
第２回 和光市環境審議会 会議録

日 時 平成２７年６月２６日（金）１４：００～１６：００

場 所 市役所６０２会議室

出席委員 横山裕道、秋葉道宏、船田孝司、石田良子、石田秀樹、原田政雄、都築松子、原麻美、

高柴重夫、鈴木千恵

事 務 局 本間修市民環境部長、大野環境課長、丸山洋司環境課課長補佐

傍 聴 者 なし

次 第

１ 開会

２ 諮問

３ 議題

第２次和光市環境基本計画について

第２次和光市環境基本計画中間見直しの基本方針について

その他

４ 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２回和光市環境審議会を開会いたします。

私、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。

２ 諮問

それでは、開会に当たり、本日議事の中でご審議いただく案件であります「第２次和光市環境基

本計画中間見直し」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。

・・・（松本市長から横山会長へ諮問書を渡す）・・・

【事務局】

続きまして、松本市長からご挨拶申し上げます。

【市長】

諮問の内容というのは、第２次環境基本計画の中間見直しのことでございます。最初の環境基本

計画が作られ、前回の見直しのときにはこの東日本大震災の影響が色濃いという特色がございまし



て、例えば概要版を見るとそれを踏まえてということが色濃く出ております。それから早くも５年

が経とうとしているわけではございますが、今、少し時間が経ってみて改めて地球温暖化であると

かエネルギーのことを今の視点で見直しが必要かなというふうに思っております。また、和光市は

いろいろと特徴があり、斜面林のことでありますとか、湧水のことであるとか環境の資源というの

はいろいろとありますので、それを生かしていってほしいという意見が市民意識調査の最新のもの

でも出てきてるのかなというふうに思っております。ぜひともそういった観点からの施策の特色を

していきたいというふうに思っております。

あともう一つだけ申し上げますと、私昨今凝っていることがございまして、店で買った余計なも

のを家に持ち込まない。それから買ったものは店に返すというですね、こうゆうことをちょっと取

り組んでいます。というのはですね、市のリサイクルのルートに乗せていただくというのは非常に

いいことなのでありますが、コストがかなりかかるんですね。市民の皆さんには一生懸命リサイク

ルをやっていただいてるんですけれども、例えばプラスチックのリサイクルはやればやるほど市と

してはどんどんお金が出て行って大変ですし、あと売った方の責任ってどこに行っちゃったのかな

というふうなところが出てくるわけですね。ですのでその余計なパッケージを店でなるべく剥がし

て、それは処分していただくと。それからよくプラスチック容器を回収するボックスを置いている

お店には、買ってきたものは次の買い物のときにお返しをするということで取り組みをしています。

リサイクル率を高めるということは、そうゆうことがどうしても関係施策の目的みたいになってき

てしまうんですけれども、本来のところはいかに余計なものが出ているかということを事業者にも

認識してもらって出さないようにしてもらう、あるいはゴミの総量を減らすということも重要なの

かなというふうに思っております。そういった意味で余計なことを申し上げましたが、環境の取り

組みの視点というのもそのときに応じてよりよいものにしていければというふうに思っております。

結びになりますけれど、皆様方の専門知識そして日頃のいろいろな実感、そういったものをぶつ

け合ってよりよい後期の計画になりますようにご祈念申し上げまして私からの挨拶とさせていただ

きます。今回もよろしくお願い申し上げます。

【事務局】

ここで市長は所用がございますので退席をさせていただきます。

・・・（松本市長退席）・・・

【事務局】

続きまして、この４月に事務局職員の移動がありましたのでここで紹介させていただきたいと思

います。

【本間市民環境部長】

皆様こんにちは。この４月で市民環境部長を拝命した本間と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。今市長の方からもお話があったとおり前回は委嘱式という形で、実際今日が二回目なん

ですが、実質この会議が環境審議会の審議の第一回目になるのかなという気がします。どうか皆様

忌憚のないご意見を出していただいて、よりよい中間見直しができればなと思いますのでどうかよ

ろしくお願いいたします。



【大野環境課長】

４月から環境課長職に就いております大野でございます。審議会の委員の皆様に平成２９年２月

まで、事務局として環境の保全に係る調査審議のお手伝いをさせていただきたいというふうに考え

ております。特に本日いただきました諮問事項に対する答申、第２次環境基本計画中間見直しが適

切かつ実効性の高いものとなるように万全の体制で臨んでいきたいと思いますのでどうぞよろしく

お願いいたします。

【丸山環境課長補佐】

昨年度に引き続きましてこの環境審議会の事務局を担当させていただきます環境課の丸山と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

【事務局】

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

計画中間見直しの基本方針、第２次和光市環境基本計画概要版、当日の資料として、第２回審議会

の次第、諮問書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。

３ 議題

第２次和光市環境基本計画について

【会長】

皆様こんにちは、皆さんのご協力を頂いて議事を進行していきたいと思います。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】

