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【平成２２年度 第３回さいたま市環境審議会】 

日 時 平成２３年１月２６日（水）１４時００分～１６時００分 

場 所 さいたま市役所 第５委員会室 

出席者 （委員） 

 松本 幸次 会長    久保 徳次 委員    秋元 智子 委員 

 小坂  宏 副会長   柿堺 一二三 委員   石川 二郎 委員 

加藤 勝征 委員    針谷 さゆり 委員   佐藤 正志 委員 

 島村 周作 委員    小野 達二 委員    酒井 こず江 委員 

 親松 高穂 委員    小林 正治 委員     

親松 高穂 委員    丸山 繁子 委員 

（事務局） 

 環境局    代田局長     環境総務課  若林係長 

 環境共生部  高田部長     環境総務課  高力主査 

 環境共生部  小泉次長     環境総務課  矢田部主査 

 環境総務課  金子課長     環境総務課  金澤主任 

 環境総務課  辻係長      

欠 席 （委員） 

 秋吉 祐子 委員   中野 あゆみ 委員               

１.開会 

事務局：定刻となりましたので会議を始めさせていただきます。 

それでは平成 22 年度、第 3回環境審議会を開催いたします。 

議事進行を会長にお渡しします前に、資料の確認をさせていただきます。資料は事前送付さ

せていただいたものです。 

●「資料 1:さいたま市環境基本計画配布スケジュール」 

●「資料 2:さいたま市環境基本計画改定版（案)」 

●「資料 3:イメージ図」 

●「資料 4:平成 22年版さいたま市環境白書（案）」 

本日は追加資料があります。 

●「資料 5:平成 22年版さいたま市環境白書（環境基本計画年次報告書へのご意見）」 

●「資料 6:環境関連条例一覧」 

●「一時配布資料:パブリックコメント意見・対応一覧」 
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●「平成 22 年版さいたま市環境白書（ご意見・ご要望について）」 

「資料 5」は白書につける資料であり、最後の意見書は皆様からの追加意見などいただきた

いというものです。 

松本会長：これより平成 22 年度、さいたま市環境審議会を開会いたします。 

本会議の成立について、事務局からの報告をお願いいたします。 

事務局：審議会規則第 3 条第 2 項の規定により、委員 1/2 以上の出席をもって会議の成立とさせ

ていただきます。本日委員定数 17 名のうち 15 名の出席をいただいておりますので、本審議会

は成立しております。 

松本会長：次に、本審議会は公開としておりますが、本日の傍聴希望者について事務局から説明

を求めます。 

事務局：本日の審議会には傍聴希望者はありませんでした。 

松本会長：ありがとうございました。 

２.議事 

（１）さいたま市環境基本計画の改訂について 

松本会長：それでは議事に入ります。 

それでは議事に入りたいと思います。「さいたま市環境基本計画の改訂」を議題といたします。 

まずは事務局から説明をお願いします。 

事務局：環境総務課の高力と申します。 

＜「議題 1:さいたま市環境基本計画の改訂」について説明＞ 

●「資料 1:さいたま市環境基本計画配布スケジュール」 

●「資料 2:さいたま市環境基本計画改訂版(案)」 

●「資料 3:イメージ図」 

●「一時配布資料:パブリックコメント一覧」 

以上、環境基本計画改訂版（案）の主な内容をご説明させていただきました。 

ご審議くださいますようお願いいたします。説明は以上です。 
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松本会長：ご説明いただいた案は、これまでの検討を踏まえて作成した素案について、パブリッ

クコメントとして寄せられた意見を反映した結果です。 

本日は、この案についてご意見をいただきたいと思います。その発言をこの案に付し、当委

員会の意見として市長に答申することにいたします。 

後半、白書についてもこの審議会にて見当しなければいけませんので、30分を目処にこの件

について、まずご検討いただきたいと思います。 

最初は全般的なことから、次に前ページから話を進めていきたいと思います。14ページに全

般的なことが書いてあると思います。 

石川委員：これで問題はないでしょう。 

小林委員：言葉の説明（用語解説）など、いろいろ付けてもらえると非常に分かりやすくなりま

した。改めてよく分かったこともたくさんあるので助かります。 

島村委員：76ページの気温については、どこから出てきたものですか。 

環境総務課：気象庁から発表されているさいたま市の気象状況を掲載しています。 

島村委員：2 つ 3 つ疑問に思うのです。近年さいたま市の冬の最低気温、夏の最高気温がどうも

そぐわないと思っているのです。天気予報でさいたま市はマイナス 3～4℃という最低気温が出

ているのに庭の氷が全く張りません。おかしいと思うのです。東京から大宮に入ってくる時、

鴻巣を過ぎると雪になるわけで…そういう現象はここ数年では変わらないと思います。さいた

ま市の気象台がそぐわないところに設置されているのではないか。夏の高温についても、熊谷

は周りが山に囲まれていて盆地であるので高温だと認知されていますが、どうもこのところ、

さいたま市の方が熊谷よりも高いのです。やはり設置場所に問題があるのではないかと思いま

す。 

是非この審議会を通して、気象庁に問い合わせた方がいいと思います。これは皆さんが疑問

に思っていることだと思います。 

石川委員：81 ページは、文章の中に入れるか巻末に付けるか迷っていたぐらいですから、一覧表

にしたのは非常に分かりやすくて良かったと思います。1 つの目標値として大変ありがたいで

す。 

松本会長：副会長にも、是非ご意見いただけますでしょうか。 

小坂副会長：特にありません。 

松本会長：では、全般的なことについては非常によくできているということで、次は個別に前の
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方のページからご意見をいただきたいと思います。 

