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平成 29年度第 2回和光市環境審議会議事録

平成 30年 2月 16日(金)
午後 2時から午後 4時
602会議室

出席者：横山会長、峯岸副会長、秋葉委員、佐々委員、石田委員、岸委員、田中委員、清水

委員

事務局：市民環境部長 中蔦、環境課 課長 亀井、課長補佐 工藤、主査 工藤、主任 金

岡

傍聴者：1名

司会：環境課 課長 亀井

１ 開会

司会： ただいまより、平成29年度第2回和光市環境審議会を開会する。
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

示の対象となるため、ご了承いただきたい。

また、和光市環境審議会条例第6条第2項の規定において、「委員の半数以上
が出席しなければならない」とされているが、本日、出席者8名(欠席者2名)
で あるため、本日の会議は成立とさせていただく。また、議事の進行は、

条例第6条の規定により、会長が議長となり、務めることとなっている。では、
横山会長、議事の進行をお願いする。

２ 議題

(1) 「第 2次和光市環境基本計画 改訂版」にかかる平成 28年度実施状況の評価について

会長： はじめに、「第2次和光市環境基本計画 改訂版」にかかる平成28年度実施
状況の評価について、事務局から説明をお願いしたい。

事務局： 「第 2次和光市環境基本計画 改訂版」にかかる平成 28年度実施状況
の評価について説明する。

「第 2次和光市環境基本計画 改訂版」をご覧いただきたい。本計画は、

和光市環境基本条例に基づき、市の環境をより良くしていくために、市民、
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事業者及び市が一緒になって取り組むべきことを示し、環境の保全に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するべく、69施策（90の取組）を定めている。
このたび、関係各課に対し、平成 28年度の環境施策実施状況等の照会を行
い、各課から回答があった施策の取組内容や課題・今後の方向性等について

和光市環境づくり市民会議に評価していただいた。お手元の 3つの資料はそ
れらの内容をまとめたものとなっている。

はじめに、施策の実施状況だが、時間の都合上、一番取組の数が多い環境

課の主な施策についてお伝えする。第 2次和光市環境基本計画【改訂版】平
成 28年度実施状況調査票をご覧いただきたい。
まず、3「貴重な動植物の調査と市民への公表」については、市内にある貴
重な動植物の種類やその分布、緑地や湧水地の分布、その解説等を掲載した

「和光市自然環境マップ」を、ＮＰＯ法人和光・緑と湧き水の会と市の協働

事業として作成し、学校や公共施設、関係団体等に広く配布するとともに、

ホームページでダウンロードできるようにするなど周知を行った。

次に、5「民有地における自然環境保全のための支援制度の実施・拡大」に
ついては、保存樹木 633本に助成金を交付するととに、保存していく樹木の
価値を高めるために指定基準の見直しを行った。

次に、22「ポイ捨て・路上喫煙防止条例に基づく美化活動の促進」につい
ては、和光市駅前周辺の美化推進地域において 6名の美化推進員が清掃活動
を週 2回程度実施するとともに、職員と合同でポイ捨て・路上喫煙防止キャ
ンペーンを実施した。

次に、26「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の実行について」は、
中間見直しを実施し、改訂版を策定した。

次に、28「地球温暖化防止に関する講座や体験イベントの開催」について
は、「省エネコンテスト」の表彰式において小学生向けの講演会を、また、緑

化まつりにおいて緑のカーテン教室を開催した。

なお、26、28については、次の議題にて、改めて説明させていただく。
次に、48「浄化槽管理者に対する適正な維持管理の指導と啓発」について
は、浄化槽管理者には年 1回の浄化槽の法定点検が義務付けられているが、
受検率が低いため、啓発指導通知と戸別訪問を行ったことから、受検率が

8.9％から 12.9％へと上昇した。
次に、58「環境教育・環境学習の推進」については、夏休みジャブジャブ
大会や散策会など市民団体と毎年事業を協働により実施していることや、第

四小学校 3年生の地域学習に「和光市自然環境マップ」を活用するなど、環
境教育・環境学習を推進した。

次に、60「市内の研究機関や事業者と連携した環境活動・啓発の推進」に
ついては、緑化まつりにおいて、小学生向けに事業者のノウハウを生かした

環境講座を実施した。
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最後に、65「湧水や緑などの自然環境に関する広報と市民活動への支援」
については、和光市自然環境マップを活用し、市民活動団体と協働で散策会

