
第1回 和光市環境審議会 会議録

日 時 平成２７年２月１９日（木）１０：００～１２：００

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、原田政雄、都築松子、原麻美、高柴重夫、鈴木千恵

欠席委員 石田秀樹

事 務 局 星野賢市民環境部長、本間修市民環境部次長兼環境課長、丸山洋司環境課課長補佐

清水将周環境推進担当統括主査、徳倉義幸環境計画担当

傍 聴 者 なし

次 第

１ 開会

２ 委嘱書授与

３ 市民環境部長あいさつ

４ 自己紹介

５ 会長・副会長の選出

６ 会長・副会長あいさつ

７ 議題

和光市環境審議会の目的

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

８ 閉会

【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賜りまして、厚く御礼申し上げます。ただいまより、第１

回和光市環境審議会を開会いたします。本日司会進行をさせていただきます、和光市市民環境部環境課課長本間と

申します。よろしくお願いいたします。環境審議会開会前に、この度、委員になられました１０名のうち本日欠席

の１名を除く９名の皆様に市民環境部長星野より委嘱状の伝達をいたしますので、よろしくお願いいたします。

・・・（星野市民環境部長より各委員に委嘱状の伝達をする）・・・

【事務局】

ありがとうございました。続きまして星野市民環境部長よりご挨拶申し上げます。

【星野市民環境部長】

皆様、本日はお忙しい中、和光市環境審議会にご出席賜り厚く御礼申し上げます。また環境審議会委員としてご協

力いただきまして誠にありがとうございます。今年度から２年間の任期ということで皆様に色々なご意見をいただ

きながら、和光市の環境問題について審議をしていただくという場になってございます。２年間の大きい一つの指



針として、今回第２次環境基本計画というものが動いてまして、これの中間見直しが２７年度に実施する予定とな

っております。この見直しにあたりまして、皆様の多大なる経験と意見をいただきながら、見直しに積極的に取り

組んでいきたいと考えております。まだまだ、和光市の場合、都市化が進んでる中で住工混在ですとか住農混在、

いろんな部分で都市化が環境に及ぼす影響、逆にそれをいかに維持していく部分が未来の日本ですとかそういった

ものを残していかないとならない課題は多くあります。そういったものも都市化における一つの住工混在、住農混

在をうまく利用できるような、環境政策を進めていければと思っております。中間見直しの中でも、そういった意

味であくまでも社会情勢ですとか都市化の部分の情勢を鑑みながら、皆様のご意見をいただきながら和光市の環境

政策についてご意見いただければと思いますので２年間一つよろしくお願いいたします。本日はよろしくお願いい

たします。

【事務局】

それでは、次に皆様本日は初めての顔合わせでございますので、委員さんのご紹介をいたします。紹介の方法は各

委員さんそれぞれ、自己紹介によりお願いしたいと思います。

・・・（各委員自己紹介）・・・

【事務局】

次に事務局職員の紹介をさせていただきます。

・・・（事務局職員の紹介）・・・

【事務局】

次に皆様お手元にございます次第の５、会長、副会長の選出についてに移りたいと思います。ここで進行を星野市

民環境部長に替わりますのでご了承ください。

【星野市民環境部長】

それでは会長、副会長選出までの間、議長を務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。本審議会の

運営にあたりまして、和光市環境審議会条例５条に基づき審議会に会長、副会長を各１名ずつ置くことになってお

りますので、ここで、最初に会長の選出についてお諮りしたいと思います。

・・・（横山委員推薦の声）・・・

ただいま、原田委員からのご提案がございましたが、ご意見の方はいかがでしょうか。

・・・（異議なしの声）・・・

【星野市民環境部長】

どうもありがとうございました。それでは、会長は横山委員に決定いたしましたのでよろしくお願いいたします。

次に、副会長の選出についてお諮りしたいと思いますが、いかがでしょうか。

・・・（原田委員推薦の声）・・・

ただいま、横山委員からの提案についてご意見がありましたらお願いします。

・・・（異議なしの声）・・・

どうもありがとうございました。それでは副会長は原田委員に決定させていただきます。以上で会長、副会長の選

出が終わりましたので議長を下ろさせていただきます。ご協力ありがとうございました。この後は、横山会長によ

ろしくお願いいたします。



【事務局】

ありがとうございました。それでは、次に横山会長、原田副会長よりご挨拶を頂戴したいと思います。最初に横山

会長よりお願いいたします。

・・・（横山会長あいさつ）・・・

ありがとうございました。次に原田副会長よりお願いいたします。

・・・（原田副会長あいさつ）・・・

ありがとうございました。ここで正副会長には席を前に移動させていただきますので少々お時間をいただきます。

それでは、議事に入ります前に本日お配りいたしました資料の確認をさせていただきます。

・・・（資料確認）・・・

次に、第１回和光市環境審議会の議事に入りたいと思いますが、この審議会は、和光市情報公開条例の規定により

審議会の公開と会議録の開示の対象となりますので、ご了承いただきたいと思います。なお、議事の進行は、審議

会条例第６条の規定によりまして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。

【横山会長】

それでは議事に入りたいと思います。ご意見がある場合は意思表示をしていただきたいと思います。それでは、最

初に和光市環境審議会の目的を議題にしたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。

【事務局】

それではご説明させていただきます。それでは本日お配りいたしました資料５をご覧ください。和光市環境審議会

条例の条文でございます。

・・・（以下「資料５」内容説明）・・・説明は以上となります。

【横山会長】

ありがとうございました。それでは何か皆さんの方からあるでしょうか。

（意見質問なし）

それでは、２番目の平成２６年度環境施策実施状況の年次報告についてを議題としたいと思います。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の１和光市の環境平成２６年度版をご覧ください。和光市環境基本