説明の前に、前回石田秀樹さんが欠席されていたので一言お願いいたします。

【石田秀樹委員】

皆さんこんにちは。農業委員会から選出されてます石田です。前回は研修会のため欠席というこ

とで今回初めて参加になります。皆さんぜひよろしくお願いします。

【事務局】

それでは第２次環境基本計画について説明いたします。基本計画１ページ、第１章「１．１計画

の目的」のところで、国の環境基本法というものがありまして、それに基づいて和光市も環境基本

条例というものを策定しております。和光市の環境施策を推進するに当たりまして環境基本計画を

策定して、それに基づいて総合的かつ計画的に推進することとなっております。それに基づきまし

てこの計画を策定しております。こちらの計画は現行は第２次の計画になっております。第１次の



計画は平成１５年５月に策定されました。平成１５年から平成２２年まで第１次の計画で環境施策

を推進してまいりましたが、第１次の計画が終了したことから、平成２３年３月に第２次環境基本

計画が策定されました。

２ページの「１．５計画の期間」なのですが、本計画は平成２３年４月から１０年間とし、５年

を節目として見直しを行うとあります。この審議会に諮問させていただいた環境基本計画の中間見

直しなのですが、こちらにおいて中間年を迎える年に当たりますので計画の見直しを行います。

続いて４ページの表をご覧ください。和光市環境基本計画は和光市環境基本条例に基づいて策定

されております。市の最上位計画として和光市第四次総合振興計画がございまして、こちらの環境

分野での基本計画が和光市環境基本計画になります。環境の下位の計画としまして、和光市環境基

本計画実行計画、環境活動指針、和光市地球温暖化防止実行計画、環境マネジメントシステム、和

光市地域新エネルギービジョン、和光市緑地保全計画がございます。

和光市環境基本計画と連携・整合を取る計画としまして和光市都市計画マスタープラン、和光市

緑の基本計画、和光市一般廃棄物処理基本計画などがございます。

続きまして５ページ「１．９環境基本計画の取組と課題」②のところで、先ほど説明した第１次

の計画に基づきまして平成１５年から各環境施策に取り組んでまいりましたが、第２次の計画を策

定するにあたりまして、和光市が取り組むべき課題として数値目標を設定し、進捗状況を把握と市

民への公表に努めること、新たな財源確保の手法を検討することととなっており、第１次の終了後、

第２次の計画を新たに迎えるにあたりここに明記しています。

続きまして第２章６ページ以降からは和光市の現状を記載しております。９ページのところに和

光市の地域特性として和光市を５つの地区に分割しまして、それぞれの地区の地域特性をこちらに

整理して記載しております。１１ページから「２．２環境の現状と課題」ということで和光市内の

現状と課題を記載しています。１９ページからは地球・地域環境ということで地球温暖化等につい

て現状と課題を記載しております。３０ページから環境活動の現状と課題を記載しております。

３４ページ第３章からは計画の目標ということで環境基本計画で望ましい３つの姿を明示して、

これに向かって環境施策を展開していきましょうということになっております。３つの柱ですが、

「１豊かな水と緑を守り育み伝えるまち」、「２住みよい環境を未来につなぐまち」、「３環境を

育てる心がつながるまち」ということで、３６ページに施策体系を図にまとめております。望まし

い姿ごとに方針を３つずつ記載しておりまして、それぞれに１つ重点方針ということで掲げており

ます。

続きまして３７ページ第４章から具体的な数値目標と施策を明示しております。６２ページ以降

は第５章計画の進行管理ということで計画の進行管理についてはPDCAサイクルに基づいて行っ
ております。６４ページ「５．２計画の推進体制」なのですが、先ほどのPDCAサイクルの中の進
捗状況の点検・評価の部分を和光市環境づくり市民会議において毎年行っております。