を開催した。取組の実施状況についての説明は以上である。

続いて、評価について説明する。平成 29年 12月 19日付け、「第 2次環境
基本計画【改訂版】平成 28年度実施状況に対する評価」をご覧いただきたい。
こちらについては、各課からご記入いただいた平成 28年度の環境施策実施状
況について、昨年 9月から 12月までの和光市環境づくり市民会議において評
価をしていただき、まとめたものとなっている。取組状況については 90施策、
その内訳として、◎のよく取り組めたが「40」、○のまずまず取り組めたが
「38」、△のあまり取り組めなかったが「10」、×の全く取り組めなかったが
「2」となっており、昨年度と比較しても、概ね安定しているとの評価をいた
だいている。その主な内容は、「望ましい姿１、豊かな水と緑を守り育み伝え

るまち」の重点方針の自然環境の保全では、平成 27年度の白子宿特別緑地保
全地区の指定に匹敵する際立った成果は見られなかったものの、市内の貴重

な湧水地や斜面林の保全について市と環境団体の協働による良好な維持管理

が継続して行われていること、「望ましい姿 2、住みよい環境を未来につなぐ
まち」の重点方針の地球温暖化対策の推進では、昨年 3月に策定した「和光
市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）【改訂版】」において、前計画に引

き継いで平成 32年度までに市民一人当たりの二酸化炭素排出量を平成 21年
度比で 25％削減する高い目標を掲げるとともに、従来の温室効果ガスを減ら
す取組である「緩和策」に加え、新たに地球温暖化による悪影響に対応する

ための取組である「適応策」が計画に盛り込まれたこと、「望ましい姿 3、環
境が育てる心がつながるまち」の重点方針のパートナーシップの仕組みづく

りでは、行政提案型協働事業として市とＮＰＯ法人が協働で作成した「和光

市自然環境マップ」を作成し、市と市民団体の連携による各種啓発事業を実

施したことなどが評価され、総合的に勘案すると取組は概ね適切であるとさ

れている。

しかしながら、緑地や湧水の保全については、これまで維持されてきた市

内の重要な緑地 3か所が開発によって失われる危機に直面していることや、
全国的な発生が懸念される生産緑地 2022年問題など、依然として大きな課題
を抱えている。市の厳しい財政状況を理解しつつも、市内に残された貴重な

緑地や湧水を保全していく観点から、緑地の公有地化や生産緑地問題への対

応、また特別緑地保全地区制度等の適用や緑地の取得資金としての「緑の基

金」の再設定など、様々なご意見・提言をいただいている。

会長： それでは、質問がある方は挙手をお願いしたい。

峯岸副会長： 評価については、環境づくり市民会議としては、全般的に納得したとい
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うことでご認識いただければと思う。しかしながら、さきほど、事務局か

ら説明があったように、緑地と湧水の保全に関する施策の効果がしっかり

と発揮されているのかということについては、大きな懸念を抱いている。

財政難を理由として、取り組まないということではなく、何らかの施策を

考え、責任を持ち、緑地と湧水の保全にしっかりと取り組んでほしいとい

う気持ちが込められている。

佐々委員： 3「貴重な動植物の調査と市民への公表」の部分で、「和光市自然環境マ
ップをホームページ上でダウンロードできるようにした」と記しているが、

ホームページアクセス数がわかれば教えていただきたい。

事務局： ホームページ「和光市の環境」ページへのアクセス数になるが、平成

27年度は 7,612、平成 28年度は 9,295となっており、増加傾向にある。

会長： 和光市自然環境マップのダウンロード数はわかるか。

事務局： 管理しているのが、他部署になるため、数値を把握できるか確認する必要

がある。(審議会終了後⇒関係課へ確認。和光市自然環境マップのダウンロ
ード数までは、システム上の理由により確認できないとのこと。)

佐々委員： 22「ポイ捨て・路上喫煙防止条例に基づく美化活動の促進」の部分で、
美化推進員 6名が駅周辺で美化活動を行っているということであるがどの
ような活動を行っているのか。