条例第７条に年次報告の条文がございまして、市長は毎年、環境の状況及び環境の保全に関する施策の実施状況の

報告書を作成し、これを公表するものとすると規定されております。その報告書が今回作成いたしました和光市の

環境平成２６年度版となっております。内容につきましては平成２５年４月から平成２６年３月環境施策の実施状

況を分野別に取りまとめたものとなっております。昨年度初めて作成したのですが平成２５年度版をベースにしま

して新しいデータ、新規事業を追加、標記の一部を修正して作成したものとなっております。

・・・（以下「資料１」内容説明）・・・以上で説明を終わらせていただきます。

【横山会長】

皆さん、今の２６年度版（平成２５年４月から平成２６年３月まで）１年前のデータということを気をつけた上で、

質疑応答に入りたいと思います。どなたからでも結構です。



【原田副会長】１４ページの太陽光発電の補助金ですけど、電力会社が買わないとか言う話がありましたが、その

辺はどんな影響があるんですか。

【事務局】

買取につきましては、市の補助金で行っている太陽光パネルなんですが、１０キロワット未満と家庭用の余剰電力

の売電となっておりまして、そちらの方は１０キロワット以上の全量買取の大規模なものと違いまして、買取制限

がかからないものと思っております。全量買取につきましても不透明な部分がありますので、東京電力管内の太陽

光発電の買取がどのようになっているか注視していきたいと思います。

【横山会長】

ありがとうございます。事務局からの答えが後ろからですが次回から検討していきたいと思います。

【高柴委員】

７ページの浄化槽の整備についてですが、ここにある合併浄化槽と単独浄化槽の単独が非常に多いんですが、先日

のある会合で、埼玉県から単独浄化槽から合併に換えるようなことをした場合に、ある程度の補助が出るというこ

とを聞いたのですが、和光市ではそれを積極的に単独浄化槽を設置している家庭に働きかけているのかどうかをお

聞きしたい。

【事務局】

単独浄化槽から合併浄化槽の転換補助金につきましては、埼玉県内、下水道が整備されない地域で主に行っている

のですが、和光市内の場合、住宅地では最終的に合併浄化槽での処理というよりは、下水道での処理ということを

目標としておりまして、県北等を中心として下水道整備、広いエリアで下水道整備というよりは、各家庭で合併浄

化槽を整備していただくという方針としているエリアにつきましては、そういった補助金を用意しているのですが、

和光市に関しましては単独浄化槽から合併浄化槽より、下水道を整備して下水道に接続していただくということを

考えておりますので、和光市では補助金は設けておりません。

【横山会長】

よろしいですか。それでは都築委員よろしくお願いします。

【都築委員】

２０ページですが、市内の公共施設で除染を行いましたと書いてありますが、具体的にはどういう除染をしたのか

聞きたいと思います。

【事務局】

２０ページの３行目の「平成２６年６月から実施～」を「平成２３年６月から実施～」に訂正をお願いいたします。

原発事故が起きまして、市内の主に小学校になるのですが、くまなく移動しながら放射線の測定器を使いまして、

雨樋の下、側溝が主なところだったのですが、放射線量の高い場所を見つけてそこの土砂を移設いたしまして、基

本的には同じ敷地内にスペースがあるところを探しまして、そこにビニール袋を数重にいたしまして、深さ１ｍ位

掘りまして汚染された土を埋めて、埋め戻して平らにするという作業を行いました。

【市民環境部長】

因みに私が以前こども福祉の担当をしていた時に児童センターでも作業がありまして、職員で穴を掘りまして、二

重の袋に入れて、埋め戻しで上５０センチ以上と言われておりましたので、それに合わせた形でその作業を行いま

した。各所管の方でやられたと聞いております。



【横山会長】

いかがでしょうか。それでは秋葉委員。

【秋葉委員】

