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平成 29年度第１回和光市環境審議会議事録

平成 29年 8月 24日(木)
午後 2時から午後 4時まで 4階研修室

出席者：

横山会長、峯岸副会長、秋葉委員、石田委員、佐藤委員、岸委員、佐々木委員、田中委員、

清水委員

事務局：

市長、市民環境部長 中蔦、環境課長 亀井、環境課課長補佐 工藤、環境課主査 工藤、

環境課主任 金岡

司会：環境課長 亀井

１ 開会

司会

本日は、大変お忙しい中、和光市環境審議会にご出席いただき、誠にあ

りがとうございます。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。申し遅れましたが、本日の司会・進行をさせていただきます、和

光市市民環境部環境課長の亀井と申します。よろしくお願いいたします。

なお、本日、佐々委員より欠席の連絡が入っておりますので、ご報告させ

ていただきます。それでは、議事に入ります前に、本日ご出席の 9名の皆
様に松本市長より委嘱書の交付を行います。

２ 委嘱書の交付

≪名簿順に委嘱書を交付≫

３ 市長あいさつ

本日は、大変お忙しい中、和光市環境審議会にご出席いただきありがとうございます。

また、和光市環境審議会委員として、ご協力をいただきありがとうございます。
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さて、和光市は首都圏でも特に交通の利便性に優れた住宅都市として発展している一方、