事務局： 「和光市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条

例」、「和光市路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、おおむね週 2日、1
日 3時間、2人 1組で美化推進地域での、美化活動、路上喫煙者(禁止地区
内)への啓発、ポイ捨て防止・路上喫煙防止キャンペーン(年４回)を行ってい
る。

佐々委員： 美化推進員が抱える日ごろの活動の困りごとなどを市は把握しているか。

事務局： 美化推進員には、毎月 1度、美化推進員活動報告書を市へ提出してもらい、
活動中に起こった事柄についての報告を受けている。また、随時、不法投棄

などを見つけた際など、電話等により報告を受けている。

田中委員： 美化推進員として週 2回活動している。以前に比べて、ゴミは減ってき
ているが、まだまだタバコの吸殻がある状態である。花粉の季節になると、
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マスクが捨てられていたりする。路上喫煙者への注意も行っているが、ほ

とんどの方が理解してくれる。しかし、たまに、「じゃあ、どこで吸えば

いいんだ！」などと言ってくる方もいる。

佐々委員： そのように、美化推進員が嫌な思いをすることもあるのであれば、随時

職員が随行するようにしたらどうか。また、理化学研究所においても、路

上喫煙禁止等について周知することも可能であるため、その際は、協力す

る。

事務局： 理化学研究所へ周知を行う際は、ぜひとも協力をお願いしたい。

会長： そのほかに何か質問等あるか。

清水委員： 喫煙規制は必要なことであるため、引き続き行っていく必要がある。

岸委員： 環境づくり市民会議の会長の峯岸さんが審議会の副会長をされているが、

この資料をまとめられたとのことですごい方であるなと感じた。

評価についてだが、環境課は、よくやっている方だとは思うが、資源リサ

イクル課については、ゴミの減量について先進的な市等を参考にもう少し積

極的に取り組んでほしいと思うところである。

また、最重点課題といわれている湧水の保全については、お金がないとい

う理由で取組が進んでいないが、ふるさと納税等、何かよい方策を考え、取

り組んでほしいと思う。

峯岸副会長： 和光市の湧水があるところは、私有地が多いため、相続を媒介として

あっという間に無くなってしまう。そのため、いざという時のために、

市としてお金を確保することが必要である。

事務局： 担当課は、都市整備課というところになるが、現在、国の補助金等を活用

して保全する等の取組を進めているところである。2022年問題は、よく問
題化されており、市としても認識はしている。

横山会長： 和光市は予算が逼迫していてなかなか難しいということをよく耳にする

が、市として何かほかに意見はあるか。

事務局： 基金をつくるなどの取組はできたとしても、安定的に財源確保ができな

い。そのため、まずは、都市計画税の段階的な増税等、市の財政状況を良

くする面から進めていき、その中で、あらゆる方向性を探っていきたい。
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石田委員： 相続が発生すると土地が売買されてしまう。売値に見合う金額で市が買

い取れればいいが、現時的には難しい状況にある。市としては、都市計画税

をアップさせて財政状況を豊かにということであるが、土地を持っている地

主からするとその税も大きな負担となっている。しかしながら、そういった

ところでしかお金を捻出できない状況に和光市がなっている。

また、さきほど、ゴミの話が出たが、あるところでは、ひとつひとつ分別

されたゴミに自分の名前を書かねば回収してもらえないところがある。

そのような取組によりゴミの減少化が進み、ゴミの回収量や焼却量が減

り、無駄な税金が使われないというところにつながっていく。和光市も財政

状況が厳しいのであれば、このような取組を行うべきである。

秋葉委員： 48「浄化槽管理者に対する適正な維持管理の指導と啓発」についてだが、
浄化槽法定受検率の全国及び埼玉県の数値を教えてほしい。

事務局： 全国平均は、39.4％、埼玉県は、13％となっている。

秋葉委員： 埼玉県でも 13％とは、驚きである。

事務局： 昨日、浄化槽担当課長会議に出席したが、法定受検率の上昇のためには、

受検率を上げるための制度づくりから行っていく必要があるのではないか

という意見が出ていた。

秋葉委員： 和光市としては、戸別訪問をし、受検率向上に向けて啓発活動を行って

いるということなのか。

事務局： そうである。徐々にではあるが、法定受検率は上昇傾向にある。

秋葉委員： 了解した。

峯岸副会長： 和光市は、古い家が多く、単独浄化槽(し尿処理だけに対応している浄
化槽)が多いため、台所や風呂、洗濯などの排水は、そのまま川などに流
れ込んでしまう。