５ページの河川別の環境基準調査結果ということで、年間平均値ということですけれども、これはどのくらいの頻

度で測られた平均なんでしょうか。

【事務局】

表の上に記載がありますが、５、７、９、１１、２月の５回の平均を取っております。

【秋葉委員】

例えば水質環境基準とかでありますと、例えばこれのうちの７５パーセントとかという表示の仕方をしているので

すけれども、結局は越戸川が基準値を大きく超えているとのお話をお聞きしたのですけど、最大値とか最小値はど

れくらいなのですか。

【事務局】

越戸川の土橋はＢＯＤの最大が１１月の調査で２９ｍｇ/Ｌ、最小が５月に実施した調査で１．１ｍｇ/Ｌという結

果でございました。

【秋葉委員】

それくらい差がありますと、調査した時間とか、浄化槽が流入してくるということですから時間帯がかなり影響さ

れますが、時間とかも５月から２月の調査の場合は時間を合わせるとかしているのでしょうか。

【事務局】

各５回１日でやるのですが、スタートがだいたい９時半くらいに委託業者が市役所に来て出発するような形で順じ

回るんですが、交通事情等によっても変わるんですが、概ね１０時半１１時の間位に採水しております。それは各

回共通でそのくらいの時間帯で行います。

【秋葉委員】

これくらいの変動がありますと結局は浄化槽の影響が大きいということですけれども、対策じゃないですけれども

例えば環境基準値を決めていて、１２ｍｇ/Ｌとか毎年どうかは分かりませんけれども超えているということであ

れば、対策をうてないのであれば、抜本的に変えて、測定場所を変えるとか、それはよくないかもしれないですけ

れども、つまり朝霞市との境なので例えば定点を変えるとかはできないですか。

【事務局】

その辺も検討しなくてはいけないところかなとは思っているのですが、長年土橋最上流部で行っているということ

がありまして継続して行っているんですが、河川としての環境基準、望ましい値という位置づけて、行政としての

目標、指標ということで、５ｍｇ/Ｌ以下ということになっているんですが、浄化槽の排水基準といたしましては

２０ｍｇ/Ｌですね。ですので平均しますと浄化槽としましては２０ｍｇ/Ｌ以下なので違反ではないのですが、通

常河川は当然ながらそれ以外の自然の水を色々混ざり合わせて５ｍｇ/Ｌになるのが望ましいということなんです

が、土橋に関しては特殊な自然の水がほとんど流入しない、ほとんど浄化槽の水のみで構成されているような場所

ですので、特殊な地点ということでこのような数字になっているのですが、であるのであれば地点を変えたらどう

かというご意見はごもっともなところなんですが、長年継続していた関係で、浄化槽からの排水の状況を確認する

上でも、土橋のポイントは継続してまいりたいと考えております。



【秋葉委員】

例えば毎年そうであれば市民の方が見て全然努力していないんじゃないかと見られてしまいますので、例えばそれ

でしたら但し書きを加えたら。結局数字だけ見てしまうと、この平均値でということですけれども、一人歩きして

いるような感じもしますので。といいますのは、国としましては大きなところで水循環基本法が昨年の４月に制定

されて、それで今、基本計画を作っていて、こういった身近な水でありますとか、市民の方の参加でありますとか、

これから色々な施策が、夏まで計画ができて、国から色々な要望、要請が来ると思うんですけれども、そういった

意味では、今後ますます水というものが大事になってくると思いますので、そういった場合、和光市はどうかなと

見て、全然クリアしてないんじゃないのと話が出るとどうかと思いますので、そういった意味においても、こうい

ったことで浄化槽の水がほとんど希釈されないで入っていきているということであれば、但し書きのようなものを

書いて、もしかすると浄化槽のことを少し考えてくれるかもしれないかなと思います。

【事務局】

やはりこのままですと今ご指摘いただいたように、誤解といいますかともすれば自衛隊が悪いんじゃないかという