小野委員：いくつかあります。まず「7ページ/第 2章/計画の目標/1.望ましい環境像」の始めの

パラグラフですが…。緑の効用には「人間の健康の保持」、「生物対応性の維持」とありますが、

そこにもう 1 つ「Cо2 の吸収」もできれば追加して欲しいのです。森は Co2 を多量に吸収し、

地球温暖化に歯止めをかけているということを入れておけば、あとの方の具体的な問題とも結

びついて良いのではないでしょうか。希望として申し上げます。 

松本会長：どこに入れるということでしょうか。 

小野：「望ましい環境像が実現したさいたま市」のところの、始めのパラグラフの末尾に。 

松本会長：皆さん、今の意見についてどう思われますか。書き加えた方が良いと思いますか。 

秋元委員：さいたま市における緑の効用というのは、Co2 対策というより、ヒートアイランド対

策であると思います。さいたま市の森林では、それほどたくさん Co2 吸収するとは思えません

ので。 

酒井委員：同じです。 

松本会長：「Co2 の吸収」という文章は、トップの「望ましい環境像」になければならないという

ものではないような気がしますが…。他のところに書き込むことも可能であると思います。適

切な場所に書き込むということで、よろしいでしょうか。 

小野委員：はい。 

松本会長：では、もう 1つのご意見というのを、どうぞ。 

小野委員：パラグラフ 3番目の「旧中仙道」は漢字が違います。「中山道」と書いて「なかせんど

う」と読みます。 

もう 1 つ「19 ページ/現況」に自然緑地とありますが、市で管理している緑地の中で一番質

が高いのは「特別緑地保全地区」です。自然緑地の前に「特別緑地保全地区」と入れた方がす

っきりするような気がします。

その次は「34ページ」ですが、都市公園の中で一番良い水辺である「見沼自然公園」が載っ

ていないので、入れるべきだと思います。 

松本会長：「合併記念見沼公園」と書いてあるのは別の公園ですか。 

小野委員：別のものです。「合併記念見沼公園」よりも、「見沼自然公園」の修景池の方が大きい
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し質が高い。「合併記念見沼公園」ももちろん良い公園ですが、これは新しい公園です。 

松本会長：書かなければいけないということですね。  

小野委員：そうです。 

松本会長：はい、分かりました。 

小野委員：もう 1 点、「用語解説 103 ページ」の中に間違いがあります。「里やま」の中にある単

語は「優占種」です。植物群落の中で個体数が多い種のことを「優占種」と言います。自然科

学用語として「先」という字が間違えているので、直していただきたい。 

松本会長：他にありますか。 

石川委員：「7 ページ/望ましい環境像」について、要望というか、言いたいことが盛り沢山あり

ます。最初、全体の環境像は非常に難しいのではないかと言われていました。それで最初はイ

ラストを考えなかったわけですが、実際入れてみると、サイズに問題がありそうです。この小

さい中で全体像のイラストを見るのは大変です。カラーにすれば少し分かるかもしれませんが、

電動バイクかどうかなんて見えません。これだけ凝縮すると何も見えません。 

少なくとも「8 ページ/イメージ図」は、できれば A4 ぐらいにした方が分かりやすいと思い

ます。 

次は、「基本目標達成」についてですが、個別のものも小さいと思います。案にしては枠が小

さい。目一杯サイズを大きくした方が良いです。サイズはできるだけ大きくするよう努力され

た方が良いと思います。全てを大きくしても構わないと思います。 

「8 ページ/基本目標」には 5 つ目標がありますが、「1.だれもが～」、「2.自然と共生し～」、

「3.地域規模の環境問題に～」と書いてもらった方が分かりやすそうです。「17 ページ/施策展

開の方向」の最初にある図にも、「環境教育の推進」、「人材の育成と活用」「情報の収集と提供」

の前に「①」「②」「③」と入れる方がいい。20 ページにも、「①」「②」「③」と入れた方が分

かりやすいと思います。感覚の問題ですが。

松本会長：「20 ページ/(3)施策展開の方向」のすぐ下に「①」「②」「③」と入れるということで

すか。 

酒井委員：すぐ下に「①」「②」「③」とつけてもらえればということだと思います。 

久保委員：そうなると、最後までずっとそうですよね。 

石川委員：分解されているので、「①」「②」「③」と入れた方が、上下の関連性が分かりやすいと

思います。「上位」「下位」というより、分かりやすいと思うのです。 
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酒井委員：そうですね、私も番号を入れた方が分かりやすいと思います。かなりありますが…。 