６５ページ以降は資料編ということで各計画の策定状況や環境基本条例や規則、要綱など記載し

ております。説明については以上です。



【会長】

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。

【秋葉委員】

５ページのところで、第二次計画から数値目標を設定し環境施策を推進していくとして、財源に

ついては新しい基金の創設とかいう話ですが、今のままの財源ではこの計画は進められないという

ことですか？

【事務局】

やり方にもよりますが、特にこの環境基本計画の目標で望ましい姿１の重点方針「自然環境の保

全」で和光市の特徴的な自然である湧水地、斜面林等の多くは民有地になっておりまして、そこの

開発が進んできているような状況で、それを保全するには、究極的には公有地化、そこまで行かな

くても借り上げて整備するということもありますが、いずれにしてもかなりの財源が必要になりま

す。なので毎年毎年の一般財源だけではなかなか難しい部分があります。よってこの計画の中で新

たな財源確保の手法について健闘していくことが必要であるという認識で記載しております。

【秋葉委員】

今の現状で創設できそうな具体的な新規財源案はあるのですか？

【事務局】

まだ基金創設はできておりません。ですので毎年度環境づくり市民会議において進捗状況の評価

をしていただいているのですが、そこでもこの点はご指摘を頂いております。現状の和光市の財政

状況ですと、基金を創設すること自体は銀行で口座を開設するようなものなのでできます。しかし、

開設しても一般財源から積み上げる財源がないのが現状です。特定財源の活用等の方策を探る調査

検討はしております。

【石田良子委員】

１４ページに緑被面積区分の表があるが、平成９年度の数字ですよね。先ほどもお話にありまし

たが、現在下新倉の北側の開発が始まりまして谷中のほうでもかなりやってると思うんですね。こ

こはもっと直近の数字が見たいなというのと同時に、どのくらいの勢いで緑が減ってきているのか

とても興味がありまして。今私が住んでいる下新倉の方もマンションや公園ができている中で、自

然界のもの、いわゆる人間だけでなく動物もそうですがかなり移動が始まっている。タヌキがいな

くなったりとか、カラスとかが異常に発生したりとか、そういうのがこの緑地の中にかなり影響が

あるんじゃないかと思うんで、もっと近いところの数字を教えていただけたらなと思うのですが。

【事務局】

こちらに関しては第２次計画策定時点の最新のデータだったのですが、平成２４年に国の補助金

を活用して緑被率の調査を行いました。今回の見直しの際には平成２４年度のデータに変えます。

【会長】

今手元にデータはありますか？

【事務局】

手元にはないのですが、平成９年度のデータは合計が２５．５パーセントとなっているのですが、



調査方法が変わり精度を上げてやりましたので、確か３６パーセントくらいなんですよ。これは実

際に増えているわけじゃなくて、このときは補助金で１００万くらいつきましたので航空写真で街

路樹などは緑の広がりまで緑に覆われた部分として計算しています。そういった細かい緑まで全部

拾って計算しているので３６パーセントくらいになっています。調査方法の精度が違いますので比

較が難しいような状況です。

【高柴委員】

２６ページの大気汚染のところで、和光市は都心に抜けていく車が非常に多いので、交通量が大

変多いのは知っているのですが、図を見ると埼玉県の数字よりはるかに和光市が多いですね。この

抜けていく車はどうしようもないことなのか、これに対し規制をかけるというのもあれですが、何

か対策はできないのでしょうか？

【事務局】

交通規制は難しい問題で、市として独自にできるものでもないのですが。埼玉県の数字としては、

第四小学校に設置してある県の測定局の数字で、場所によってはかなり高い数字になっているので

すが、環境基準からするとこれでも満たしているような状況で、基準を満たしているような状態で

規制というのもなかなか難しいところです。市としては測定をしながら推移を見守っている状況で

す。

【会長】

改めて指摘を受けると随分違いますよね。県の数字の１．５倍くらい。

【高柴委員】

通過するだけならまだいいだろうけど、信号待ちで停まっちゃうとふかすからね。

【事務局】

渋滞が多いようなところはやはり高くなっています。なので渋滞解消に向けて、国なり県の国道・

県道で取り組んでいるのですが、そういったところを見ているような状況です。

【会長】

これは新しいデータから言うともう少し詰まってきているわけですか？

【事務局】

二酸化窒素はほとんど変わっていないかなと思います。それでも環境基準は満たしているような

状況です。

【会長】

ただ年々差が縮まっているような状況がこのグラフからは見れますね。

【事務局】

今回の見直しではここが最新のデータまで反映されます。今手元にないですが、そんなに縮まっ

てないかなと思います。

【都築委員】

年々濃度が下がってるでしょ。その下がっている理由は、何か工夫したとかあるんですか？

【事務局】



これは車の影響がかなり大きい数字ですので、我々独自の取組というよりは、渋滞を緩和するた

めの道路改良であるとか自動車メーカーの排気ガスの改良とかそういったものが大きいと思います。

【都築委員】

では行政とは全く関係なく下がっているのですか？

【事務局】

道路管理に関しては市道もあるのですが、大きな道路は国道とかですので、そういったところの

渋滞緩和の効果も大きいと思います。

第２次和光市環境基本計画中間見直しの基本方針について

【会長】

他に質問ないようでしたら、市長から諮問を受けました「第２次和光市環境基本計画中間見直し」

の基本方針について事務局から説明をお願いします。

【事務局】

見直しの背景ですが、和光市では現在第２次基本計画で環境施策を実施しています。

国、県においては時期的な問題もあるが、東日本大震災における放射線物質による環境汚染への

対応を明示しています。

見直しの方法ですが、和光市市民参加条例の主旨に則り、和光市環境づくり市民会議において見

直し案を検討しております。その案を市長の諮問機関であるこちらの和光市環境審議会に諮問しま

す。また、パブリックコメントを実施して、可能な限りその結果を見直し案に反映させていくこと

としています。和光市環境づくり市民会議におきまして見直し案を検討している状況なのですが、

４月から毎月会議を実施しているのですが、４月に基本方針の見直しを話し合いはじめまして、５

月、６月と２回ほどすでに議論を行っております。進捗状況を簡単に申し上げますと第３章まで議

論を進めている段階です。パブリックコメントは今年の１２月頃に実施予定です。可能な限りいた

だいたご意見を見直しに反映させて参りたいと考えています。

見直しの基本的な考え方なのですが、今回は計画の中間見直しですので、基本計画の枠組みは大

きく変える予定はございません。ただし、基本計画策定後の社会情勢や市民ニーズの変化並びに法

令等の改正に対応するなどある程度ポイントを絞り込んだ見直しとします。

基本計画にある各種データについては、可能な限り最新のデータに改めます。

基本計画の上位計画である第四次和光市総合振興計画が、今年度中間見直しを実施するため、そ

の整合を図るとともに、他の個別計画についても整合・連携を図ることとします。

基本計画で定められている数値目標について、策定後の進捗状況を勘案するとともに、将来の望

ましい環境像を踏まえ、適切な見直しを行います。

毎年度実施している、環境づくり市民会議の評価・点検の中で指摘された事項や提言を尊重し、

可能な限りその趣旨を見直し案に反映します。

【会長】