ような、この数字を見ただけで。自衛隊としますと通常時ですと基準をクリアした排水を流していますので、河川

という水になると誤解を生じることとなりますので、次回以降、お示しの仕方を検討させていただきたいと思いま

す。

【横山会長】

自衛隊はそれに関連して、違法じゃないけれども、現実にかなり高い値が出ると何かコメントをしているのですか。

【星野市民環境部長】

当然今、公共下水道の関連がありますので、下水道担当者の所管としては要望とかしている状況なんです。当然国

の関係ですので予算の問題等ありまして、和光市の方で、今下水の処理の管がですね、今の官舎の全部の量はとて

もまかないきれない管となっております。今、近隣２市、１区がございますのでその関連と調整して自衛隊の方で

も動きとして、朝霞市、新座市、和光市、練馬区というような分類の中での配管をしなおすような形で、公共下水

道各市区に分配するような形で対応できるかということを検討しているとの情報もありますので、先々は浄化槽か

ら公共下水道に切り替えるというお話はいただいています。

【横山会長】

同じ表に関して伺いたいのですが、ｐＨを見ると地蔵橋７．８で急に上がっていますね。ＢＯＤも１．５ｍｇ/Ｌ

から４．０ｍｇ/Ｌと、何かこの間に汚染源でもあるような感じもするのですけれども、それはどうなのでしょう

か。

【事務局】

浅久保橋から地蔵橋の間ですが、現在区画整理を行っているエリアもございまして、まだ下水道が整備されていな

い地域を通っているということが一つと、それから地蔵橋ですが和光市の広いエリアから道路側溝を流れてきて、

地蔵橋辺りで合流するポイントがあるのですが、われわれが見ている限りですと、たまにご連絡をいただくのです

が、工事現場から水を排水をそのまま流すような業者もいまして、ご連絡いただいて追跡調査をしたりすることも

あるのですが、本来なら流してはいけないものを流している業者が一部見られますので、そういった影響が若干あ

るかなと推測しております。



【横山会長】

一方でＳＳを見ると、６．０ｍｇ/Ｌから３．０ｍｇ/Ｌに半減していますね。これだけを見ていても色々なことが

浮かびそうな感じがするのですが。

【事務局】

最近も朝霞市でも越戸川の測定を行っているのですが、ｐＨの値が高いというような連絡がありまして、和光市と

違う日程で行っておりますので、谷中川の方からのものじゃないかということで、区画整理地内等があるのですが、

一部工場があったりするところもありますので、その辺は水質汚濁防止法を所管している西部環境管理事務所、立

ち入り権限があるのは県のみになるのですが、そこと協力をしながら汚染源判明すればその辺をつきとめてまいり

たいと考えております。

【高柴委員】

今の続きなのですが、地蔵橋のところの下流で越戸川と合流するのですが、地蔵橋のもっと上流からなんですが

白濁した水が結構頻繁に流れてくるのですね。それを見たときに、市の環境課に連絡をしているのですが、だいた

いここらしいという会社は判明しているような感じなのですけれども、その辺で市がどの程度の強い行政をかけて

いるのかお聞きしたい

【事務局】

そういったご連絡いただいて過去には県と合同で立ち入り調査したこともあります。その中でどういった排水をし

ているのかは県と合同で検査いたしました。その結果、そこの内部の構造からすると、浄化した上水をきちんと流

すようになっておりまして、汚染された水をそのまま谷中川に流れる構造にはなっていなかったのです。というこ

とで、どうもそこではないのかなというところで、県との合同の立ち入りの際はそういった結果となりました。た

だその後度々白濁のご連絡はいただいておりますので、工事現場から流入していることもありえますし、その他の

原因も考えられるのですが、今後立ち入り権限を持つ県と協議しながら和光市内の状況は見ていってまいりたいと

思います。

【高柴委員】