松本会長：分かりました。そうですね。入れた方が良いでしょう。「8ページ」にも「①」「②」「③」

と入れた方がいいですね。今もだいぶ見やすいですが、もっと見やすくなりそうですね。 

私も 1 つ意見を述べたいと思います。「20 ページ/(3)施策展開の方向」の上に表があります

が、項目と表との間にスペースがないので、1 行スペースを入れた方が分かりやすくなりそう

です。現状ではくっつきすぎていて読みにくいですね。 

他にご意見はありますか。 

秋元委員：「11 ページ/基本目標 3」には、「地球温暖化問題」、「地球環境問題」などが入っていま

すが、ここに「地産地消」を入れていただければと思います。さいたま市ではあまり農産物は

取れないかもしれませんが。「76 ページ」にも行が空いているので「地産地消」を入れてもら

えればいいと思います。 

もう 1つ、「基本目標 3」の絵にコンビニが出ているのですが、これは議論の是非があると思

います。あえてここにコンビニを入れた理由があるのでしょうか。低炭素にすると言っている

のにコンビニはどうなのかなと思います。それよりも、できれば地産地消スタンド、農産物販

売スタンドなどを入れる方がいいのではないかなと思います。 

松本会長：今のご意見について、皆さんどう思われますか。まず「11ページ」に「地産地消」と

書き込めるところがありますでしょうか。 

秋元委員：「11 ページ」に書き込まなくても、「75 ページ/アジェンダ」に“地産地消のものを積

極的に買うように”とか、写真など入れておいてくださればいいと思います。 

環境総務課：「地産地消」については、「42 ページ/基本目標 2」をご覧いただければと思います。 

自然とのふれあいの確保ということで、農地での体験農業や食育の関係についてもここに盛り

込んであります。「42ページ」の下から 3行目後半にも「地産地消」という言葉が出てきます。 

 また「75ページ/環境配慮行動の事例」の「基本目標 2」上から 4段目に、市民の取組として

“地元でとれた農産物の積極的な購入”や、事業者の取組には下から 2 段目に“農産物等の地

産地消の実践”という言葉が出てきます。従って「基本目標 3」で繰り返し入れるかどうかは

悩みどころです。 

秋元委員：書いてあったのですね、ごめんなさい。そこまで内容を細かく見ていませんでした。

でも、私の感覚的には、「地産地消の推進」というのは CO2 の削減になるので、「基本目標 3」

に入るのかなと思ったのです。 

環境総務課：では、もう少し検討させていただきます。 

小林委員：「資料 3」の全体像の絵についてですが…。新都心のビルがあまりにも強調されていて、
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周りの建物とのバランスが取れていない感じです。周りの建物は 2 階建て、低層密集地だった 

りして、違和感があるのは私だけでしょうか。 

次に「基本目標 1」の絵は、良い環境を物語っておりますが、どうもさいたま市の都市のイ

メージがないのです。魚がいることも事実ですが、飛び跳ねるのはどうかと思います。それよ

りも一般の人が目にするカワセミやシラサギを入れたらどうですか。 

「基本目標 2」の絵も、このような構図がさいたま市内に見当たりません。真ん中に樹木が

生えていて、すぐ横に住宅地、近くには田畑があるという光景はなかなかありません。木にカ

ブトムシがたくさんいますが、このような環境にカブトムシはいません。カブトムシは雑木林

にいるはずだし、これも書き過ぎかなと思います。「基本目標 2」であれば、芝川などの河川や

斜面林、公園などが出てくるはず。この構図は合わないと思います。 

「基本目標 3」の絵もあり得ないと思います。電柱が 1 本もなく完全に地中化されています

ね。ビルや商店街も何もない。これもちょっと合点がいきません。もう少しゴチャゴチャした

都会風な要素が欲しいかなと思います。 

「基本目標 4」は、逆に「基本目標 2」に近い感じだと思いますし、もう少し絵の図案を練っ

ていただけたらと思います。 

「基本目標 4」の絵にある赤トンボも、今のさいたま市内にはめっきり少なくなりました。

別な生き物を考えていただきたいと思います。むしろ、さいたま市内にいるのは、「基本目標 1」

の遠くの田んぼに描かれているサギなどです。 

「基本目標 5」の絵は、これはうまくできているかなと思います。以上です。 

環境総務課：確かにご指摘の通りだとも思う点もありますが、これは将来像ということでご理解

していただければと思います。現実はそうかもしれませんが、5年後、または目標の 10年後に

はこのような生物も存在していたらというイメージ図としてご理解していただけたらと思いま

す。 

小坂副会長：今のお話も確かに分かりますが、どうしても絵が具体的なのでつい申し上げたくな

ってしまいます。「7ページ」の囲みの真ん中の文章は、「資料 3」にある最初の絵の説明になっ

ているので、少し気になるのです。“壁面に緑化が施されているのは～さいたまスーパーアリー

ナです”という説明がありますが、これも絵に描かれているのでしょうか。ここも整合性を取

っておかないとまずいのかなと思います。文章全部を反映しなくてもいいとは思いますが、こ

の辺りはどうなっているのでしょうか。あるいは、今後改善されるのでしょうか。 

次に「基本目標 3」ですが、先ほどもご意見がありましたように、私もコンビニは描かなく

てもいいと思います。電気自動車や屋上緑化などの工夫が絵になっているのは良いのですが、

真ん中にある幹線道路が現状と同じなのが気になります。バスベイを入れるとか、燃料電池車

が歩道を渡ろうとしていますが、これも木陰を意識した停車帯があるとか、最近の都市計画に

はもう少しそのような工夫が取り込まれているはずです。将来の絵であるならば、もう少し豊

かな道路空間というイメージをつくった方が良いと思います。 

「基本目標 2」については、これも先ほどご意見が出ていましたが、市街地と周辺の自然環

境の絵だと思います。真ん中の通りがあまりにも広くて向こうに抜けています。市街地中心部
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の幹線道路だったら良いかもしれませんが、フリンジの住宅地と自然が接する部分なら、曲が