湧水・斜面林などの自然環境にも恵まれており、それが和光市の大きな特徴の一つとなっ

ています。現在、当市は大変厳しい財政状況にはありますが、このような環境の下、職員

の創意工夫と市民協働の推進により、課題へ取り組んでいきたいと思います。

本審議会は、和光市の環境全般にかかわることについて審議いただく機関となりますの

で、地球温暖化のみならず市の環境施策に対し、幅広い視点からご審議を賜り、忌憚のな

いご意見をいただければと思います。

司会

ありがとうございました。恐れ入りますが、市長はこの後公務がございますので、こ

こで退席させていただきます。

４ 自己紹介

司会

続きまして、皆様本日がはじめての顔合わせでございますので、委員の皆様の自己紹介

をお願いしたいと思います。自己紹介は名簿順で行いますので、よろしくお願いいたしま

す。それでは横山委員から順によろしくお願いいたします。

≪各委員、事務局、順に自己紹介≫

５ 会長・副会長の選出

司会

続きまして、会長・副会長の選出に移りたいと思います。本審議会の運営に当たり、和

光市環境審議会条例第5条の規定により、審議会に会長・副会長を各1名ずつ置き、それぞ

れ委員の互選により選出することとなっておりますので、初めに会長の選出を行いたいと

思います。立候補または推薦の方がいらっしゃいましたら、挙手願います。いかがでしょ

うか。

石田委員

前回の審議会会長もされていた横山委員が適任だと思います。

司会

ただいま、石田委員から横山委員を会長に推薦するとのご提案がありました。このご提

案にご意見がございましたらお願いします。

≪意見等なし≫
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司会

ないようでしたら、会長を横山委員お願いしたいと思います。

横山会長、２年の任期中よろしくお願いします。次に、副会長の選出について、立候補

または推薦の方がいらっしゃいましたら、挙手願います。いかがでしょうか。

横山会長

以前、本審議会委員をされ、また、環境づくり市民会議会長もされ、各種計画に精通さ

れていることから、峯岸委員が適任であると思います。

司会

ただいま、横山会長から峯岸委員を副会長に推薦するとのご提案がありました。このご

提案にご意見がございましたらお願いします。

≪意見等なし≫

司会

ないようでしたら、副会長を峯岸委員にお願いしたいと思います。峯岸副会長、２年の

任期中よろしくお願いします。以上で、会長・副会長の選出を終わります。横山会長、峯

岸副会長におかれましては、席の移動をお願いします。

≪会長 横山 裕道氏、副会長 峯岸 正雄氏に決定≫

６ 会長・副会長あいさつ

会長 横山 裕道氏

副会長 峯岸 正雄氏

７ 議題

司会

続きまして、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。

会長

それでは、議事に入ります。議事がスム－ズに進行するよう委員の皆様のご協力をいただ

き進行してまいりたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。まず初めに、「和光

市環境審議会の目的」についてを議題といたします。事務局から説明をお願いします。

(1) 和光市環境審議会の目的
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事務局

それでは、和光市環境審議会の目的について説明いたします。恐れ入りますが、第２次和

光市環境基本計画改訂版の 71ページ、和光市環境審議会条例をご覧ください。
和光市環境審議会につきましては、第 2条に記載されておりますとおり、環境基本法第

44条の規定に基づき設置されており、所掌事務としましては、市長の諮問に応じ、環境の
保全に関しての基本的事項について調査及び審議を行うこととなっております。

また、本審議会は第 3条で記載されておりますとおり、学識経験者、市内の法人代表者、
市内の公共的団体代表者、公募市民、市長が認めた者の計 10名で組織されており、委員の
皆様にはいろいろな角度・視点からご意見等をいただきたいと考えております。

なお、委員の皆様の任期につきましては、平成 29年 7月 1日から平成 31年 6月 30日ま
での２年間となっており、その間、主に昨年 3月に改訂した第２次和光市環境基本計画改訂
版及び本年３月に改訂した和光市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に係る取組の実施

状況等について審議をお願いしたいと考えております。

会長

事務局の説明にご質問等ございましたら、お願いいたします。

≪質問等なし≫

会長

では、次に第２次和光市環境基本計画改訂版の説明について、事務局から説明をお願いし

ます。

(2) 第２次和光市環境基本計画改訂版の説明

事務局

それでは、第２次和光市環境基本計画改訂版について説明いたします。計画冊子をご覧

ください。この計画は、和光市環境基本条例に基づき、市の環境をよりよくしていくため

に、市民、事業者及び市が一緒になって取り組むべきことを示し、和光市の環境施策を総

合的かつ計画的に推進するために策定されたものです。

本計画は、平成27年度に見直しが行われ、現行は第２次の改訂版となっております。

では、計画の構成について、説明させていただきます。

まず、１ページから第１章「和光市環境基本計画の概要」としまして、目的や見直しの背

景などが記載されています。3ページでは、計画の期間について記載されていますが、第２
次の計画が平成 23年 4月から 10年間となっており、この改訂版では、後期の 28年度から
32年度の 5年間の計画となっております。
また、3ページ・4ページの本計画の位置付けですが、市の最上位計画である第四次和光

市総合振興計画の下位の計画として位置付けられ、環境面から同計画や関連する計画を補完
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し、環境分野の各個別施策の内容をより具体化する役割を担っています。

また、環境基本計画の下位の計画として、和光市環境基本計画実行計画や後ほど説明い

たします、和光市地球温暖化対策実行計画などがございます。

和光市地球温暖化対策実行計画は、地球温暖化対策推進法の中で市町村の事務事業に関

し、温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計

画を策定するよう定められており、また、中核都市以上の地方公共団体は、実行計画区域

施策編を策定するよう定められています。中核市ではない和光市にはこの規定は適用され

ませんが、深刻化する地球温暖化に対し、市域全体で取り組むために、あえて個別の計画

として策定しております。

6ページからは、第２章「和光市の現状と課題」として、市の概要や自然環境、生活環境、

環境活動等に関する様々な現状と課題が記載されています。

37ページからは、第３章「計画の目標」として、和光市の課題に対応するため、3つの望

ましい姿を柱として環境施策を展開することが掲げられています。3つの柱は、「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」で、望ましい姿ごとに方針を3つずつ記載しており、それぞれに１つ重

点方針を掲げております。

そして、40ページからの第４章「望ましい姿の実現に向けた方針と環境施策」には、そ

れぞれの方針ごとに施策と具体的な数値目標が掲げられています。

さらに、62ページからの第５章「計画の進行管理」において、望ましい姿の実現に向け
て計画を確実に推進するために、PDCAサイクルによる進行管理や推進体制について記載
されています。65ページ以降は資料編として関連規則や環境保全行動指針等を掲載してお
ります。以上が本計画の説明となります。

会長

第２次和光市環境基本計画改訂版の 4ページの説明で、上位計画や下位計画というお話が
ありました。今回、審議会にはじめて出席された方もいるため、上位計画や下位計画につい

