました。和光市

でも備えは必要だと思います。

【秋葉委員】

国も地球温暖化問題については緩和策だけでは対応できないので適応策も立てているようだが、

市では水害以外の温暖化の問題で熱中症の被害は出ていますか？

【事務局】

市内での死亡例は聞いていません。環境づくり市民会議でも指摘されていて施策などに盛り込め

ればと議論しています。

【秋葉委員】

市では適応策より緩和策に重点を置いている感じですか？

【事務局】

環境課が所管している環境基本計画の施策の中では、従来行っている地球温暖化対策を進めるこ

とによってそういったことにも貢献していきたいと考えています。熱中症や水害などの適応策は別

部署で扱っています。適応策については国の新たな動きがあればそれに応じて変えていきたいと思

います。

【会長】

続いて第２章について事務局より説明して下さい。

【事務局】

それでは第２章について説明いたします。※資料第２章の赤字部分について説明。

グラフや表を最新のものに差し替え、それにあわせて文言を変えているのと、最近の状況の変化

に応じて加筆・修正しています。二酸化炭素の排出量については和光市地球温暖化対策実行計画に



基づき市域全体から排出される排出量について項目を新たに追加しました。それに伴い埼玉県全体

の排出量の項目も追加しております。埼玉県は近年上昇傾向にある排出係数を固定して県民の努力

を分かりやすい形にして排出量を算出しておりまして、それを需要側の排出量と定義し、それを減

らすことを目標に掲げています。その他、環境づくり市民会議で出た意見等を反映しています。

【会長】

P23とP25の和光市域と和光市の事業の違いが分かりにくいので説明して下さい。
【事務局】

和光市地球温暖化対策実行計画区域施策編は、市役所だけでなく市民、事業者などを含め市全体

の二酸化炭素排出量の施策や状況について目標が掲げられている計画になっておりまして、P23は
それに基づいて記載されています。P25は総務課が所管していますが、市の事業に基づく排出量の
状況が記載されています。排出係数の増加に伴い数値が増加しています。

【石田秀樹委員】

P24埼玉県の温室効果ガス排出量の需要側とはどういうことですか？
【事務局】

県内の事業者や県民などの使う側の排出量を表してします。通常の計算方法だと、排出係数が増

加すれば電力を使う量が変わらなくても二酸化炭素排出量の数値が増加してしまいますが、排出係

数を2005年時点での値に固定し、電力使用量の増減で排出量を比較できるように計算しています。
【石田秀樹委員】

発電方法を考慮せず電力の使用量を基に計算しているということですね。

【都築委員】

今の説明を聞いていて、21％削減すると書かれていますが、どうやったらこんなに下げられるの
でしょう。

【事務局】

直近の数字では2013年度に県内全域で8.9％削減（2005年度比）されています。2020年までに
さらに10％以上削減することが必要で、それを目標に県ではいろいろな取組をしています。
【会長】

かなり難しいことだと思います。原子力発電や再生エネルギーだとほとんど二酸化炭素は出ませ

んが、今はほとんど火力発電に頼っています。今、我々が使っているエネルギーはかなり二酸化炭

素を排出し温暖化を促進しています。電力の発電方法を変えて排出量を削減するのは難しいので、

県が需要側に出来ることは何だろうと考えているわけですね。

【都築委員】

それが伝わってこないですね。

【事務局】

需要側の説明を加筆したいと思います。

【高柴委員】

各家庭の照明をすべてLEDに変えたらどうでしょう？



【事務局】

全体の中で照明に使われる電力がどのくらいか分からないですが、それなりに効果はあると思い

ます。

【秋葉委員】

P13の湧水のところで言いたいことがよく分かりません。湧水の保全が経済的負担になることや
防災上の配慮など書かれているが、だからどうしたいかなどその目的や結果がよく分からない。経