りくねっているとか、もう少し細やかな空間構成を表現した方が良いと思います。言い出すと

キリがないのですが、考えていただければと思います。 

丸山委員：先ほどから議論されているコンビニの絵ですが…。緑地も十分確保していきたい、さ

いたま市であるならば、コンビニよりも、差支えないのであれば市内あちこちにある「○○農

協の販売所」と表示する方が良いと思います。コンビニよりも地産地消にも役立っている農協

の方が良いと思います。結構市民は活用しているところなので、農業委員の方たちにも検討し

ていただきたいです。 

久保委員：あちこちに「見沼田圃」と出てきますが、漢字の「田圃」で良いのですか。ひらがな

の方が分かりやすいかもしれませんが、固有名詞なので変えられないのですか。 

環境総務課：市のホームページなどでは、親しみやすいように、ひらがなで書いてあるケースも

ありますが、緑の基本計画や市が作成した見沼田圃基本計画では、漢字の「田圃」を使ってい

ます。緑推進課という中に見沼田圃の係りがあるのですが、そこも漢字表記をしています。今

回も漢字で統一を図らせていただければと思います。 

小野委員：「56ページ/水環境の保全」と「生活排水対策」の問題は難しい問題ではありますが…。 

公共下水道普及率を見ると 21年度は 86.6%で、これは市の平均です。しかし見沼田圃地域に

ある、緑区、見沼区は 60 数%。一方の見沼田圃がある地域は、見沼田圃の保全と言いながら公

共下水が遅れているのです。見沼田圃が完了する芝川に行政が生活排水を流しているのです。

行政は一般市民に対して、高いお金を出して合併浄化槽をつくりなさいと言う。そのおかげで

良くなっているのです。ですから行政も、河川に流す場合は浄化装置を設けるべきだと思いま

す。目標で言うと 32 年は 90%。きっと緑区や見沼区はもっと遅れると思います。 

今日この段階で具象化するのは難しいと思いますが、検討事項として行政が生活排水を川に

流す場合は浄化装置を設けて欲しいと思います。 

裏側には雨水の問題が出ています。文面ではこの通りですが、実際は雨水の利用が遅れてい

ます。これも行政の指導が遅れているのだと思うので、検討問題として考えていただきたい。

多くの自治体が行っているように、設備をつくる場合に補助金みたいなものを出すなど真似て

やっていただきたいと思います。さいたま市は、一部の施設を除いて、殆どの公共施設自体で

雨水の利用をやっていないわけです。急な文面変更や追加は無理かもしれませんが、今後の課

題としてご検討いただきたいです。 

島村委員：「39 ページ/都市景観の形成・保全」には、まことに立派なことが書いてありますが、

我々が一所懸命やってもおそらく守れないと思います。私は生まれて以来 75 年間、氷川参道の

脇に住んでいます。昔は低層住宅地域で 2 階建てしか建てられませんでした。そのうち 3 階建

てまでが認められて、住民が協力し合って緑を生やしたりして、皆で住宅地を形成しました。

でも最近は 20 階、30 階建てのマンションブームなのでダメなのです。いくら環境を変えよう
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と一所懸命やっても、建築家がどんどん認可するのと、我々が知らない間に用土地域が変わっ

たり、建築基準法も勝手に変わってしまっているのです。だから今は昔から住んでいる人の間

で反対運動が起こっています。全く陽が当たらなくなってしまっているわけです。そうなると

樹木も全部変わります。 

長年環境保全などをやってきた人間が無視されて、やたらと高層マンションが建ち、全ては

大企業の利益のためである。そうなると段々腹が立ってきてしまうのです。新しく入ってきた

住民は全く協力しません。都市の景観どころではない。都市形成もどんどん破壊されていくの

です。 

足を引っ張るようで申し訳ないけれど、こういうことをやるのであれば、建築関係の人たち

も巻き込んでやってもらわなければ、いつまで経っても解決になりません。 

松本会長：この件は、この審議会の域を超えているようですから、どうしようもないですね。 

島村委員：行政がもっと指導を強化しないといけない。我々があてにされた結果めちゃくちゃに

されるのです。もう少し市が行政力を発揮してやっていただきたいです。これでは我々の環境

は守れません。ただこの案を見ているだけで、段々腹が立ってきてしまいました。 

環境総務課：島村委員さんや小野委員さんの件については所管が違うので、この審議会の中で意

見が出たということで、担当所管の方に要望を伝えておきます。 

松本会長：時間の関係もありますので、どうしても話したいことだけお願いします。この基本改

定案については、そろそろ片づけないといけないので…。 

石川委員：言葉の追加だけお願いします。「10 ページ/基本目標 2」の最後の 2 行目に「都市の緑

と身近な水辺環境の保全」が追加になっています。追加になったのは良いのですが、「都市」と

いう言葉が出てきたのであれば、前の文章とのバランスが取れなくなっているので、言葉を加

えて欲しいと思います。「多様な動植物が生息する」のあとに「里山などの」という言葉を入れ

て文章を続けてくださればいいと思います。 

松本会長：皆様、このようなご意見でよろしいでしょうか。では採用するということで。 

丸山委員：「68 ページ/②再生利用（リサイクル）の推進」項目の下 2行「公共事業で、建設発生

士や建設廃材等の再使用、再生利用、ごみ焼却～」というところは、今現在も市などがレンガ

などつくられていると思います。公共事業のみならず、市民個々にもガーデニングなどで使え

る二次製品があると思いますので、市民にも訴えかける文言があればいいかと思います。「再生

材の利用を推進します」の間に「ガーデニングにも使えるレンガ」という言葉を入れたらどう

かと思います。 

松本会長：最後の文章の、最後の行ですね。 
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秋元委員：丸山さんがおっしゃっているのは、おそらく“グリーンコンシューマーを推進しまし