て少し説明をしてください。

事務局

まず、和光市には、市の最上位計画として、総合的な各種分野を網羅する第四次和光市総

合振興計画という大きな計画がございます。そして、その計画の中の一つの分野として、和

光市環境基本条例に基づく、和光市環境基本計画があり、また、その下に位置づけられる、

個別計画として、和光市地球温暖化対策実行計画が位置づけられております。

会長

それでは、質問がないようでしたら次に進みます。和光市地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）改訂版の説明を事務局お願いします。
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(3) 和光市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改訂版の説明

事務局

それでは、「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【改訂版】」について説明をさ

せていただきます。計画冊子をご覧ください。本計画は、平成24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)」の改訂版であり、平成28年度中の和光市地球温暖

化対策委員会及び和光市環境審議会における審議を経て、策定に至ってございます。

本計画は、国内・外、県などの最新の動向を反映しており、また、従来行ってきた地球

温暖化対策の根本的問題である「温室効果ガスの削減に向けた取組」となる「緩和策」の

みならず、地球温暖化による様々な悪影響に対応するための取組である「適応策」へも踏

み込んでございます。

また、本計画の特色ともいえますが、今回の計画の見直しに合わせて、市内小学生から、

「2050年の快適環境都市わこう」をテーマに絵画を平成28年度に募集し、応募された子ど

もたちの絵画や意見を計画へ多数反映しております。

では、計画の構成について、説明させていただきます。まず、1ページですが、「第１章

計画の基本的な事項」としまして、「計画策定の趣旨」、2ページでは、「計画の位置づけ」、

3ページでは、「計画の期間と基準年度」、「削減対象とする温室効果ガス」、4ページでは、「二

酸化炭素削減目標」、6ページには、「計画の推進」を位置づけております。

次に、7ページに移ります。

「第２章 計画策定の背景」としまして、地球温暖化による影響として、13ページにわ

たり、「地球温暖化とは」、「世界の現状」、「日本の現状」、「埼玉県の現状」、「和光市の現状」

を記載させていただいております。

次に、13ページからは、「２ 国内外における地球温暖化対策の取組」として、「国際的

な取組」、14ページ、「日本の取組」、15ページ、「埼玉県の取組」、「和光市の取組」を記載

しております。

続きまして、17ページになります。

「第３章 和光市の自然的・社会的特性」として、和光市の「位置」、「地形」、18ページ、

「人口」、「交通」、20ページからは、「産業」、21ページからは、「土地利用」、22ページから

は、「地域特性」、24ページからは、「地目別緑地」、「ごみの排出量」を記載しております。

次に、26ページに移ります。

「第４章 温室効果ガスの排出状況」としまして、「温室効果ガスの種類」、「ガス種別温

室効果ガス排出量の経年変化」、「温室効果ガス排出量の算定対象部門」、28ページからは、

「部門別の温室効果ガス排出量の経年変化」を記載しております。

また、続きまして、29ページからは、「第５章 温室効果ガス排出抑制等に関する施策」

としまして、「部門別の取組」、31ページからは、温室効果ガス「削減に向けた基本施策」
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を記載しております。

そして、48ページには、先ほども説明いたしましたが、「適応策の方向性」としまして、

農業や健康等に関する施策の方向性を記載しております。次に、49ページに移ります。「第

６章 計画の進行体制と進行管理」としまして、「市の推進体制」や「協働体制の整備」、「計

画の進行管理」について記載させていただいております。そして、それ以降からは、資料

編として、「計画策定の経緯」や「用語集」等を記載しております。ざっと、概要について

説明をさせていただきました。説明は、以上でございます。

会長

「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【改訂版】」については、平成 28年度にお
ける和光市環境審議会にて検討を重ね、策定へと進んだわけですが、この地球温暖化という

問題は非常に難しい問題です。以前審議会で審議した経験をもってしても難しいと感じるわ

けですから、新たに審議会委員になられた方は、もっと難しいと感じると思います。ですの

で、気にせず、様々なご発言をお願いいたします。

佐々木委員

「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」が平成 24年 3月に策定され、平成 29年
3月に新たに「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【改訂版】」が策定されたわけで
はありますが、実績といいますが、進捗状況について教えてください。