済的負担はどのくらいなんですか？調査をしたみたいですが水量の調査などはしているんですか？

【事務局】

水量の調査はしていません。ここでは経済的負担などの課題を現況としてあげています。これを

第4章以降の施策としてあげています。また、平成26年度の調査が終わり、現在は地下水の災害
時の利用について危機管理室で検討しているところです。

【秋葉委員】

井戸は自分の意思で掘るもの。湧水は勝手に湧き出るもの。それを同立に書くのはどうなのだろ

う。井戸を災害時に使おうという動きは全国でもあるが、それは防災の問題であって、自然環境と

しての湧水のところに井戸や防災のことが出てくるのは違和感があります。

【事務局】

井戸を項目としてどこに記載するのかは微妙なところでして。湧水も井戸も地下の水脈から出て

いて、地下水を保全することにより湧水も井戸も守れます。自然環境を保全するという同じ施策が

湧水や井戸の保全につながっているということでこちらに一緒に記載しました。

【秋葉委員】

地下水の保全であればそういうことを書いてほしいですね。災害対策で地下水は非常に需要が高

まってきています。井戸には飲用や生活用水とあるかと思いますが、飲用の井戸はありますか？

【事務局】

正式な飲用井戸はないです。聞いてみるとちょっとした飲用に使っている人はいるみたいですが、

飲用検査はしていないので自己責任で飲んでいるようです。我々は個人で使用している井戸を地下

水を保全することで活用できないかということと、湧水自然環境を保護したいということでこちら

に記載しました。

【秋葉委員】

そのあたりの説明も盛り込んでもう少し分かりやすく加筆して下さい。

【事務局】

地下水の保全が湧水や井戸につながるというようなことを加筆します。

【鈴木委員】

タイトルの所有者区分というのは少し違うかなと。湧水は和光市の特徴的な自然で貴重な状態で

す。こんなに湧水がたくさんあるまちはめったにありません。そこをもう少しうたった方がいいと

思います。また、⑬の湧水が三つに分かれているのでナンバリングし直して図も分かりやすくした

方がいいと思います。



【事務局】

この湧水の図は古い図なので番号を振り直し分かりやすく修正します。項目のタイトルは環境づ

くり市民会議でも議論に出たところで、適切なタイトルに変更します。また、特徴的な自然として

湧水が多くあることも追記します。

【会長】

現状だと特徴については書かれていないのでその辺も含めて追加して下さい。

【高柴委員】

P12冨澤湧水ところの写真とP35市民ボランティアの写真は差し替えますよね？
【事務局】

差し替えます。

【船田委員】

P14緑被率の上の表と下のグラフの違いは何ですか？
【事務局】

下のグラフは課税課で管理している地目別の緑の値を表したものです。上の表は航空写真を基に

緑を抽出し比率を出したもので、地目にとらわれず、街路樹や屋敷林などは緑として計算されてい

ますし、畑でも茶色いところは緑に含まれていません。

【船田委員】

P15の他市の緑被率は和光市のと同じ出し方ですか？
【事務局】

細かいところでは違うと思うが、航空写真を使った点では同じだと思います。

【船田委員】

緑の状況のグラフについては、宅地の草地や街路樹などが入っていないということなので緑の割

合という表現では語弊があるようなので考えないといけないですね。このグラフを出しているのは

これが一番分かりやすいからですか？

【事務局】

緑被率の調査なのですが、航空写真での調査はお金がかかるのでなかなか継続して調査するのは

難しく、推移が分かりにくいです。地目別ですと緑の推移が分かりやすいのでこちらの数値を使っ

ています。

【船田委員】

前回より緑被率の数値が上がったようだが、これは調査方法が違うからか？

【事務局】

平成9年の調査では街路樹などはほとんど拾えていないが、21年度の調査では街路樹を上から見
たときの緑の広がりまでかなり細かく抽出しているので数字が上昇しています。