和光市環境づくり市民会議がどういうものなのか改めて説明いただくとともに、和光市環境審議



会との関係についても説明をお願いします。

【事務局】

和光市環境づくり市民会議は、平成１５年に策定された第１次環境基本計画の策定にあたり、市

民の方、市内企業・農家の方、環境基本計画に関わる様々な方に集まっていただいて立ち上げたの

が前身になっています。

当初の目的は基本計画の策定だったのですが、第１次計画策定後に、そのまま解散してしまうの

はもったいないということで、環境基本計画の進捗状況の評価・点検を行っていただく機関として

和光市環境づくり市民会議を立ち上げました。現行のメンバーの方は市内の企業の方、農家の方、

市内の環境保全に取り組んでらっしゃる環境団体の方、環境団体の方が一番多いんですが、そうい

った方で構成されております。先ほど申し上げましたが、環境基本計画の進捗状況の評価・点検を

毎年度行っていただいております。

環境審議会との関係なのですが、第２次基本計画の冊子６４ページの計画の推進体制の図のとこ

ろにありますとおり、審議会は市長からの諮問を受けて審議し答申する機関となっております。環

境づくり市民会議は、今回の見直しの作業に当たりましては、市側の見直し案を環境づくり市民会

議で検討し、そこで策定した見直し案を市の案として審議会に提出し、その内容を審議していただ

くことを予定しております。

【会長】

それでは皆さんからのご質問ご意見を受付けます。

【船田委員】

今説明にあった環境づくり市民会議と審議会の関係が、この図と若干違うように感じるのですが。

【事務局】

一般的な考え方としてこの図に表させていただいたのですが、第２次の計画策定の時には環境づ

くり市民会議で新案を策定したのではなくて、別途策定委員会を立ち上げて策定したのですが、今

回の見直し作業に当たりましては、予算の都合上、別途策定委員会を立ち上げて策定するのが難し

いような状況で、環境づくり市民会議の中で見直し案を揉んで行こうということになりました。な

ので今回はこの図とは違う形で見直し作業に取り組んでいただく形で進めています。

【船田委員】

この図ですと環境づくり市民会議で議論されたことは、和光市環境基本計画推進調整委員会へ行

くようになっていますよね？それは今回はどのような関係になるのでしょうか？

【事務局】

この図に関しては、毎年度の環境基本計画の評価・点検のところで、チェックした内容を提言と

してこの調整委員会へ提出しているのですが、中間見直しにあたってはこの図とは違い、先ほど言

ったようなやり方でやらせていただいています。

【会長】

環境づくり市民会議と審議会のスケジュールがどのような感じになっているのか説明して下さい。

【事務局】



環境づくり市民会議は毎月行っておりまして、既に二回議論をしています。まだ確定していない

のですが、８月はお休みになるのが通例でそれ以外は毎月議論をしています。

見直し案は次回以降の審議会で提示していくような形になるのですが、次回は９月議会終了後く

らいに予定しております。市民会議で５月～９月まで議論した内容を９月末予定の次の審議会で提

示させていただいて、その審議会でのご意見等を市民会議に反映させるような形で議論を進めて、

１１月くらいにまた審議会を予定しているのですが、１２月にパブリックコメントを予定している

ので、その前にある程度案を固める必要がございます。パブリックコメント終了後、審議会を開き

まして、こちらでの議論は終了というようにさせていただきます。

【会長】

パブリックコメントは今までと違い一段と工夫をするというようなことは考えていますか？

【事務局】

当初の計画の時には、案を提示させていただいて意見を聞いていたのですが、和光市市民参加条

例に基づいて行っているのですが、市民参加の状況を点検するような市民参加推進会議という機関

がございまして、そこからご指摘がございまして、パブリックコメントの案を一般に説明するよう

な機会を設けたほうがいいのではとご指摘いただいてまして、どういう形になるかは別ですが、事

務局が市民に何らかの説明をする機会を設ける必要があるのではと考えております。

【会長】

具体的にはどのようなことを考えているのですか？

【事務局】

通常ですとホームページに案を掲載しているのですが、案を直接説明させていただいて質疑応答

のような形を取れればと考えていますが、決定ではありません。

【会長】

会を開くということになるのですか？

【事務局】

若しくは、環境づくり市民会議にご参加いただく形でその中で説明と質疑応答を兼ねるような形

で考えています。別途会を開催しても一般市民の方がなかなか集まらない可能性もございまして、

ですので別の会に合わせた形でご説明する機会を設けられればと考えています。

【原委員】

その会議の周知は広報わこうとかですか？

【事務局】

パブリックコメントは広報及びホームページに載せるのですが、説明会を開催する際も同様に広

報やホームページで周知します。

【都築委員】

開発が進むと緑が減る、減らないようにするにはどうしたらいいかということで、開発面積の何

パーセントは緑地にするようなことがあったと思いますが、今回はどういうところでそれをやって

いるのか？



【事務局】

ある程度大規模な開発に当たりましては、まちづくり条例に基づいて開発面積の何パーセントと

いうことで定めております。用途地域によって変わりますが、住居系は１０％、商業地域は２％、

用途地域の指定のない地域は２０％となっております。大まかな言い方ですが、４２ページに開発

事業における自然環境配慮の推進ということで直接的ではないですが掲げております。

【都築委員】

それは大規模な開発しか考えられてないと思いますが、小さなところでもアパートにしたりして

緑地がなくなってしまうこともあります。そのときに緑地を確保するようにするのも必要だと思い

ます。それがないから緑がなくなっちゃってるのだと思います。

【事務局】

まちづくり条例は緑化に限らず開発に際してのいろいろな決まりごとを定めたものです。現行の

まちづくり条例は５００平米以上の開発だったと思いますが、それ以下の小規模な開発についてど

こまで求めるかというのは策定当時かなり議論がありました。財産権もございますので、あまり小

規模な開発まで規制するのが適切かどうか議論が分かれるところで、他市の状況も勘案しながらい

ろいろな状況を見て平成１８年に定めています。

【都築委員】

もし見直しするのであればそういうところを見直していかないと緑は確保されないと思うのです

が。

【事務局】

まちづくり条例の対象を下げるかどうか、環境基本計画の中に具体的な規制を書くのはなかなか

難しいところです。計画では施策の方向性をうたうにとどまるところです。

【会長】

都築委員はなかなか納得していないですね。何かあれば遠慮なく言って下さい。

【都築委員】

うちの周りもアパートがいっぱい建っていくわけですよ。そうすると何の規制もないから緑がば

んばん減っていって、財産権がどうのとか言っていたらほんとに緑がなくなっちゃうんですね。そ

れにものすごい大開発というのも少ないじゃないですか。少しずつ開発されていくでしょう。今の

まちづくり条例では触れられないと言っていましたが、ほんとはそういうところを見直していくの

がとても大切なことだと思います。

【事務局】

条例の規制について計画の中で踏み込むのは難しいですが、課題としての記載は可能です。

【都築委員】

ほんとに市が本気で取り組んでるのかということを市民が感じるのが大事だと思います。

【石田良子委員】

確かにその通りだと思います。というのも、分譲住宅が家の周りにもいっぱいできてるんですけ