白濁があった時に、会の３人で上流へいってどこからが白くなり始めているのか確認したのですが、途中はコンク

リートの三面護岸ですので、水の流れている深さがないので見た目は汚れているような感じはしなかったのですが、

更に上流へ行ったところとある会社がありまして、そこから先は暗きょうになっていてそこから先は調べようがな

いので、暗きょうから汚れている水が出ていることは判明しているのですが、その辺はその会社の車の汚れを流し

ているのではないかとの噂もあるのですが、その辺はどうでしょう。

【事務局】

まさに先ほど立ち入りを行ったのが、その会社になるのですが、そこを立ち入りした結果、先ほどご説明したよう

な構造になっておりまして、通常通り行っているとそうはならない構造になっているのです。ですので、その時の

立ち入りでは違うのではないかとの結果となっております。われわれも谷中川の暗きょうの中をずっと遡って見て

行ったこともあるのですが、途中から暗きょうの中もそれ以上行けないようなところもありますので、谷中川をず

っと遡ると、和光市の浅久保の辺り理研を中を通って最終的には樹林公園まで行くのですが、途中の状況を見られ

るところもありますので、白濁のご連絡をいただいた際にはなるべくつきとめるような形で見させていただきたい

と思います。



【原委員】

６ページに魚類調査とあるのですが、越戸川の赤池橋付近しか魚類調査はしないのですか。

【事務局】

こちらの河川水質調査は委託で行っているのですが、全般的に予算の委託料の削減が進められておりまして、測定

ポイントや項目を減らさざるをえない状況で、現在ではこういった調査数となっております。

【原委員】

他にもたくさん川があるので魚がすんでいないのかなと思いまして。

【事務局】

白子川等も魚はもちろんいるのですが、白子川に関しては和光市以外、練馬区、板橋区で協議会を組織しておりま

して、そこでの合同水質調査をおこなっております。和光市の調査だけではなく練馬区、板橋区のおこなった調査

結果等も含めて和光市民の方に情報発信していけるように今後検討していきたいと思います。

【秋葉委員】

６ページの上にじゃぶじゃぶ大会の写真が出ているのですが、お子さんが水と触れ合うのはいいのですが、越戸川

は人為的な汚染がかなり酷くて、浄化槽の水が入ってくるということでありまして、平成８年に越生町で水道をか

いしたクリプトスポリジウムで町の人口１万２千人のところ約８千人位がクリプトスポリジウム原虫に罹患いた

しまして、主な原因というのは越辺川から越生の浄水場は取水していたのですけれども、その上流のところの農業

集落排水処理施設という下水の処理施設から、流れてきた病原菌から人畜共通感染症ですので、人が感染していて

下水に流れていって、それが１００パーセントは病原菌は処理できませんから、誰か浄化槽でそういった病原菌に

罹患している人がいますと、高濃度で流れてくる可能性がありますから、レクレーション水で海外で感染すること

も多いので、こういったイベントでお子さんが水を飲んだり、手についた水をなめたり、下流でおこなっているで

しょうからかなり注意した方がいいのではないでしょうか。

【事務局】

お子さんに水に親しんでいただくということで、毎年夏休みにおこなっているのですが。もちろん安全性を考えれ

ば１００パーセント安全ということはありませんので、今のお話も想定としてはありうるということで、お子さん

に誤って飲まないように、口に触れないような注意喚起をあらかじめおこなったうえで実施したいと思っておりま

す。

【高柴委員】

６ページの魚類調査ということで、予算がないために考えているとのことですが、今私たちがおこなっているのが

越戸川なんですけれども、ボランティア団体とタイアップして年に何回かおこなってもらうという方法は行政の方

は取れるのでしょうか。

【事務局】

こちらに記載させていただいているのは市の予算で調査したものになるのですが、和光市は川の活動団体が多いと