ょう”という意味なのではないでしょうか。グリーン購入というと、どちらかというと公共事

業体が購入していくようなイメージがありますが、もう少し“市民的にグリーンコンシューマ

ーを広げていきましょう”とか“グリーンコンシューマー的な買い物をしましょう”とか、そ

ういうことだと思います。 

環境総務課：普及啓発していくような文言を入れるかどうか、所管とも検討したいと思います。 

加藤委員：先ほどからいろいろな意見が出ていますが、島村さんは町の中に住んでいますが、私

はさいたま市の最北端の地域に住んでいます。「基本計画 1」の絵のように、こんなにきれいで

はないけれど、こういう風景もあるのです。「基本計画 2」も開発した地域として、住宅があっ

て、線引きされた片側は調整区域の農地がある。実際このような地域には、近くに老人ホーム

があるので車椅子が通っています。遊休農地にコスモスを生やそうとも考えているので、じき

に散歩に来たりする人もいるでしょう。この絵に近いですよ。「基本計画 4」には自転車が走っ

ている絵がありますが、実際、田んぼの中に 1 周 6 キロのサイクリングコースがあります。真

ん中には絵のように水路が通っています。絵のように、中に入って取れるようなきれいな排水

ではありませんが、こういう風景が実際に家の近くにあるのです。こんなに立派ではありませ

んが、この絵は家の近所かなと思ってしまったぐらいです。開発のたびに規制がかかって難し

くなっているのは確かですが、この絵は、家の近くを写真に撮って描いたのかなと思いました。 

松本会長：完成品にしなければいけませんので、どうしても言い残せないということをお願いし

ます。 

小坂副会長：「78～79 ページ」にはグラフがあって説明も付いているのですが、棒グラフはエク

セルの出力そのままという感じがします。凡例とグラフとの対応関係をもう少し分かるように、

グラフに田んぼや畑という字を引っ張ってくるとか、工夫してもらいたいと思います。2 本グ

ラフが並んでいたら線で結ぶなど、もう少し分かりやすくしたらいいと思います。 

「80 ページ」の図は、何を説明しようとしているのかよく分かりません。文言にはバスの話

がありますが、それならばバス路線やバスのサービスエリアがないと、この話と図に整合性が

ないように思いますので、工夫した方が良いと思います。 

松本会長：ありがとうございます。他になければ、これまでのご意見については、この案に付記

して、当委員会の市長への答申にしたいと思います。よろしいでしょうか。 

全員：はい。 

松本会長：「環境基本計画の改訂」については今回で 4回目になりますが、今までいろいろとご意

見いただきましてありがとうございました。答申するということについては、私の方で取りま
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とめさせていただきます。

（２）平成２２年版さいたま市環境白書について 

松本会長：時間がないので、30 分ぐらいでお願いしたいと思います。こちらも全般的なご意見を

伺いたいと思います。まず説明をお願いいたします。 

環境総務課：環境総務課の金沢です。 

＜「資料 4:22 年版環境白書について説明」＞ 

この環境白書は、毎年環境基本条例に基づき、年次報告書として環境の現況と施策の実施状

況に関する報告書を作成し、公表するものです。 

目次をご覧ください。今年編纂する白書は、前年度 21年度の環境の現況と様々な施策事業の

状況について報告するものです。本編と資料編に大きく分かれています。本編は 3 部構成にな

っており、環境の現況と施策の実施状況については、主に「第 2 部/基本目標別/進捗評価」に

押さえてあります。「第 2 部」に関しては、平成 21 年版白書をこちらでご議論いただき、その

編纂の際に大きく構成を変更しました。その結果、施策ごとに現況評価、課題を通して読める

ように構成に変わりました。その構成が好評でしたので、同じ構成を踏襲しております。 

昨年の白書と大きく異なる点について、2点ほどありますのでご説明します。 

追加で配布した「資料 5」、「資料 6」をご覧ください。昨年の審議会の中で、白書をご覧にな

った方からの意見などフィードバックができると良いというご意見をいただきましたので、「資

料 5」にアンケート用紙を 1枚挿入したいと思います。今回は「資料 4」に差し込む時間がなか

ったので別配布になりましたが、今後は白書を手に取って目にしてもらいたい場所として、目

次に挿入したら良いかと考えています。意見用紙にいただいたものは今後の参考にさせていた

だく予定です。 

昨年との違いの 2 つ目ですが、追加の「資料 6」をご覧ください。昨年までの白書では資料

編に環境関連条例を条文ごと複数編集していたのですが、だいぶ厚くなってしまうので、今年

は環境基本条例のみを載せて、その他の関連条例については「資料 6」のような一覧表をつく

って 1枚入れるという形を取りました。実際条文をご覧いただく時には例規集を HP 等から見て

いただく形を取りました。本編内容の充実を図り、全体のページ数を抑えてスリム化を図りま

した。以上が昨年と異なる 2点となります。 

「資料 4」に戻り、本編第 2部の中身についてご説明いたします。 

今年つくる白書で初めて掲載することになった事業をいくつかご紹介いたします。 

全庁を対象に関連施策について文書を送り、回答をいただいたものに基づいています。 

「31 ページ/環境保全政策推進事業」というのがありますが、これは雨水の地下浸透を図る

ための雨水貯留タンクの設置事業です。モデル事業として小学校に設置を進めるというもので

す。 

「80 ページ/E-KIZUNA プロジェクト」は、既にご存知のことと思いますが、さいたま市が現

在取り組んでいる事業として電気自動車の普及というものがあるので、今年から掲載いたしま

した。 
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「116 ページ/都市計画道路の見直し」は、都市計画課からの低炭素社会の実現などを含めた