ど、１期、２期、３期、４期とそういう売り方をしていくんですよ。それってやっぱり裏技を使っ



てるんじゃないのかなと思うんです。少しずつ。そうすると緑を確保しなくてもよくなるんじゃな

いのかなと。そういうのって最終的には分かるはずなんです。そこを未然に防ぐためには和光市に

もっとチェック、条例があればもっと緑が残るんじゃないかな。大型にばーんと、例えば相続が発

生したときに、すごい広さの土地ができると思うんです。そこには３０棟、５０棟できるんだって

時に、１期、２期、３期って分けてくんですよね。それってなんでかなって思ったときに、緑がな

いんですよね。その辺を未然に防ぐ条例みたいなものがあればいいんじゃないかなって私もすごく

思っていました。

【会長】

それは市民環境部の一存ではなかなか難しいんじゃないかなと思うんですがどうですか？

【事務局】

まちづくり条例は各所管が持っている部分が合わさる感じでできてるんですけど、その取りまと

めを建設部の建築課がやってるんですが、今言われたような問題は前からありまして、難しいのは、

ある規制を作ると、どんな規制を作ったとしてもそこから逃れようといろいろ考えるのが業者なん

ですよ。ちょっと厳しくしてもまた手立てを考えるというようないたちごっこ的なところがどうし

てもありまして。建築担当の方でもその辺は重々分かっていると思いますが、この基本計画の中に

入れるのはなかなか難しい部分がありますので、課題としての記載のところで検討させていただき

ます。

【会長】

分かりました。続いてどうぞ。

【高柴委員】

住みよい環境の部分に当たるのだと思いますが、ヒートアイランドの中で、和光市にも相当公園

があるかと思いますが、その中で草地じゃない公園が結構あると思うんですが、子どもたちが日々

遊んでいる場所なので、そこに草を植えつけていくというのは非常に大変な作業なのかも分かりま

せんけれども、草地にすることで子どもたちが裸足で遊べますし、温度も相当下がってくると思い

ますので、そういうところを草地にするという数値目標は掲げていますか？

【事務局】

そこもなかなか難しいところで、この基本計画の１１ページのところで課題としては認識してお

ります。基本計画の策定の際もそういった議論があり、こういった記載をさせていただいておりま

す。現実的に一部校庭の芝生化に取り組んでいるところもあるのですが、樹林公園なんかは緑のと

ころも多いんですが、それ以外の公園は裸地が多いような状況ですので、なかなか草地化は進んで

いません。費用や管理面で難しい部分があるのかなと思っています。

【高柴委員】

私も以前ちょろっと出たことがあるんですが、公園ボランティアってありますよね。今もそれは

継続してあるんですか？

【事務局】

担当は都市整備課になるのですが、確かまだあると思います。



【高柴委員】

そういう人たちとタイアップしてやっていくという手もあると思います。

【事務局】

所管が違うのですが、それも一つの手法としてありえるのかなと思います。

・・・（休憩）・・・

【会長】

それでは見直しについてのご意見を改めて伺いたいと思います。

【都築委員】

１３ページの湧水が１８箇所あると思うんですけど、その中でも消えてしまっているところがあ

るんじゃないですか。例えば１６番の越後山斜面林っていうのは、もともと湧水らしいものは出て

いないですよね。

【事務局】

環境づくり市民会議でもそのような意見が出ていまして、ちょっと染み出す程度でどうしましょ

うかという話が出たんですが、越後山の湧水の状況は昔から変わっていないですよね？染み出して

いるくらいでも一応カウントしましょうっていうんでここで載せたとすれば、枯渇してしまったの

ならあれですが、変わっていないのであれば入れておいたほうがいいのかなと。そこらへんは市民

会議でも議論していてまだ結論は出ていません。

【都築委員】

１０番ですが、東京メトロ和光車庫も行ったことがあるんですが、染み出している程度ですよ。

一滴っていう感じです。

【高柴委員】

いやすごいよくありますよ。

【都築委員】

私行ったときなかったですよ。

【高柴委員】

がんがん出てますよ。

【都築委員】

いつ？

【高柴委員】

去年行ったんです。

【都築委員】

去年行ったの？

【高柴委員】

場所が違うところ？

【都築委員】

違うところ？七ツ釜？



【高柴委員】

七ツ釜の奥。

【都築委員】

七ツ釜ってところはなかったんですよ。高柴さんのとこと違うのかな？これは和光車庫ですか？

【高柴委員】

私が行ったのは多分そこの下だと思う。環境課と一緒に行きましたよね。

【事務局】

はい。

【都築委員】

いっぱい出てるの？

【事務局】

はい。

【都築委員】

七ツ釜じゃないでしょ？

【事務局】

の先になるんですかね。

【高柴委員】

少し先ですよね。

【会長】

この１８箇所の中で立ち枯れ寸前の場所があるとすれば、３７ページ望ましい姿の実現に向けた

方針と環境施策の中の湧水の地点数も平成３２年も１８のままというのが保てなくなる可能性もあ

りますよね。

【事務局】

先ほどの越後山斜面林もそうですが、新倉小学校下もそんなに出ているわけではないんで、おそ

らく依然と状況は変わっていないと思うので、枯渇だと問題ですが、もともと量がそんなに出てい

なくて状況が変わっていなければ、減ったというカウントはしなくてよいのではと思います。記載

事項に入れるか入れないかは別ですが、減ったと捉えるのとは違うかなと思います。

【会長】

増える可能性はないんですよね？

【事務局】

そうですね。増えるというのはなかなか。

【会長】

考えにくいですよね。

【事務局】

水道が変わって今まで出ていなかったところから湧き出すのは考えにくいので、数値目標に関し

ても、今あるところを維持しましょうという主旨です。



【高柴委員】

マンションなんかは作るときに深く打ち込みますよね。そうするとそこで止まっちゃったところ

が他のところから出てきている場合にはやはりそこを地図上に落とすというか、少しずらしている

んですか？

例を挙げますと、熊野神社の隣のマンション建設のときに杭を打ったために湧水が止まっちゃっ

て、違うところから出ちゃってるっていうのが確かあるんだよね。

【鈴木委員】

滝坂のところですか。

【高柴委員】

そう。だからマップに落とすときは少しずれていくと思うんだけど。

【事務局】

もし実際にずれたのであれば地図上では変えたほうがいいとなるかもしれないですが。

【鈴木委員】

滝坂のところはグループになっちゃってますね。

【事務局】

滝坂のところは確かに熊野神社の上くらいだから独立しては記載がないですね。１３の白子湧水

群と斜面林なんですが、環境づくり市民会議の議論の中で冨澤家の湧水などかなり水量のあるとこ

ろもございまして、独立して記載したほうがいいんじゃないかという議論もあります。増えている

わけじゃないんですが。湧水群としてまとめているのを個別に記載したほうがいいんじゃないかと

いうのもありまして。市議会の一般質問でも湧水地を明記してそこは守りましょうという形にした

ほうがいいのではという意見もありました。湧水群だと場所も分かりづらいので、分割することも

検討しております。

【会長】

そうすると数の上では…

【事務局】

実際増えていないので数字を比較するにあたっては、注意書きなどでその旨を明記し、誤解を与

えたりしないようにします。

【石田良子委員】

４９ページのゴミの問題ですが、数値が古いものなのですが、和光市は間違いなく人口が増えて

いるわけじゃないですか。意識がどれくらい高ければある程度ゴミの量は抑えられると思うので、

その辺の数字が見てみたいなと。これだとちょっと。もっと近い数字ってありますか？これはあく