事務局

それでは、計画の進捗状況について説明いたします。

まず、計画の 4ページをご覧ください。ここでは、二酸化炭素削減目標が位置づけられて
います。市は、埼玉県市町村温室効果ガス排出量推計報告書をもとに数値を把握しておりま

すが、基準年の 2009年の和光市民一人当たりの二酸化炭素排出量は、3.8t-CO2となってお
り、計画改訂版時の数値である 2013年には 3.7t-CO2となっております。また、最近の数
値ですが、2014年の数値として、3.6t-CO2となっており、徐々にではありますが、数値が
下がっている状況にあり、市民、事業者等皆様の取組が数値に反映されているものと考えて

おります。

会長

今、事務局からこれまでの数値の推移について説明がありましたが、本計画は、2020年
に、2.8t-CO2を目指しています。今の数値から判断すると非常に難しい部分もあろうかと
思いますが、事務局としてはどのように考えていますか。

事務局

確かに、現状の数値と目標の数値を比較すると差がある状況にあります。

36ページに、現在想定できる施策の削減ポテンシャル量が位置づけられておりますが、
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引き続き、市民の皆さんのアイデアをいただきながら、目標の達成に向けて取り組んでまい

りたいと考えております。本審議会におきましても、目標の達成に向けた取組のアイデアも

いただきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。

会長

今、事務局からもアイデアについてお話がありましたが、またのちほどアイデアについて

はお聞きしたいと思います。

清水委員

本計画は、市民にどのような方法で周知していますか、また、今後の周知の方向性も含め

て教えてください。

事務局

計画の周知方法ですが、市のホームページに掲載するとともに、公共施設にも設置し、周

知しております。また、今後は、環境課が実施するイベント等で配付するなどし、周知して

まいりたいと考えています。

清水委員

良い計画であるため、広く市民に周知できるよう工夫してほしいです。

事務局

事務局としても効果的な周知を行いたいと考えているため、工夫しながら、周知を進めて

いきたいと考えています。

岸委員

28ページの部門別の温室効果ガス排出量の経年変化を見ましたが、部門の内容がわかり
にくいため、もう少し具体的に説明してください。

事務局

27ページをご覧ください。「３ 温室効果ガス排出量の算定対象部門」の部分に各部門の

内容が書かれています。

例えば、産業部門は、第一次産業及び第二次産業、すなわち標準産業分類の農林水産業、

鉱業、建設業及び製造業を含む部門の産業活動により消費されたエネルギー量からの二酸化

炭素排出量を指します。また、業務部門は、産業部門及び運輸部門に属さない企業・法人の

エネルギー消費からの二酸化炭素排出量を指し、主に商業やサ－ビス産業等、第三次産業か

らの排出量となります。

また、29ページからは、各部門ごとの取組内容が書かれており、部門の内容及び具体的
な取組イメージにつながるかと思いますので、参考にご覧いただければと思います。
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岸委員

こうやって部門の状況を見ていくと、やはり家庭部門の温室効果ガスの排出量が高いこと

がわかります。やはり家庭部門の取組はとても重要であるのだと思います。

事務局

おっしゃるとおり、家庭部門の取組の重要性は市としても感じているところでございます。

そのため、本計画では、家庭部門の取組を重点的取組として位置づけてございます。

石田委員

計画策定段階で、和光市審議会委員として、この計画の策定に携わってきたのですが、こ

うやってみるととても見やすくまとまってよい計画が出来たなと感じています。緑化まつり

実行委員会においても話をしましたが、この計画をいかに市民に周知することできるかがと

ても大事であると感じています。

緑化まつりなど市のイベントが多数あると思いますので、そういったタイミングを活用し、

計画の周知をすると効果的であると思います。また、子どもたちへの周知も大切ですので教

育部門と連携して広く周知していってほしいです。

事務局

ありがとうございます。市としても、様々な場面で周知できるよう取り組んでまいりたい

と考えております。

田中委員

39ページ「施策２ 省エネに配慮したライフスタイルの推進」の部分に、「間隔をあけず

に入浴する」など記載されています。こういったことが、市民にもわかりやすいと思います

ので、広報などを使って、少しずつ周知していくなどしていったらどうでしょうか。

また、市民から取組事例を募集するなどもよいのではないでしょうか。

事務局

毎年、夏休み期間中、小学４年生に、市が作成する省エネチェックブックに取り組んでも

らっています。そして、11月には、その結果を踏まえて、「和光市省エネコンテスト」を開
催し、よく取り組んだ児童を表彰しています。チェックブックに取り組むことで、子ども達