ころでございますので、市としても協働という取り組みを進めているところもありまして、協働の中での調査をい

かに取り込めてお示しできるかを今後検討していきたいと思います。

【鈴木委員】

５ページに河川の水質調査が年に５回、水生生物の調査をおこなっていると書いてありますが、水生生物の調査表



というものもできあがっているのでしょうか。もしありましたら次回で結構ですので教えていただきたいと思いま

す。

【事務局】

ホームページに記載させていただいているのもあるのですが、これは集約した部分でありますので、各項目が詳細

に分かるように次回からお示しの仕方も考えたいと思います。

【横山会長】

あと二つ議題が残っておりますので、次の議題にいって時間があれば和光市の環境に戻りたいと思いますのでよろ

しくお願いします。それでは議題３の第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を議題と

したいと思います。事務局、よろしくお願いします。

【事務局】

第２次環境基本計画実施状況に対する環境づくり市民会議の評価ということで、事前にご郵送させていただいた資

料２をご覧になっていただきたいと思います。資料２のＡ３のものは、環境づくり市民会議におきまして毎年進捗

状況の評価点検をおこなっていただいておりましす。

・・・（以下「資料２」内容説明～）・・・こちらの議題に関するご説明は以上になります。

【横山会長】

質問はいかがですか。高柴委員お願いします。

【高柴委員】

Ａ４版の１ページの１ですが、緑被率の結果に基づき市民緑地の分析とありますが、数年前に緑被率は和光市から

出たと思うのですが、大変な時間とお金がかかると思うのですが、何年に１回おこなうような予定というのがある

のですか。今、実際の緑被率が何パーセント位あるか教えていただきたい。

【事務局】

３６から３７パーセント程度だったと記憶しております。こちらは現在、都市整備課の所管でになるのですが緑被

率調査はどうしても２、３百万円はかかりまして、毎年の予算確保は難しい状況で、都市整備課の今の計画ですと

５年に一度、都市計画基礎調査という法律で定められた調査がありまして、独立して緑被率調査を行うのではなく

てその中で緑被率を見ていこうと、その方が経費的にも削減になりますので、そういったことを都市整備課の方で

計画しております。

【横山会長】

よろしいですか。２ページの上から５行目の 調査記述内容についての指摘事項の４行目のところに、行政が本年

度どのような事項を重視し、目標を設定し、どこまで実施できたかを読み取ることは難しかったと指摘をされてま

すけれども、前年度も要望したのだけれども改善されていないではないかというようなことを指摘しているのだと

思います。これは、どう行政としては捉えているのでしょうか。

【事務局】

具体的には同じ資料のＡ３の方の表の左側に各実行計画内容、取り組み内容、課題、今後の方向性と記載があるの

ですが、この中で前からもこのようなご指摘がございまして、調整委員会の中で枠を広げまして、その辺を詳細に

記載して欲しいと周知徹底を図ったのですが、行政として目標として中々お示しが難しい項目が多くて、この項目

の中で具体的に、項目が１００項目程度ありますので、一つ一つ目標がこうで、今年度この程度というのは中々お



示ししづらいのが、かなり項目が多いもので周知徹底がされなかったのですが、この辺につきましても１月２８日

の調整委員会の中で私の方からお話させていただいて、来年度に向けてこの調査の記載、われわれ事務局の方で記

載例ですとか、こういう書き方をしてくれと提示するのですが、その中でこういった指摘内容を詳細に記載してい

ただけるような記載例であるとか様式等も工夫しながら来年度以降やってまいりたいと考えております。

【横山会長】

わかりました。他にいかがでしょうか。ありがとうございました。