秋葉委員： 雑排水についてもきちんと処理できるようにする必要がある。

横山委員： これまでの意見で、和光市環境基本計画実行計画の評価が甘いのではと

いう意見があったが、事務局としてどう考えるか。
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事務局： 評価については、来年度、変更する方向で検討を進める予定である。

峯岸副会長： 何年か前に評価の変更について意見を出したことがある。今後、より

客観的な評価ができるよう、事務局とともに検討を進めたいと考えてい

る。

(2) 「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【改訂版】」平成 29年度の取組状況
と平成 29年度施策評価の方向性について

横山会長： 次に、「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【改訂版】」平成
29年度の取組状況と平成 29年度施策評価の方向性について事務局より
説明をお願いしたい。

事務局： 「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【改訂版】」平成 29年度
取組状況と平成 29年度施策評価の方向性について説明する。
まず、平成 29年度の取組について、資料 1をご覧いただきたい。今回
は、環境課のみの取組となるが報告する。平成 29年 4月、「和光市地球温
暖化対策実行計画(区域施策編)【改訂版】」冊子を発行した(150冊)。また、
冊子は、市内公共施設に設置し、関係課等、各小・中学校へ配付している。

次に、平成 29年 5月、「和光市省エネコンテスト 2017」の開催及び和
光市省エネチェックブックへの協力(対象：市内小学 4年生)について、校
長会を通じて、各小学校へ依頼し、また、平成 29年 7月、和光市省エネ
チェックブックを市内各小学校へ配付し、夏休み中に取り組んでもらうよ

う要請した。加えて、「埼玉県エコライフＤＡＹ夏」への協力について、

小・中学校へ通知をし、依頼した。

次に、平成 29年 8月、平成 29年度第 1回和光市地球温暖化対策委員
会を開催(「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【改訂版】」概要
版について検討)し、平成 29年度第 1回和光市環境審議会を開催(「和光
市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【改訂版】」概要版について検討)
した。

次に、平成 29年 10月、「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)
【改訂版】」概要版を 190部、発行し、市内公共施設に設置するとともに、
各学校へ配付(H29.10～12)した。
次に、平成 29年 11月には、「和光市省エネコンテスト 2017」を開催し、
和光市省エネチェックブック優秀者 40名を表彰した。そして、地球温暖
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化対策に関する「ミニ講演会」を実施した(参照：和光市省エネコンテス
ト 2017表彰式プログラム）。
次に、平成 29年 12月、和光市商工会通信へ計画策定に関する記事を掲
載し、事業者へ周知するとともに、「埼玉県エコライフＤＡＹ冬」への協

力について、教頭会にて周知し、小・中学校へ依頼した。

次に、平成 30年 1月、広報 1月号で計画策定に関する記事を掲載し、
市民等へ周知した。

また、和光市環境基本計画推進調整委員会(計画冊子 49ページ、庁内調
整会議に当たる)にて、「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【改
訂版】」計画冊子及び概要版について内容共有を図り、平成 29年度施策評
価調査を平成 30年度中に行うことを確認した。次に H30.2 平成 29年
度第 2回和光市地球温暖化対策委員会を開催し(平成 29年度取組状況及び
平成 29年度施策評価調査について報告)、平成 29年度第 2回和光市環境
審議会を開催(平成 29年度取組状況及び平成 29年度施策評価調査につい
て報告)した。そのほか、環境省主催地球温暖化対策会議等へ担当者が出
席し、会議内容等を各関係課へ周知した。