関連事業ということで掲載しました。 

「126 ページ/強化」の文中になりますが、平成 21年 12 月に作成した「さいたま市環境基本

方針」を掲載しました。 

「139 ページ/環境教育に関わる施設」ということで、中断に図がありますが、「ネットワー

ク型環境教育拠点施設@さいたま CITY」ということで、既存の環境施設を利用して、市民にい

つでも環境について学べるという情報を載せてあります。 

本編については、特に力を入れている「E-KIZUNA プロジェクト」については「13 ページ/環

境に関わるコラム」のトップに記事を掲載してあります。内容は所管と調整しながら、最新の

情報を提供したいと思っています。プラグイン・ステラのカーシェアリングの実証実験や、市

長の公用車も含めて新たに 3 台導入した電気自動車リーフの取り組みなど、最新情報に差し替

える予定です。 

全体評価になりますが、第 2 部の中でそれぞれの指標を定めております。事業がどのような

進捗状況であるかを指標で表しています。「146～168 ページ」はそれをまとめた表で、基本目

標ごとに、さらにそれをプロジェクトごとに分けて整理してあります。「150 ページ以降」は、

プロジェクトごとにそれを大きく 3 段階で評価しており、一番良い評価は“基本目標の実現に

向かって順調に進んでいる”ということになります。上から 5 つ目の「いきいき地球プロジェ

クト」のように順調に進んでいるもの、一番上の「さわやか青空プロジェクト」は一部施策に

ついて一層の努力が必要なもの、ひとつ下の「清らか水辺ロジェクト」については多くの施策

について一層の努力が必要であるという評価となっています。 

「175 ページ/表 7」は、それらを 20 年度のものと比較したものです。矢印で推移を表してい

ますが、1 段階上がったものや、残念ながら下がったものもあります。トータルとしては A 評

価が昨年度と変わらず 4つ、B評価は 1つ減って 1つ、C評価は 1つ増えてしまい 6つで、全体

としてはやや低下の方向であるといえます。「154～1566 ページ」は今後の取り組みについての

記述となっています。以上が第 3部までの本編となります。 

その後に、「資料編」を付けたいと思います。「資料編」は先ほど説明した通りで、環境に関

わる条例、環境局の組織図及び各所管の事務分掌を掲載しました。最後に「用語解説」を掲載

します。 

昨年度の環境審議会においては、様々のご意見をいただきましたが、なかなか全ての事項を

反映できていないことについてはお詫びします。ともに、環境基本計画の改定版の内容との整

合性を図り、より分かりやすい環境白書の作成を心掛けていきたいと思います。 

今後のスケジュールについては、本日と後日のご意見を合わせて若干の追加修正、資料編の

編集などして、市長挨拶やページレイアウトをした上で冊子としてまとめ、2月中旬には製本、

3月には皆様にお届けしたいと思います。同時にさいたま市の HP にも公開いたします。 

以上です。 

松本会長：今の説明に対して、質疑ご意見などお願いいたします。最初は全般的なことについて

コメントがありましたらお願いします。 
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小坂副会長：「56ページ/ゴミ排出量の推移」の表など、他表にも共通したことが言えると思いま

すが、全体数が我々個人に対して遠い数字です。例えば 21年度のゴミ量を人口で割ると、間違

えでなければ 35 ㎏ぐらい。そのぐらいの数値が入っていた方が身近な感じが得られるのではな

いかと思います。それはゴミ量だけでなく、他の表でも、人口あたり、面積あたりなど、簡単

に計算できるような数値を並べておく方が身近になるかと思います。 

環境総務課：一般ゴミの排出量については、節のつくり方が別になってしまいますが、「50 ペー

ジ」に 1 人 1 日あたりの一般ゴミ量を出してあります。ご指摘いただきましたページについて

は、所管にも確認しますが、最終処分量を記入するところなので総量での記載となっているの

だと思います。生活する中での個人量の意識に関しては、排出する時に感じるものかなと思い

「50ページ」に記載いたしました。 

小坂副会長：ゴミだけでなく、その他のところも計算しやすくしておくと良いのではないかと思

います。 

小野委員：「95ページ/生活環境」に、大昔にどういう動物がいたとか書いてあるけれど…。問題

なのは大昔のことではありません。50 年前はどの田んぼにも平家ボタルやメダカがいました。

50 年前の自然状態に戻したいわけで、一世紀前のことなどは書かなくてもいいと思います。野

鳥にしても、50年前ならカッコウの声はどこでも聞こえたし、アカゲラやキツツキもいました。

無理な目標より 50年前ぐらいに戻す感覚で検討していただきたいと思います。夢みたいな話で

は意味がないと思います。植物も、湿地などの基礎植物は農薬漬けと乾燥によって全滅に近か

ったのですが、それを復活させたのは行政でなくて市民団体の水田づくりでした。その点もき

ちんと評価してもらいたいです。雑木林などの林床植物についても、行政が残したわけでなく、

市民の保全活動によって復元しているのです。そのようなことも、私たちの方から資料を提供

しても良いので、行政がきちんと把握して欲しいと思います。裏側のところに“自然緑地に指

定することにより市が管理し、緑地保全のボランティアの方の協力”とありますが、これは逆

です。我々ボランティアが市の協力を得たのです。市は指定するだけで、実際に緑地保全活動

をしているのは市の職員ではなく、私たち。実態は市民ボランティア団体。つまりは本末転倒

なのです。言いにくいけれど、我々ボランティアは無償ボランティア、全て持ち出しでやって

いるのです。それも考えてやっていただかないと困ります。業者を使えば莫大なお金がかかる

はずです。我々は交通費も弁当代も衣服代も出ない状況です。ここに書けということではあり

ませんが、実態を把握してもらわなくては困ります。 

松本会長：では、少なくとも、この「95ページ」の文言は本末転倒で逆だと書かなくてはいけな

いということでしょうか。 

小野委員：書けとは言いませんが…。 
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松本会長：それではこのままでよろしいですか。 