【船田委員】

そういう意味で他市より緑が多いんですかね。他市の緑被率と並んでいると和光市は緑が多いと

いえるようだが。



【事務局】

緑被率の共通の調べ方がないのでそれぞれの自治体のやり方で調査しており、単純な比較は出来

ない状況です。

【会長】

つづいて第３章、４章について事務局から説明して下さい。

【事務局】

それでは第３章について説明いたします。※資料第３章、４章の赤字部分について説明。

第３章では望ましい姿を掲げており、体系に変更はありません。緑地の保全が重要な方針ですが、

都市化が進む中でそれだけでは緑は増えていかないということで、新たな緑の創出として都市緑化

について盛り込みました。

つづいて、第４章についてですが、環境づくり市民会議の中で出た意見ですが、自然環境の保全

の考え方の部分で、緑地の保全に関して開発を止めるのは難しいですし、かといって緑地を全て市

が買い取ることも財政的に困難です。自然環境を守るためには多様な施策の立案や実施の仕組みづ

くりが大事ではないかということで、財源がない中でいろいろな工夫をしていきましょうというこ

とで追記しました。その他数値目標の概数化や見直し、機構改革による施策の所管課の変更、空間

放射線量の測定の施策追加等を行っています。

【都築委員】

P58の登録団体数を増やしている根拠はあるんですか？
【事務局】

やめた団体があれば新規の団体もあります。あくまで目標値であって具体的な当てがあっての数

字ではありませんが、活動の高まりを受け団体数を増やしたいと思っています。

【会長】

P36の施策体系のところで項目が一つ増えていますが、大きいところは変えない方針だと思って
いましたが、このくらいであれば指摘があれば変更可能なんですか？

【事務局】

緑の創出については施策自体は増やしておらず、もともとあった緑化の施策を強調する形で別項

目として分けて提示しました。財政事情もありますので新たな施策をどんどん増やしたりするのは

難しいですが、基本計画の姿勢としてこういうところを強調したいなどは取り入れることは可能で

すので言ってください。

【船田委員】

数値目標について平成27年度の現状値を知りたい。
【事務局】

現在調査中でして、現状値と目標値について次回の会議に示させていただきます。なお、第４章

の施策のところですが、現在環境づくり市民会議で１０１の施策を集約し、分かりやすく出来るよ

う議論しているところです。こちらについても次回の会議に示します。



【石田秀樹委員】

都市緑化の推進とあるが、私も農業委員会から来ておりますので、農地等いろいろやって緑化を

進めているのですが、農地も二酸化炭素の吸収に貢献してるんじゃないかと思うんですね。その点

をぜひ入れてもらいたいなと。

【鈴木委員】

望ましい姿２の方針１の地球温暖化防止のための樹林地の保全のところでしょうか。

【事務局】

P46やP48の地球温暖化対策のところに直接ではないですが少し記載してあります。こういった
ところに入れ込む感じですかね。

【石田秀樹委員】

樹林地もそうだが、農地ともはっきりと入れてほしいですね。

【都築委員】

それは賛成です。きちんと言葉で入れたほうがいいと思います。

【高柴委員】

農業をやっている人も、計画に明記してあることで地球温暖化に貢献しているんだと喜ぶと思い

ます。

【事務局】

P46に追記する形で検討します。
【秋葉委員】

P26⑦の家庭系のごみの排出量で、人口が増える中ごみの排出量は減っており、これはものすご
く努力している結果だと思います。このことをもっと強調した方がいいのでは。一部増加している

年もあるがこの記載は必要ないでしょう。また、数値目標では一人当たりのごみの量を目標値とし

て掲げているので、家庭系のごみの量は一人当たりの数値にした方がいいと思う。

【事務局】

所管課と相談してその方向で調整します。

【都築委員】

P16に越戸川の説明がありますが、市民ボランティアによる遊歩道についてぜひ入れてほしいと
思います。前は汚かったが今は花も植えられてとてもきれいになり市民の散歩道にもなっているん