つづいて、資料 2について説明する。埼玉県環境科学国際センターの協
力を得ながら、埼玉県市町村温室効果ガス排出量推計報告書に基づき、

2009年度数値に電力排出係数を固定化し、2014年度における和光市の二
酸化炭素排出状況を取りまとめた。

まず、和光市における二酸化炭素(CO2)の総排出量と和光市民一人当た
りの二酸化炭素(CO2)排出量等の現状について報告する。

2014 年度の和光市における二酸化炭素(CO2)の総排出量は、290 千
t-CO2、一人当たりの二酸化炭素(CO2)は、3.6t-CO2となっており、2013
年度の総排出量 292千 t-CO2及び一人当たりの排出量 3.7t-CO2に比べ微
減している状況となっている。

また、下のグラフに移る。部門別二酸化炭素排出量の経年変化(千 t-CO2)
については、2014年度を前年度と比べると、業務部門、家庭部門、運輸
部門の数値が微減している。

業務部門については、燃料や電力の数値が下がっていることから、ＬＥ

Ｄの導入や省エネ活動等の影響による減少が想定される。

また、家庭部門については、電力が減少傾向にあるため、各家庭におけ

る省エネ活動やＬＥＤの普及、省エネ機器の導入等が数値の減少に影響し

ているものと想定される。

さらに、運輸部門については、燃料が減少していることから、エコカー

の利用等の影響による減少が想定される。

なお、2015年度の数値については、現在、埼玉県環境科学国際センタ
ーにおいて、和光市分(固定化した数値)の算出を依頼している。今回の審
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議会では公表できなかったが、平成 30年度の施策評価結果の報告の際に、
改めて報告したい。

つぎに、和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【改訂版】に基づ
く平成 29年度の施策評価の方向性についてだが、さきほど、環境課にお
ける平成 29年度の取組状況について説明したが、平成 30年度に、本計画
に基づく施策の評価シートを作成し、計画の進行管理ＰＤＣＡサイクルに

基づき、各関係課等における施策の洗い出しを行い、平成 29年度におけ
る各課等の取組状況を把握・評価し、その結果を和光市地球温暖化対策委

員会及び和光市環境審議会へ報告したいと考えている。説明は、以上であ

る。

会長： それでは、質問がある方は、挙手をお願いしたい。

石田委員： 省エネチェックブックを見て、大変良いものだなと思った。また、省エ

ネコンテスト時に、子どもや保護者からの意見も聞いて、効果がある取組

であると思ったが、これが 4年生を対象としている理由はどういったもの
か。

事務局： 5年生から本格的に環境学習がはじまるので、その前段階として 4年生を
対象に実施している。

石田委員： 啓発は小さな頃から行うべきものであるため、このチェックブックを活

用しながら、対象年齢を低く設定したものを作ってみてはどうか。

事務局： 和光市のチェックブックは、小学 4年生を対象としているが、さきほど、
平成 29年度の取組の中で説明した、埼玉県主催のエコライフＤＡＹチェッ
クシートは、小学校低学年を対象としており、こちらへの参加も、取組とし

て進めているところである。

石田委員： 計画概要版のように、わこうっち等のイラストをたくさん入れた冊子(Ａ
４サイズの半分)などを作り、小さいうちから啓発することも必要ではな
いか。

秋葉委員： 資料２で二酸化炭素排出量を比較して示しているが、経年変化で見ると

運輸部門が増加しているように感じる。

事務局： 運輸部門については、前年度に比べると減少している。しかし、近年に
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おいては、景気が徐々に良くなり、ネット上での買い物も簡単にできるよ

うになっており、そういったことで物流が増えてきているとも考えられ、

運輸部門の数値の増加等へ影響しているとも考えられる。

横山会長： 運輸については、和光市が努力しても、効いていかない部分かもしれ

ない。

秋葉委員： そうするとやはり、家庭部門及び業務部門が取り組みやすいというこ

とになってくるのではないか。

岸委員： 廃棄物部門については、清掃センターでの焼却量が含まれているのか。

事務局： 一般廃棄物として清掃センター分が含まれていると思われる。また、そ

のほか、廃棄物部門については、清掃センターで処理しない産業廃棄物も

含まれている。

会長： 運輸部門に、市民が車を使用しなかった分の削減は、影響しているのか。

事務局： 運輸部門に含まれるものと考えている。

会長： であれば、市民が努力することは無駄にはなっていないということで認識

してよいのか。

事務局： 無駄ではないと認識している。

佐々委員： 2014年度のデータということで最新のデータがないわけだが。

事務局： 今回、事務局が出したデータは、2014年度のものとなるが、最新のもの
は、2015年度のデータとなる。現在、和光市の数値に固定化したもので二
酸化炭素排出量を算出してもらっている状況である。来月末には出ると思