小林委員：でも、この文章は基本計画と全く同じ文章ですね。全部ではありませんが、適当に散

りばめているという感じです。カワウソとか、そんな古いものは私たちの記憶から消えている

ぐらい古いです。もう少し身近な生き物にした方が良さそうです。基本計画も考えてみてくだ

さい。

松本会長：はい、分かりました。他にありましたらお願いします。 

小坂副会長：「41ページ/騒音振動の推移」では 19年度から 20 年度にかけては苦情件数が減って

いるが、21年度はまた増えている。変動は仕方ないにしても、増減の理由をもう少し分析され

ると、今後の施策の部分で具体的な話が出てくるのではないかと思います。「154 ページ/今後

の取り組み」には「指導を推進していく」とあるけれど、カッコ書きにするとこのようにしか

書けないのかもしれませんが…。でも極端な変動については、一言ぐらい言及した方がいいか

と思います。 

増減の理由は、たまたま工事件数が減ったとか、21 年度から工事件数が増えたとか、そうい

うことでしょうか。 

環境総務課：事実上、解析するのが難しいところなのです。この年度辺りは、特に制度的な変化

や社会生活の変化があったとは思えません。特にカラオケが普及した時は苦情や相談が増えた

とは聞きますが…。 

小坂副会長：分からないということですか。 

環境総務課：はっきり言って、よく分からないのです。 

小坂副会長：細かいことを言っても仕方がないけれど、原因が分かれば今後の取り組みに変わる

わけだから。この理由は別にして、他のことでも、もう少し隅を突いてもいいと思います。 

環境総務課：もう一度確認してみます。 

松本会長：他にご意見はありますか。 

針谷委員：「エコラム」については、大きなプロジェクトなので「13 ページ」の一番最初に出し

たということですが、1 つ 1 つ見ると皆の目に留まるような話題が載っているので、白書にも

取り上げているということが目に見えるような形になるともっと分かりやすいかと思います。 

あとに本にされる、HP に掲載されるということですが、目次だけ見るとどこに入っているの

か、市民には特徴が分かりにくいかと思いましたので、その辺の工夫をしてもらえるとありが

たいです。 
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もう 1つ教えていただきたいのは、どのぐらいの市民が HPのどの辺りを見ているのか。いつ

も冊子を送ってもらっていますが、この冊子を市民に見ていただく場の提供はどうしているの

かなどもお聞きしたいです。 

環境総務課：「エコラム」の見せ方については、確かにその通りだと思いますので、「エコラム」

の目次をつくりたいと考えております。今年は 12に増えているということもありますので、意

識したいと思います。 

HP のアピール、閲覧件数については、広報課で統計を取っているアクセス数しかないのです

が、発行後 1年間の「白書」というキーワードアクセスは 740 件でした。月にすると 60件ぐら

いありました。毎月の状況を把握するとともに、見せ方の工夫や HP上でアクセスしやすいよう

な配置を工夫したいと思います。 

白書を市民の目に留めるために、市の図書館、各区役所にある市政情報コーナーに配布しま

す。配布されているという情報も伝えないといけないと思うので、これから何か工夫していき

たいと思います。HPやさいたまの環境通信なども出しているので、広報課などでできることを

検討していきたいと思っています。 

針谷委員：かなり力を入れてつくっていただいているので、もう少し双方向な形で、読んだ方の

意見が聞けたりすれば、さらに良い形になる率が高くなると思います。 

松本会長：はい、分かりました。 

小林委員：環境白書に書くことではないのでしょうが、市のお金がどうやって使われたのかとい

うようなことは何を見たら分かるのでしょうか。大雑把な数字は分かるのですが。白書におお

よその金額を書くようなことはないのでしょうか。 

松本会長：市全体のお金については、ここではないのでは。せっかくなので事務局の方、いかが

ですか。 

環境総務課：白書には、あまり掲載はしないですね。 

松本会長：この審議会にはそぐわないと思います。 

小野委員：外来生物のタスクについてですが、アライグマなどはいいと思いますが、今我々が一

番困っているのはウシガエルです。何でも食べてしまうのです。植物ではオオブタクサです。

他の外来植物をダメにする分には良いですが、オオブタクサは花粉症の犯人なので困り者です。

アライグマもいいけれど、やるならばもう少し範囲を広げて、市民団体の協力も得て、ウシガ

エルやオオブタクサなど的を絞ってやっていただければありがたいと思います。 

松本会長：それは、ここに書いた方がいいと思われますか。 
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小野委員：もう終わったことだから書いても無駄だと思うので、今後の課題として考えてもらい