です。

【事務局】

P16かP36の⑤のどちらかに検討して入れます。
【都築委員】

絵になる風景なのでぜひ写真も入れてください。

【鈴木委員】

P31⑬河川の水質では汚濁の説明だけで、グラフの流量の説明はほとんどないのでもう少し説明
したほうがいいと思います。



【事務局】

P32のグラフの土橋の値が高いことも含めて説明を追記します。
【秋葉委員】

どうしてBODが108も出てしまったんですか？
【事務局】

原因は分かっていません。土橋は越戸川の最上流部で水源は朝霞側からも来ているのですが、和

光市側だと大きいのは自衛隊駐屯地の浄化槽と、もう一つが自衛隊官舎の高層棟の浄化槽です。場

所的にそのどちらかかなと考えられます。自衛隊の駐屯地の中は担当者が常駐し監視していますの

で、そちらではない可能性が高いのかなと。いずれの浄化槽も法定検査はしているので、何らかの

一時的な不具合で汚染されてしまったのではないかと思われますがはっきりは特定できませんでし

た。

【高柴委員】

土橋の上流には湧水がほとんどなく、この橋の下流から湧水が流入しているので余計に数値が高

くなっているんですね。

【秋葉委員】

ほんとに処理されていない水が流れているとなればこの河川には近づかないほうがいいですよね。

【事務局】

ちなみに平成27年度は良好な数値を示しております。
【秋葉委員】

分析機関はどこですか？

【事務局】

外部委託で環境管理センターにお願いしています。

【秋葉委員】

こんな数字が出るのは異常なことなので再度計測したりすると思うのですが。

【事務局】

現場に行った業者によれば、この日はスカムが浮いていたそうです。ばっ気がうまくいかずその

まま流れてしまったのかもしれません。

【秋葉委員】

そこにある浄化槽が原因だったら浄化槽の維持管理をきちんとするよう指導しないといけないで

すね。

【事務局】

このときは原因は確定しなかったんですけど、考えられるところは聞き取りをし、今後問題ない

ように指導しました。浄化槽の状態を常に良好に保つのは難しいことなので継続的に見守りたいと

思います。

【会長】

このときは市民に対しどのように報道したのですか？



【事務局】

記者発表などは特段していません。このときは原因と思われるところをあたったような状況です。

この下流から湧水が大量に流入してきておりまして、この日も下流では基準値以下になっていまし

た。

【秋葉委員】

水を扱ってる人から見ればありえない数字で、希釈されて５以下になったとしても細菌やらはい

るわけですからね。108は活性汚泥並みの数字ですから。この値は平均値ですか？
【事務局】

年5回調査している値の平均値です。一番酷い値は108を大きく超えていて、同日下流では数値
が1.3になっており、随分希釈されたようです。
【秋葉委員】

平均ならそうと明記しないとダメですよね。

【高柴委員】

毎年埼玉県の調査で越戸川の調査をしているんですが、ここ数年は非常にきれいな水だというこ

とになっていますよ。

【会長】

今まで報道されていなかった本件が今回の計画書を通じて初めて公表されるんですね。

【事務局】

調査結果については市のホームページに掲載しています。

【秋葉委員】

もっと説明しないといけないですね。希釈されて問題ないなら問題ないでそう説明しないと。処

理されていない下水が流れていた場合、ノロウイルスや人畜共通の感染症の問題もいろいろ出てき

ますからね。希釈されて数値として問題ないにしろ確率は低くても細菌類はいますからね。間違っ

て飲んだりしたら大変ですよ。

【高柴委員】

注釈にも23年度はこういうことがあったんだということを入れたほうがいいですね。数字だけ
が一人歩きしたらこわいですから。

【会長】

毎年和光市の環境について出してますよね？そこには出ていないんですか？

【事務局】

それを作り始めたのは平成25年度からです。なのでこの数値が公表されているのはホームペー
ジでのみですね。この部分で詳しく記載していなかったのは原因が不明でしたし、原因と疑われる

ところには指導対応しましたので、それ以降はこうした数値は出ておりませんし。なかなか詳しく

は書きづらいところではありますが、安全の基準はないですし、今だって飲んで平気なわけではな

いですから。検討して対応したいと思います。グラフはきちんとした形で示します。

【会長】



いずれにしろ事実は事実としてきちんと公表して説明をするというのが大事です。大変なことが

起こっていたのだときちんと説明して下さい。

その他

【会長】

そろそろ４時になりますのでこのへんで質疑は終わりたいと思いますが、事務局今後の予定につ

いて説明して下さい。

【事務局】

次回の審議会は11月下旬を予定しております。12月にパブコメを行い、1月下旬か2月上旬に
最後の審議を行う流れです。詳細は追って通知を差し上げますのでよろしくお願いします。

３ 閉会

【原田委員】

2時間という長い間でしたがお疲れ様でした。さっきの川の話は子どもが入ったり、鮎が獲れた
りしているみたいだけど、それは問題ないんですかね？今日はほんとうにありがとうございました。

【大野環境課長】

長時間にわたりいろいろとご意見いただきまして誠にありがとうございました。