う。ついては、来年度の審議会時には、2015年度のデータを出したいと考
えている。

峯岸副会長： 廃棄物部門の部分が関係してくるものとして、和光市環境基本計画

実行計画の評価の 38「一般廃棄物焼却施設の整備」について発言する。
今のところ、和光市清掃センターの整備計画がなかなか進まない現状

があるが、整備を進め、機能を向上させることが、二酸化炭素排出量

の削減にもつながるのではないかと考えるがどうか。
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事務局： 清掃センターの機能については、確かに効率性が落ちている状況にある。

そういった意味で二酸化炭素排出量には、若干影響があるものと推測が出

来る。

秋葉委員： 2020年度までの目標値を掲げているが、データがなかなか出てこな
いということで評価に影響するものと思われるが。

事務局： 数値については、環境省も埼玉県も経済産業省等を通じて、あらゆるデ

ータを集め、分析し、結果を算出しているため、どうしても時間がかかっ

てしまう。これらについては、ご了承いただきたい。

会長： 省エネ意識の浸透は広がりを見せつつあるものの、いまだに、電気の点け

っぱなし、エアコンの点けっぱなし等を行っている人もいる。文部科学省か

ら大学へ省エネについて通達を行っていたりもするが、大学に限らず、意識

ない人はまだ多数いる状況にある。皆さんの家庭では、どのような取組を行

っているか。

佐々委員： 理化学研究所では、見える化を行っており、電力の消費状況を把握す

ることができる。そのため、その推移をもとに啓発を促している。

秋葉委員： 国立保健医療科学院も、入口付近に見える化システムを設置しており、

電力の消費量等の把握ができるようになっている。また、冷房使用を控

えるために、研修等は 8月に入れないようにし、夏は 28度設定を行って
いる。さらに、お盆の週は休みにしている。その他、遮光カーテンの設置

等様々な取組を行っている。

石田委員： 高齢者グループホーム事業を行っている。高齢者は、火に臆病になっ

ており、ストーブも点けない、エアコンも点けない方が増えている。逆に

ヒートショックをおこしてしまうのではないかと心配してしまう。

峯岸副会長： できるだけ家族が同じ場所に居て、電力の消費を最小限にするなど

している。

佐々委員： 理化学研究所では、啓発の一環として、室内温度を把握できるもの設

置している。和光市でも啓発用品として使うのもよいのではないか。

岸委員： 概要版は、良いものができたと思う。８ページにわたしたちにできる

ことということで項目がイラストとともに書かれているが、実際に自分も
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チェックしてみた。やってみて思ったのだが、チェック式の概要版を作っ

てみても良いのではと思う。また、季節ごと、世代ごとに作ってみて、チ

ャレンジし、ハガキを市へ送ると、和光市の何かがもらえるといった取組

をやってみてもよいのではないか。

田中委員： 家庭でできることとして、家族皆でマイ水筒を持つようにしている。

佐々委員： 資料の作成に当たっては、誰もが見やすいものとなるよう工夫してほ

しい。

横山会長： 本日出された意見については、事務局において整理・検討し、計画の

推進につなげていただきたい。

事務局： 皆様からいただいたご意見は、事務局にて整理・検討し、和光市環境基

本計画推進調整委員会で協議し、来年度開催の審議会にて報告させていた

だく。

(3) その他

会長： では、その他について事務局から説明をお願いしたい。

事務局： 次回の会議については、評価シートを作成し、取組の洗い出しと取組内

容の評価を実施した後に開催する。詳細は後日改めて通知させていただく。

３ 閉会

横山会長： ほかに意見がなければ、ここで議長の席をおりる。

司会： お忙しい中、第２回和光市環境審議会に出席いただき、様々なご意見等を

いただき感謝している。では、これにて平成 29年度第 2回和光市環境審議
会を閉会する。