たいということです。さいたま市民が一番困っている外来植物のタスクを考えていただきたい。 

それと、大和田町の緑地を買収したのは大変良いことだと思います。緑地には変わりません

が、きちんと屋敷林と書いて欲しいのです。なぜかというと、今まで雑木林の買収はありまし

たが、屋敷林の買収はなかなかなかったので。これからも市が屋敷林も買ってくれるのかなと

思えるので、きちんと表記した方が良いと思うのです。 

石川委員：さいたま市というのは、市街地と近郊とでは、生活基盤から全ての条件や環境が違う

のです。白書には全体のことが書かれていますが、我々にはピンと来ないところがあります。

それぞれの地区は問題点を抱えたままなのです。特に環境問題については、本来困っている地

域はたくさんあるはずです。区で括ればいいのでしょうが、区単位ではそういうものがありま

せん。 

もう少し生活している地域に即したようなもの、文化ができればいいと望むのですが。 

本当に地区ごとに困っているのが現状です。私の地区などは内水氾濫で困っているし、避難

場所がないとか、救急車が入らないという地区があったりとか、それぞれ問題を抱えています。

でも白書は全般的なことなので、全然実感が湧かない。確かに素晴らしいし、一所懸命苦労し

てつくっていただいているということは分かるのですが、一般の人が見た時に、白書の通りな

のかと思われたら淋しいとも思います。行政と民間とがタイアップしたり、共同参入したりす

るようなことも必要だと思います。さいたま市は、市の中であまりにも環境の差があり過ぎる。

見沼田んぼや荒川周辺ぐらいの話ならまだ分かりますが…。 

生物多様性についても、市がどこまで考えてくれるのか。単なる白書になってしまうのでは

もったいないと思います。もう少し良い活用方法がないだろうか、良い呼びかけ方法はないの

か考えたいものです。 

小林委員：来年度、またはそれ以降の環境白書に関係していることだと思うのですが、今までの

白書には、市内にはどんな動物がいるのか、川にはどんな魚が住んでいるのか、どんな絶滅危

惧種があるのかなど、何も書かれていませんでした。生物多様性がクローズアップされている

時代ですが、ベースとなるデータがないから困っていると基本計画に書いてありました。いつ

までもそのようなことは言っていられない。これからの環境白書には、そのようなデータを載

せて、市民にさいたま市の環境を知ってもらえるような白書にしてもらいたいのです。当たり

前のことを書いて欲しいのです。難しいことがたくさん書かれていて一般市民には 50%も理解

できないと思います。市内にどんな鳥や魚が住んでいるのか、どんな希少な動植物が存在する

のかということならば、非常に簡単で分かりやすいことです。 

松本会長：現在インターネットなどを見て、パッと分かるようにはなっていないのですか。 

小林委員：なっていません。そのようなことを、そろそろきちんとやるべきだと思います。環境

白書できちんと揃えて、それを市民に報告すべきだと思いますし、もうそういう時代だと思い
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ます。 

小野委員：さいたま市は、見沼田んぼの植生調査を業者に頼んだので、でたらめな結果になりま

した。それがデータとして白書などに出たら、とんでもないことになります。植生調査をする

ならば、我々の団体とか、まともな業者に頼むべきです。安かろう悪かろうで、何も分かって

いない人たちに調査されるなんてとんでもありません。 

小林委員：言い過ぎなところもありますが、要は、我々は現場を知っているということですね。

現場を知っている人はさいたま市には何人もいるのです。 

石川委員：大宮市では平成 4 年頃、動植物の全体調査をやっていましたが、さいたま市全体でや

るという計画はあるのですか。 

環境総務課：今のところやっておりません。 

石川委員：それがおかしいですよね。実際にどうなっているかも分からないのに、とやかく言う

なんて、さいたま市全体のことなんてさらに分からないと思います。 

環境総務課：今年は生物多様性年だったので、財政所管課の方には予算をつけて是非やらせて欲

しいと予算要求はしていたのですが…。でも全体との予算の兼ね合いから、優先度が低いと評

価され実施されませんでした。少ない予算でもつけば、市民団体と共同で調査をかけることも

できると思うのですが、予算がまったくゼロの状態なのです。 

石川委員：「しあわせ倍増計画」といっても、基本的なデータがなければ、幸せかどうかも分から

ないですよね。 

小林委員：データを集めることについては、何か理由をつければ、どこかの項目に当てはめるこ

とはできるはずではないですか。 

環境総務課：動植物や昆虫、水生動物や魚など、活動によりいろいろな情報を持っている市民団

体さんがいらっしゃいます。できれば今後は、市にそのような情報提供をいただきたいと思っ

ております。市民団体さんが足を運んで得た情報を、お金をかけないで情報提供していただく

というのは失礼で虫のいい話で申し訳ありませんが、お金をかけないでできるような取り組み

も検討していきたいと思います。 

小林委員：虫のいい話で結構だと思います。どんどん声掛けをしてもたいたいと思います。是非

やってください。 

石川委員：まずは現状の基礎データですね。 
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小野委員：市民団体といっても慎重にやらないと。市民団体でもいい加減なところもありますか

ら。 

松本会長：その他、どうしても話しておきたいことがありますか。 

私から一言。手間を省くために、特に図表などは昨年度のデータを流用しており、それをち

ょっと手直しするという段階で書き込みミスしている箇所がいくつかありました。ちょっと見

直していただきたいと思います。 

松本会長：他になければ、今日の審議会は以上とさせていただきます。ありがとうございました。 

３ その他 

事務局：連絡事項があります。配布資料の説明でもお伝えしましたが、環境白書についての追加

検討項目がありましたら、ファックスまたは E メールでお送りください。タイトな期限ですが

2月 2日でお願いいたします。是非ともご意見いただきたいと思います。 

閉会の前に、環境総務課から一言お願いいたします。 

代田局長：本日は活発なご意見をいただきありがとうございます。ご審議いただいた環境基本計

画、それに基づいて白書をつくっていますが、個々の問題やデータが十分反映し切れない部分

も多々あります。それらについては別の形でつくっていく必要性も認識しておりますので、環

境白書だけでなく進めていきたいとは思っています。 

閉会にあたり、改めてご挨拶させていただきたいと思います。松本会長さんをはじめ委員の

皆様には、一昨年の平成 21 年 1月からこの審議会でご活躍いただき、貴重なご意見をいただき

ありがとうございました。本日をもちまして審議会の活動任期は満了となります。任期 2 年間

では、環境基本計画の改定、環境基本教育方針など、非常に重要な方針をまとめていただきま

した。 

今後は、これらを次世代にこの環境を伝えるよう、施策の推進をして参りたいと思います。 

委員の皆様には、私どもの推進状況を見守っていただくとともに、ご声援ご支援をいただけれ

ば幸いです。2年間ご活躍いただきましたことについて、御礼申し上げます。 

４.閉会 

事務局：以上でさいたま市環境審議会を閉会させていただきます。ありがとうございました。 