それでは 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を議題にしたいと思います。

【事務局】

こちらにつきましては、事前にご郵送させていただいた資料３をご覧になっていただきたいと思います。こちらが

和光市地球温暖化計画実行編、こちらの計画につきましても毎年度の実施状況を温暖化対策委員会というものがあ

りまして、そちらに諮りまして評価いただいております。・・・（資料３内容説明～）・・・ご説明の方は以上に

なります。

【船田委員】

実行計画というのは目的、目標というものは出ていると思うのですけれども、数値的な目標はあるのですか。

【事務局】

各施策が実行計画の中で施策をうたっているのですが、各施策ごとの数字目標の設定はありませんで、トータルと

しまして和光市内の全域から排出される二酸化炭素の排出量、削減目標はうたっております。温暖化対策委員会で

評価いただいたのが２月１０日の会議だったのですが、その際に２０１２年度の和光市の二酸化炭素の排出量をご

報告させていただいてまして、それは埼玉県の環境科学国際センターで各市町村ごとのＣＯ２排出量を推計してお

りまして、残念ながら電力の排出係数が原発事故以降上がっておりまして、なかなか努力の割りに電力の排出係数

の増加の方が大きくて、和光市のＣＯ２排出量もやや増加ということになっておりまして、主な理由といたしまし

ては電力の排出係数の増加ということで、その旨温暖化対策委員会の方にはご報告させていただきました。

【横山会長】

よろしいでしょうか。他にはいかがですか。どうぞ都築委員。

【都築委員】

温暖化対策がやっぱり都市の緑化といっても大きいと思うんですね。それは誰もがそうして欲しいという願いをも

っていると思うのですが、◎がどこにもないので今後はここをすごく努力して欲しいと思います。

【事務局】

自己評価ということでなかなか◎にするのが難しいところで、緑化も継続的に行っているのですが、２５年度から

新たに実施したものとか◎にさせていただいておりまして、緑化に関しても継続的に力を入れてやっているのです

が、それ以上によくできるように今後努力してまいりたいと思います。

【横山会長】

私からも一点だけ、エコライフデイの普及啓発が◎になっていますけれども、私も大学でこれに加わってやった経

験があるんですけれども、なかなか難しいのは個人でチェックシートやるといっても、皆ある意味で適当にやるよ

うなケースもあって、これで本当にいい点が出てくるのかなと思ったこともあったのですけれども、その辺はどん

な改善努力をしているのでしょうか。



【事務局】

従来から全校ではないですがでエコライフデイの取り組みを行っていたのですが、新たに２５年度校長会を市役所

で月一回行っておりまして、市内の小中学校全校長が出席される会議の中で、和光市の埼玉県の地球温暖化防止活

動推進員の方との協働でエコライフデイをやりたいということで、各学校で回収と集計を県に報告する形となって

いるのですが、その回収を環境課で全部やらせていただいて、数字の集計は地球温暖化防止活動推進員の方にやっ

ていただくというような事業スキームで校長会で説明させていただいて、力を入れてやっていきたいと各校長先生

にお願いしまして、取り組みを行いました。なかなかお子さんですのでどの程度力を入れて書いているのか難しい

ところはあるのですが、今迄以上にエコライフの取り組みを周知できるように環境課と推進員の方との取り組みを

拡げていきたいということでやっております。

【横山会長】

いかがでしょうか。よろしいですか。それではその他をお願いいたします。

【事務局】

最後に追加資料の部分なんですが平成２７年度環境課主要事業ということで説明いたしますと補助金関連なので

すが、先ほどご説明差し上げた省エネルギーの補助金のヘムスという電気であるとかガスの機器をコントロールし

て、エネルギーの見える化をできるような機械がありまして、こちら工事費を含めて数万円から数十万円と幅があ