が省エネについて自ら考え、行動し、親とそれらを共有するという啓発手法となっており、

市としても、効果がある取組の一つと考えております。また、これから説明いたします概要

版の中でも、計画に基づき、イラストを交えながら、身近に行える取組について記載し、視

覚的にご理解いただけるようにしておりますが、そのほか審議会でのご意見を踏まえながら、

様々な方法を検討していきたいと考えております。

会長

これから「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)【改訂版】」の概要版の審議に入
っていきますが、本計画をご覧になってお気づきになられた方もおられるかと思いますが、

なぜ区域施策編となっているのか、少し、事務局の方から説明をお願いします。

事務局
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計画冊子の 2ページをご覧いただければと思います。
地球温暖化対策実行計画というものには、2種類ございまして、これは、「地球温暖化対

策推進法」に基づき定められているのですが、まず、事務事業編というものがございます。

こちらは、地方公共団体において策定義務となっており、和光市では、「和光市地球温暖化

防止実行計画(事務事業編)」にあたり、現在、総務部総務人権課が事務事業編の計画を推進
しております。事務事業編については、和光市の事務及び事業に関し温室効果ガス排出量の

削減並びに吸収作用の保全及び強化を目的として策定されております。

また、区域施策編ですが、これは、地域全体を指す計画となり、和光市でいいますと、こ

の「和光市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」にあたります。区域施策編については、
和光市規模の市による策定義務はございませんが、和光市は、深刻化する地球温暖化へ市域

全体で対応するという目標を掲げ、本計画を策定しております。

会長

では、審議の途中ではありますが、ここで少し休憩を取りたいと思います。

≪休憩≫

(4) 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

会長

では、次に「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、
事務局より説明をお願いします。

事務局

続きまして、「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
て説明いたします。

こちらは、8月8日に開催した、「和光市地球温暖化対策委員会」における意見を交え、作
成しております。委員会では、比較的よい印象のご意見をいただいております。例えばです

が、地球温暖化とは？からはじまっておりますので、「ストーリー性があってわかりやすい」、

「イラストがたくさん入っていてわかりやすい」等のご意見を、恐縮ながら、頂戴しており

ます。今後、新たなイラストの追加や色やレイアウト等、修正をかけてまいりますが、現段

階における案について説明をさせていただきます。

では、資料の2をご覧ください。まず、表紙ですが、こちらは、冊子と同様に「2050年の
快適環境都市わこう絵画コンクール」の最優秀作品を掲載しております。

また、冊子には、掲載しておりませんでしたが、この作品を描いた子どものメッセージを

黄色の囲いの部分になりますが、掲載させていただいております。

続きまして、つぎのページに入ります。まず、この計画を作る目的を説明するため、「地

球温暖化ってなに？」というタイトルをつけ、地球温暖化とは何か、イラストを交えて表現

しております。

次に、「和光市でも地球温暖化が進んでいるの？」という部分で、冊子にも掲載しており

ますが、和光市の年平均気温の推移のグラフを用いて、気温上昇率をもとに、和光市の現状
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を説明しております。

次に「地球温暖化が進むとどうなるの？」というタイトルの部分で、農作物などへの影響

や健康への影響、水による災害について、イラストを用いて表現をしております。

つづいて、右のページをご覧ください。まず、「計画の趣旨」を掲載し、その次に、「和光

市の地球温暖化対策は？」ということで、緩和策(こちらはこれまで行ってきた取組ですが、
温室効果ガスを減らす取組)、適応策(改訂版で新たに加わった取組として、地球温暖化によ
る悪影響に備える取組)を入れ込み表現しております。
次に、「計画の期間」、そして、和光市において「削減対象とする温室効果ガスは？」とい