までも家庭系１日１人あたりなので人口のあれは分からないけど。

【事務局】

ゴミ関連のデータなんですけど、２２ページも真ん中にゴミの排出量ってございまして、このと

きは平成２１年度で終わってるんですけど、他課の所管のデータはこれから精査させていただいて、

最新の数値を明記していく予定です。ゴミに限らずデータはこれから精査して、新しい数字を見直



し案に記載していきます。

【船田委員】

今我々が見ているデータは２１年度までですが、出てくるときには２２，２３，２４，２５とい

う形で出てくるんですか？

【事務局】

例えば今のグラフでいうと、２６までは載せると思うんですが、スペースの都合上、増えた分だ

け１３から削っていくと思います。

【船田委員】

他のところで５年ごとに出ているものがありますが、それはやっぱり５年ごとで一番新しいデー

タを載せるのですか？

【事務局】

例えば国勢調査などは５年に一度の調査ですので、そういったものは最新のを出しまして、やは

り古いのを切って新しいのを入れるという形になります。

【船田委員】

今仰ったのは例えば８ページの土地利用についてなんですが、５年ごとに統計を取っておられる

んですよね？毎年出そうと思えば出せるんですか？

【事務局】

こちらは毎年出せますね。昭和４５年にちょうど市街化区域と市街化調整区域の線引きがなされ

たときで、土地利用の推移を見る上で一番古いのをこの昭和４５年にしています。これをもうちょ

っと新しくして毎年の数字を載せたほうがいいのか、長いスパンで見たほうがいいのか、ちょっと

微妙なところで、検討させていただきたいと思います。

【船田委員】

計画書の見直しという観点ではなく、中間の評価をするためにはできれば一年ごとのデータがあ

るのならば出していただいたほうが評価しやすいのかなと思いますね。

【事務局】

検討させていただきます。

【原委員】

４６ページに太陽光発電買取契約件数ってありますよね。目標値平成２７年は６３５件で、平成

３２年はさらに倍くらいに設定されていて、目標は高いくらいでいいと思うんですが、これはちょ

っと高すぎるかなと思うのですが。毎年の推移があればこれが納得できる数値なのかなと分かると

思うんですが。

【事務局】

直近ですと平成２６年度の数値になるんですけど、それは資料で示させていただきたいと思いま

す。ここの数値で言えば、現状は目標値以上に数値が伸びているような状況で、平成３２年までに

どうなるかは不透明な部分があるのですが、直近の数字は示していきたいと思います。

【原委員】



そんなにすごい数なんですね。

【会長】

平成３２年の１２７０件を上回りたいということですね。それを願っているということですね。

ということはこの数値も変えるということで検討していくんですね。

【都築委員】

８７ページにとてもいいことが書いてあるんですけど、８９ページにごみ集積所はきちんと掃除

しようと書いているんですが、うちのほうにいろんなアパートがありまして、アパートの集積所っ

てほんとに汚いところが多いんですよね。ほんとに乱れてるんですよ。そういうのはどうしたらい

いですかね。

【事務局】

ごみの集積所は資源リサイクル課の所管にはなるんですが、たしか各自治会ごとにクリーン推進

員というのを設けるようにお願いして、集積所のそういった問題を見ていただくようお願いしてい

たと思うんですけど。それ以外にも酷いところは、資源リサイクル課の職員が直接注意したりもし

ていました。

【都築委員】

ではそういうところは資源リサイクル課に言えばいいですか？

【事務局】

そうですね。そういったご意見があれば直接資源リサイクル課に行っていただければと思います。

どこまでやれるかは個別の案件にもよると思うんですけど。

【都築委員】

環境を整えるために市民は何ができるかというところなんですが、私はね、道がきれいな街って

いうのはすごく素敵だと思うんですね。そうすると自分の家の前くらい掃いたらいいと思うんです

ね。道路がほんとに汚いんですね。家の前の道路くらい掃きましょうって、そういうのがあっても

いいと思うんですが。昔は掃いてましたよね。

【会長】

見直しにそういうことを入れろというのもいいと思いますよ。

【都築委員】

なんだかとってもね、肝心なことだと思うんですよね。

【事務局】

９０ページ直接的ではないですが、主旨としては似たようなことが書いてあります。

【都築委員】

これだとちょっと分かりにくいかなと思います。

【事務局】

まぁちょっと難しい言葉ですかね。

【都築委員】

なんかね、ピンとこない。



【事務局】

先ほど言われたようなところも追記するか検討していきます。

【船田委員】

先ほどの太陽光発電（４６ページ）のところでちょっと気が付いたんですけど、太陽光発電買取

契約件数で、おそらく家庭につけている太陽光発電の件数だと思うんですけど、我々の研究所の場

合は、発電をしていても中で使っているんですね。ですけれど、それも含めてできるだけ発電する

部分を減らして太陽光に変えようとしているので、そういったところも読み取れるような形であっ

たらいいなと思うのですが。そういうデータがあるのか分からないですけど、我々の場合は毎年毎

年できるだけ建物の屋根のところに少しずつ少しずつ入れてるんですね。ですから徐々に発電量が

上がって、その分だけ東電から買う電気を減らしている。

【会長】

秋葉さんのところは理研さんと同じようなことがあります？

【秋葉委員】

そうですね。同じですね。

【会長】

ということは、それも入れていくといいですよね。

【事務局】

この数値目標の設定に当たりまして、この数字は第四次総合振興計画も全く同じ数字を使用させ

ていただいておりまして、目標の設定に当たりまして一応市として進捗状況を毎年度検証させてい

ただいていますので、ある程度検証可能な数字を設定してほしいというところでこの数字を設定さ

せていただきました。

【会長】

例えば工場なんかが自分の工場の屋根に独自で太陽光発電を設けることなんかは、市のほうには

データとして上がってくるんですか？

【事務局】

来ないです。

【会長】

全く来ない？

【事務局】

はい。

【会長】

じゃあ、先ほどの理研さんとかのも分からないわけですね。

【事務局】

取り組んでいらっしゃるのは把握しているんですが、今の会社で新たに新設されたところも多い

んでしょうけど、特段市に届け出る制度もございませんので、把握可能なところで行くとこういっ

た数字になります。



【会長】

東電さんに売らないと把握できないということですね。そうですかね。なんかうまい方法とかな

いですかね。

【船田委員】

一箇所の発電量としては結構大きいものですから普通の住宅にくらべればかなりの発電量になり

ますよね。

【会長】

これまさか補助金あげてる件数だけ出てるってわけでもないでしょ？

【事務局】

いえ、東京電力と売電契約を結んでいる件数です。

【船田委員】

その関連なんですけど、２１ページのところで埼玉県の二酸化炭素の排出については、たぶんこ

の計画ができた後だと思いますけど、完全に各事業所ごとに数値目標を定めてその目標でやりなさ

いって、東京都の一年遅れで事業をやってますので、毎年度事業者がどのくらい削減したかってい

うデータも埼玉県は持っていると思うし、公表されていると思うので、ご承知かもしれませんが、

そういうものもあります。

【事務局】

埼玉県の条例で、理研さんも入ってると思いますが、和光市役所もそうなんですが、大規模な事

業所は削減とか届出が義務付けられていまして、県は把握して取り組んでいます。ここの③の部分

については県庁で排出している二酸化炭素の量を記載していまして、県内の大規模事業所の部分は