るのですが、この機器も省エネルギーに貢献するということで来年度から対象機器に追加することを予定しており

ます。

・・・（以下「追加資料」説明）・・・こちらに関しては以上になります。

【横山会長】

ありがとうございました。フリーディスカッション用の資料を環境課で用意してくれましたが、あと５分弱ありま

すので、これも含めて先ほどの資料１も含めてご質問ありましたらよろしくお願いします。

【船田委員】

最後の資料のその他の一番最後の狂犬病の注射の率が非常に低いというのは、特に和光市はこういうことがあるか

らという理由というのがあるのですか。極端に低いですよね。

【事務局】

全国的に見ますと都市地域では和光市と同様な悩みを抱えていると思うのですが、どうしても都市地域で犬を飼わ

れている方で、室内飼いだから外にでないからいいだろうといった考えの方がどうしても多いようで、狂犬病に関

してはもう何十年も日本国内で発生していないところもありまして、いいのではないかというお考えの方が大都市

地域では多いようですので、啓発を図って生きたいと考えております。

【船田委員】

ある程度原因が、今の室内犬ということであれば、それを特に注意喚起するような呼びかけを特にやられた方がよ

ろしいかと思います。

【事務局】

今年度からハガキでお知らせするようなことをやっているのですが、なかなかハガキで啓発の項目、情報量が限ら

れるのですが、そういったお話をいただいたので啓発の仕方は考えていきたいと思います。



【都築委員】

資料３で施策の５で都市緑化の推進というのがあるのですけれども、理化学研究所に感謝をしたいと思っておりま

す。あそこを通るときに緑が多くてとても気持ちが良い。柳が芽吹く頃はとても素敵な風景になるんです。民間の

色々な事業所が緑にとても力を入れているうちは、少し感謝するとか表彰するとか、そういうことをしてやる気を

起こさせることも良いのかなと思いました。いつもありがとうございます。

【船田委員】

ご存知のとおり、桜の季節は公開を１日だけですけれども構内させていただいておりますので、恐らく４月の初め

ご案内をさせていただくと思います。それから、４月１８日の土曜日に完全に一般公開ということで研究室の中も

ご紹介を毎年させていただいておりますので、ぜひお出でいただければと思います。

【横山会長】

他にはいかがですか。どうぞ原田委員。

【原田副会長】

資料３の取り組み内容の５行目の公共施設の緑のカーテンの整備工事、これは広沢小学校だと思うんですけれども、

１８万９千円もかかってますね。これボランティアでできないのかな。この緊迫した予算の中で１８万９千円って

もったいないような気がする。

【事務局】

広さとか場所によって値段が変わってくるのですが、造園業者に委託でやっていただいておりまして、実は各学校

で自主的にやっている学校も多くて、それ以外に環境課でも何かできないかということでやっているのですが、安

全性を考えて専門家にお願いするような形になってしまうのですが、それ以外にボランティアで拡げたいという考

えもありますので、緑のカーテンの普及、あり方をボランティアを含めまして色々考えてまいりたいと思います。

【原田副会長】

結構好きな人はいると思う。やりたい人も。ありがとうございます。

【横山会長】

よろしいでしょうか。それでは無いようですので、私は議長の席を下りたいと思います。

【事務局】

ありがとうございました。それでは最後に原田副会長より閉会のお言葉をいただきたいと思います。

【原田副会長】

今日は第１回目ですね。長時間にわたりまして色々ご意見いただきありがとうございました。２年間ということで

すが、年４回予定されているようでございます。できるだけご都合いたしまして、みんなで１００パーセントの出

席をしたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。