うことで、和光市では温室効果ガスの中でも二酸化炭素を対象とすることになっております

のでそのことについて記載しております。

次のページにお進みください。ここでは、「二酸化炭素をどのくらい削減すればいいの？」

というタイトルをつけ、和光市民一人当たりの二酸化炭素排出量を25％削減することを記載
し、その次に、「この計画をだれが推進するの？」というタイトルをつけ、市民、事業者等、

市の三者が一体となり、推進することについて、記載をさせていただいております。

そして、つぎのページに移ります。

「温室効果ガス排出抑制等に関する部門別の取組」としまして、産業部門、家庭部門、業

務部門、運輸部門、廃棄物部門の取組を記載し、家庭部門、業務部門を重点的取組と計画で

は位置づけているため、その部分を、赤字で表現しております。

また、「削減に向けた基本施策」としまして、「施策１ 再生可能エネルギーの普及促進」、

「施策２ 省エネに配慮したライフスタイルの推進」、「施策３ 低炭素型の交通体系の推

進」、「施策４ 循環型社会の構築」、「施策５ 都市緑化等の推進」、「施策６ 環境学習・情

報提供の充実」を記載しております。

右のつぎのページに移ります。「適応策ってどのように進めるの？」とし、農業や健康等

について記載をしております。

次に、「この計画は、どのように管理し、進めていくの？」とし、「Ｐｌａｎ」、「Ｄｏ」、

「Ｃｈｅｃｋ」、「Ａｃｔｉｏｎ」のＰＤＣＡサイクルに基づき、計画を推進していくことに

ついて、記載をしております。

つぎのページに移ります。「わたしたちにできることって何だろう？」とし、和光市民と

して、身近にできる二酸化炭素削減に向けた取組をイラストとともに記載しております。こ

ちらについては、環境審議会及び地球温暖化対策委員会においても、市民が実際に出来る取

組を概要版等で表現した方がよいという、ご意見を多数頂戴いたしましたので、それらご意

見をもとに作成しております。

次に右のページに移ります。「望ましい将来像」とういうことで、計画冊子にも掲載され

ている「ＺＥＨ」経済産業省資源エネルギー庁の資料をもとに、和光市のものとして独自に

作成したイラストを掲載しており、その下の部分には、高断熱設備など、高価なもので対応

しなくても、遮光カーテンや緑のカーテンなどでも、代用できるため、そういった身近にで

きることからはじめてもらえるようメッセージを入れたものを計画冊子と同様に入れてお

ります。

そして、最後のページになりますが、本計画には、「快適環境都市わこう絵画コンクール」

に参加した子どもたちの作品が多数掲載されておりますので、子どもたちの作品と「絵画コ

ンクール」を踏まえた上での市からのメッセージを最終ページに掲載しております。
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事務局からの説明は以上となります。

岸委員

2050年の快適環境都市わこう絵画コンクール参加者及び保護者からのご意見が冊子に載
っていますが、計画を見て、一番心を打たれた部分です。これを概要版に入れてはどうかと

思いますが、いかがでしょうか。

事務局

事務局が作成し、印刷するため、ページ数やスペースの問題があります。

全体の構成を見ながら検討していきたいと思います。

清水委員

概要版にも、目標として市民一人当たりの二酸化炭素排出量 25％削減が位置づけられて
いますが、この 25％はどのように削減していけばよいのでしょうか。

事務局

25％削減は、正直なところ、難しいところではありますが、計画冊子 37ページにも掲載
しておりますが、削減ポテンシャルとして、施策ごとに削減に向けた取組の例を参考に、市

民、事業者等にご協力いただきながら、削減に向けて取り組んでまいりたいと思います。

また、概要版の中でも「わたしたちにできることって何だろう？」のページの中で、先ほ

どの各種項目の部分を抜粋し、わかりやすい表現やイラスト等で表現しております。こうい

った形で市民の皆様にお伝えすることで、25％削減に向けて取り組んでいきたいと思いま
す。また、そのほか、考えられる新たな取組があれば、検討し、取り組んでまいりたいと考