ここには入れていないんですよ。そのあたりも入れたほうがいいのか検討させていただきたいと思

います。

【原田委員】

個別の細かい問題なんですけどね、ここにもありますけど、ごみが捨てられていて困る。これあ

のね、防犯カメラの壊れたのでもいいからないですかね。防犯カメラ設置って書いとくとやらない

のかなって。

【事務局】

今議会でも防犯カメラの設置の話があがっていたような。

【原田委員】

あるいは適当に１台置いて、なくなったらまた別のところに置くとか。うちは他の地区の人が通

る道路のところにごみ置き場があるんだよね。どかっと置いてかれちゃうんだよ。工業団地の入り

口なんかも瓦礫の廃材いっつもあるもんね。片付けると置いてく、片付けると置いてく。ああゆう

特定なよく置かれる場所には、カメラが付いてますよって書いとくとね、置いてかないのかなって

気がするんだけど。

【事務局】

不法投棄については、県と市と合同でパトロールをしたり、道路上だと市の道路課で撤去したり、



いろいろやってはいるんですけど、防犯カメラも検討の余地はあるのかなというところで、不法投

棄以外にもいろいろな犯罪防止というところで防犯カメラを設置しているという他の事例もござい

ますので、ただ環境基本計画に入れられるかは、防犯という意味では難しい部分もあると思います

けど、そのあたりはどうなんでしょうか。

【原田委員】

警察からお借りできるのがあるといいね。エンドレスだってね。ですからある程度経つとまた新

しく撮ってっちゃうんですってね。フィルムを換えなくていいんだってね。市の人だって片付ける

の気の毒だよね。

【事務局】

そのあたりは環境基本計画とは別に検討させていただきたいと思います。

【会長】

他にはいかかでしょうか。

【鈴木委員】

４４ページに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とあるのです

が、これはどういうようなところで景観指定ができるものなのかちょっと説明してほしいんですが。

【事務局】

こちらは都市整備課の所管になるので精確なのは手元にないんですが、たしか基本計画の策定当

時は要件が定まっていなくて、そんなに適応する数が多いような条件ではなかったかと思います。

すみません、今は詳細は分からないのですが、最新の状況を提示する中で分かりづらいところは説

明できるようにしておきたいと思います。

【会長】

他によろしいでしょうか。和光市の環境問題全部が中間見直しに関わってくると思いますので、

直接ここに関係しないものでも何かありましたら発言していただければ、その他に入ったと考えて

いただいても結構ですので。ストレートにこれに絡めないことでもなにか、和光市の環境問題でこ

んなことがおかしいのではないかということがありましたら。

その他

【鈴木委員】：白子川沿いに親水公園ができたんですけれども、そこがオープンしてしばらくは

みんな散歩したり利用してたんですが、花火をあげたりとか火遊びしたりとかいうことがあって今

閉鎖状態なんですね。

でここのところ私の所属しているグループが月に１回川掃除をしているんですけれども、そこに

さっきの湧水の話なんですけれども、川に降りられるようになって、ここに川の向こう側から湧水

が入ってるんだなということが分かりましたし、その公園を作るにあたって検討委員会をやった段

階で、対岸の湧水をぜひともこっちの島忠側に引いてきたいということで湧水の池を作ったんです

ね。これは市の方に所属していらっしゃる方もみんな一緒に検討したんですけれども、ですからそ

こに湧水の池というのができているんですね。



それから、先ほどの湧水のリスト１８の中に入ってないんですが、対岸の東京側の方も少し和光

市の地域があるんですね、そこに湧水の池を持ってらっしゃるお宅があって、そこにも湧水がある

ので先ほどのリストに載ればなと思いついたんですが。

それと今、湧水がいろんなところから染み出してるんですね。崖地になってますんで、川沿いで

すから。湧水が流れ込んでるから、非常にきれいで冷たい水が流れ込んでるわけですが、そこの川

に子どもたちは降りて行きたいけど今降りられない状況ですね。それを作ったのは県土整備のほう

で作ったんですが、川に降りるには低くなっていきますが、どうしても低くなったところで悪さを

したりということがあったり、川の広場の近くに家が７軒ほど建ってまして、そこのお宅が非常に

迷惑を被ったり、危険を感じたりしているということがあって今閉鎖しているんですけど。ここは

やはりみんなが降りてみんなが遊べるような形にしていけないのかなというふうに思って。和光市

の環境課のほうはあまり関わっていないとは思うんですが、今の問題は。ごみを集めたのを持って

行っていただくのはありがたいですね。ぜひそういった部分も力を貸していただけないかなという

ふうに思いますね。

【会長】

それはどうなっていましたっけ？前も審議会でその話が出たことありましたね。

【事務局】

鈴木さんたちのグループと県土整備事務所とかと話し合いを進めていただいてると思うんですが、

いろいろ問題はあると思うんですが、現状県の施設なのでこちらとしてもなかなか口を出しづらい

部分がありまして、今の川の国応援団の制度に基づいて、川の清掃時に出たごみは我々環境課職員

が回収させていただいているんですが、それ以上の取り組みについては環境課でどこまで関われる

かあれなんですが、施設の所管は朝霞県土整備事務所ですので、環境課も施設の整備事業開始前に

は、検討会に参加させていただいて、それは県土整備事務所の求めに応じて参加したんですけれど

も、その後の利用に当たっても県土整備事務所と連携をとってやっていける部分があれば、独自に

はちょっと県の施設ですのでできない部分があるのですが、県と連携して意見を言う機会があれば

関わっていきたいなと考えています。

【鈴木委員】

すぐ近くに第五小学校というのがあって、そこで川に降りたりする川の学習会っていうのをやっ

ているんですが、そのときに鍵を開けるためには県土事務所まで行かないといけないんですよ。な

ので関わり方として、例えば市に行けば鍵を貸してもらえるとか、そういうシステムだけでも作っ

ていただけるとすごくありがたいのですが。学校もすごく困ってらして。

【原田委員】：あの公園ですか？この間自治会のほうでごみゼロのときに、みんなであそこは草

刈してるわけ。でも子どもも遊びに入れないね、それを草刈だけしてどうするんだっていうんでね、

こないだ県のほうに行ったら、６月中にね、あそこに６軒かなぁ、あそこにあるでしょう。あそこ

と話し合いして、６月中に開けるって言ってましたよ。

【鈴木委員】

そうですか。



【原田委員】

一時、火を燃されたことがって、芝がだんだん燃えてってね、うちの近所まで燃えてったってね。

それがあって、開けたらば、家が火事になったら弁償してくれってことを言ってたらしいんだな。

そこまで言われると県も開けるわけにはいかないって事で今止まってるんだけど。我々がそれだけ

してね、このまま遊べないんじゃしょうがないじゃないかって言ったら、話し合いをして６月中に

は開けるって返事はしてましたけど。そもそも４月から開けるようなことを言ってまだ開いてない

から分からんけどね。そういう話はしてましたよ。うちはだから開けるまでは掃除しないようにし

ます。

【会長】

分かりました。他にありますか。

【秋葉委員】

３７ページ望ましい姿の重点方針１自然環境の保全のところで、緑地・水辺空間の整備面積の平

成３２年の目標値ですが、非常に細かな数字ですよね。これだけ細かく出す意味が。つまり２２，

９００くらいでいいんじゃないかと。ここは絶対やるぞみたいな、これは何か意味があってここま

で細かくしているんですか？

【事務局】