えております。

岸委員

概要版では、温室効果ガス排出抑制等に関する部門別の取組や削減に向けた基本施策が掲

載されていますが、こういった項目を見ても市民には伝わりにくいと思いますので、もう少

し縮小して掲載したらどうでしょうか。さきほどの意見でも出した、子どもや保護者の意見

や望ましい将来像を載せた方が市民には伝わりやすいと思います。

副会長

できるだけこの計画を知ってもらい、見てもらうのが大切なことです。教育委員会等を通

じて子どもから大人にまで広げるという手法で取り組むことが必要であると思います。

事務局

子どもを通じて、大人につなげるという方法は効果的であると思います。市でもさきほど

お話しました省エネチェックブックを小学生対象に行っていますが、こういった機会を通じ

て広く周知していきたいと考えております。

石田委員

概要版の最初の部分で、地球温暖化が進むとどうなるの？という部分がありますが、この

部分はとても大切なことであると思いますので、もっとインパクトある形で掲載するよう検
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討してほしいです。

秋葉委員

適応策ってどのように進めるの？の部分で、表現がわかりにくい部分があります。その辺、

少し精査し、掲載したほうがよいと思います。また、削減に向けた基本施策の部分で文字が

多少ずれているところがあるため、その辺も修正した方がよいと思います。

事務局

計画冊子に基づき掲載しておりますが、再度精査し、市民の方に伝わりやすい表現で内容

を修正してまいりたいと思います。

佐藤委員

よくうちわなどで啓発が行われていますが、うちわなど使った啓発もよいのではないかと

思います。

事務局

うちわは、市民環境部市民活動推進課で作成しております。

予算が少ないため、うちわの作成は難しいのが現状ですが、今後、そういった啓発方法が

可能になった際は、検討してまいります。

秋葉委員

わたしたちにできることって何だろう？の部分で※が使われていますが、右端の上にする

など、位置を修正した方がよいと思います。また、表紙の絵画ですが、この著作権は和光市

にあるものでしょうか。

事務局

※については修正いたします。また、絵画については、コンクールを実施する際に、著作

権は和光市にということと、計画冊子や概要版に掲載する旨記載しておりますので、問題な

いものと考えております。

会長

地球温暖化ってなに？の部分のイラストですが、イラストをみると空中で熱を吸収し、太

陽からの光、熱の放出などの方向が描かれていますが、冊子にも掲載されいている全国地球

温暖化防止活動推進センターのイラストを参考にもう一度、概要版のイラストを修正した方

がよいと思います。

また、削減の対象とする温室効果ガスは？の部分で、地球温暖化の原因であるというはじ

まりがありますが、和光市のことであるため、「和光市は、」などと入れた方がわかりやすい

と思います。そして、概要版は作成中なのでページ数を入れていないのかもしれませんが、

ページ数を最終段階で入れた方がわかりやすいと思います。そのほか、わたしたちにできる

ことって何だろう？の部分で「わこ産わこ消」とありますが、これは何なのか教えてくださ

い。

事務局
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「わこ産わこ消」は市民環境部産業支援課で行っている取組で、地産地消に「わこう」の

「わこ」の部分を入れて市独自で表現し、市民へ周知しております。

会長

市の取組の一環なのであれば、それは入れてよいと思います。

会長

では、本日審議会より出された意見をもとに事務局で調整し、概要版の作成に取り掛かっ

てください。次に、その他に移ります。

(5) その他

会長

次に、その他ということで、事務局、何かあれば発言願います。

事務局

計画概要版の審議において、委員の皆様におかれましてはたくさんの貴重なご意見等をい

ただき、ありがとうございました。概要版の今後についてですが、本日いただいたご意見等

を踏まえ、事務局にて修正を行った後、会長へ報告し、公表・発行する予定でございます。

また、次回の審議会ですが、来年２月頃を予定しており、日程が決まり次第、皆様に対し

通知させていただきますので、よろしくお願いいたします。

会長

それでは、議事を終了します。事務局、司会進行をお願いいたします。

８ 閉会

司会

第１回和光市環境審議会を閉会いたします。本日は、ありがとうございました。