この数字につきましては、和光市内は斜面林が多いんですけど、ほとんどが民有地です。その中

で市が所有者から借りて整備を行っているところが結構ありまして、それがだんだん増えていって

る。この数字は多くある斜面林や緑地の中でも市が関わって借りたりして、一部市の所有の斜面林

もあるんですが、そういう市が関わっている部分での整備面積として出しています。目標のところ

なんですけど、平成３２年の２２，９６５というのは、現状で市が借りて整備しているところプラ

ス市が重要だと思っている斜面林であそことあそこをもし借りて整備ができたらこういう数字にな

るなという具体的なターゲットが実はありまして、そこがうまくいけばこうなるというふうな数字

です。

【秋葉委員】

はっきりしているんですね。

【会長】

ただやっぱり、変ですよね。４６ページの温室効果ガスの排出量も、これも平成３２年の目標値

が９，５９６という一桁目まで数字が出ているという、なんか変ですよね。いくら皮算用があった

としても、もうちょっと１００の数字が出ればあとは０にするとか、これもあっちに入ってくわけ

ですね。

【事務局】

これも第四次総合振興計画に入ってる数字で、これもみんな具体的にしていまして。温室効果ガ

スの排出量は確か、何パーセント削減って目標があるので、計算上の数字で、先ほどの緑地空間の

整備面積は、現状実は借りて整備しているところは相続とかで返還して、森じゃなくなってるとこ

ろもあったりして、目標を下回ってるような状況で、見直しが必須なんですけど、計算方法等は都



市整備課と政策課のすり合わせの中でやっています。環境基本計画もそのまま踏襲する形になるか

とは思うんですけど、その中でどういうやり方がいいのかは確認させていただきたいと思います。

【会長】

でもやっぱり概数のほうが正しいとは思いますよね。

他にはいかかでしょうか。実はその他で市の側から用意してもらったテーマがあるんですが、そ

れはちょっと時間がないんで次回以降にしたいと思いますが、あと１０分程度なので皆さんのほう

からご意見、ご質問ございましたらお願いします。

【原田委員】

県知事が、埼玉県中の川に鮎がいるようにしたいという話からか知らんですけど、白子川に鮎を

放してる団体がありますよね。鮎は石についた藻を食べるんだけどね、白子川はヘドロの川なんだ

よな。で、鮎を放して秋に捕まえるとね、このぐらいの煮干みたいになってるんだよな。あれかわ

いそうじゃないかな。秋になるとこんななるわけだよな。本来は２０か２５センチくらい。まった

く煮干だよこんな。秋にいることはいるんだけど。なんかかわいそうな気がするね。だれか団体い

ないですか？

【鈴木委員】

私それ分かります。５月に放流しました。それから上流に放流してますので、というのも東埼橋

の方が段差になっていて、鮎がその手前まで上ってくるんですけど、そこの段差を上れないんです

ね。東埼橋のところが滝のようになってますので、魚道とか作れたら上ってこれるんですけど。そ

こより上に上がれないので。荒川に上ってきた鮎の稚魚を放流したんです。５月１０日に親水公園

のは放流しました。それからもっと上の東埼橋のあたりでも少し放流してます。魚道を作ってほし

いという前に、放してみてどんなふうに育つのか、この川で湧水があちこちから流れてるんです。

川の水自体が冷たいですよね。そういうこととか、いろんな藻があるかないかとか、そういったと

ころの環境というものもみてみようということで、試験的な放流をしています。昨年もやって今年

もしています。それは秋になってまたどのくらい大きくなるか、去年はたしかに十何センチにしか

なってなかったと。

【原田委員】

越後山から上だと藻があるね。

【鈴木委員】

そうですね。

【原田委員】

五小のあたりはまるっきりのヘドロだね。

【鈴木委員】

でも水草も少し出てますし、どうでしょうかね。川の水自体はきれいになってきているんですけ

ど。ただ東京都内が大雨のときにどうしても下水が流入しているって言いますよね。和光市内はそ

ういうことがないように下水が整備されているんですが。板橋区や練馬区からは下水が流れている

ので、それでまた汚れてる状態がありますので、様子を見るということで２年目の試験的な鮎の放



流というのをやっています。

【会長】

市はそのことはきちんと捉えてるんですか？

【事務局】

活動団体の方から活動報告を紙で頂いていて状況は把握してるんですが、段差があって遡れない

というのは把握してまして、河川の管理は朝霞県土整備事務所なんですけど、どういった形で自然

環境に配慮した河川になれるのかなというのを注視しているような状況です。

【会長】

放流の予算はどうなっているんですか？

【鈴木委員】

これは多分そんなにお金はかかっていないんだと思います。

【会長】：そうですか。

【秋葉委員】

この鮎はどこから持ってきているんですかね？

【鈴木委員】

秋が瀬の荒川に上ってきて集まってるところから、あそこの堰も上れなかったりしているので。

【原田委員】

そこから捕ってくるんだ。

【原田委員】

じゃあ無料だ。

【鈴木委員】

漁業組合からですね。

【秋葉委員】

和光市とは関係ないんですが、僕は水道が専門なんですが、水道に臭いをつける物質っていうの

は、植物性のプランクトンが産生するものなんですけど、物質としては２メチルイソボルネオール

とジェオスミンというもので、水道の基準になってるんですよ。

秩父のある河川に鮎を放流した水の中にそういったプランクトンが混入していて、結局そこの石

に着生してしまったんですね。そこでプランクトンがにおいの物質を出すので秩父のある浄水場で

は非常に困ってしまって、粉末活性炭とか入れるんですけど、それで東京都が調べましたら、鮎自

体は琵琶湖のほうで持ってきてると。琵琶湖のほうのものにそのプランクトンが入っていて、これ

遺伝子から調べたらしいんですけどね。

結局は生態系がちょっと変わっちゃって水道会社が困ったということで、一部そんな話があった

ものですから。

【原田委員】

秋が瀬は水を採っても怒られるよあれ。お金払えって。誰かが管理してるんだね。

【事務局】



県が漁業権を埼玉県南部漁協に許可してるというか。漁業権は埼玉県南部漁協が持っているんで

そこから許可を取ってるんですよね。

【鈴木委員】

はい。

【原田委員】

５００リットルの入れ物持ってって、ポンプで汲み上げたら止めてくれって。川の水採って言わ

れるとは思わなかったね。

【事務局】

水だけだと大丈夫なはずなんですけど。

【原田委員】

水がいかんて。

【事務局】

埼玉県南部漁協が持ってるのは漁業権ですので。

【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、事務局から何かありま

すか？

【事務局】

次回の審議会は９月議会終了後あたり、９月下旬を予定しております。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。

４ 閉会

【原田委員】

今日は活発なご意見ありがとうございました。今日は１００パーセントの出席ですか。すごいで

すね。まぁそういうことで次回は９月だそうです。また話し合いしまして、そのうち回を重ねるご

とに楽しい会になっていくんじゃないかなと思います。次回もまた１００パーセント出席しましょ

う。ありがとうございました。

【大野環境課長】

皆さんどうもありがとうございました。お忙しい中、第２回審議会ということで、充実した会が

できたと思います。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す。

これにて閉会をさせていただきます。本当にありがとうございました。


