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【平成 28 年度 第１回 さいたま市環境審議会】 

日 時 平成 28 年 11 月 10 日（木）14時 00 分～16 時 00 分 

場 所 さいたま市役所別館 第 4委員会室 

出席者 

（委 員） 

松村  隆 会長   川合 真紀 副会長  西山 佳孝 委員 

作山  康 委員   秋吉 祐子 委員   川島  誠 委員 

田中 淑子 委員   安部 邦昭 委員   川池 芽美 委員 

小林 正治 委員   青木 節子 委員   熊谷  明 委員  

大高 文子 委員   柳下 泰夫 委員   森田  博 委員 

（事務局） 

環境局   小林局長 

環境総務課 小久保課長、横山係長、中野主査、池田主査、安齋主任 

      二平主事 

欠 席 
（委 員） 

小山 妙子 委員   皆川美津子 委員 

１．開会 

事務局：皆さま、大変お待たせいたしました。まだお見えになっていない方が 3名ほど

いらっしゃいますが、定刻を過ぎましたので、始めたいと思います。ただ今から平成

28 年度第 1回環境審議会を開催させていただきます。本日はお忙しい中、お集まりい

ただきまして、ありがとうございます。私は本日の進行を務めさせていただきます環

境総務課の川田でございます。よろしくお願いいたします。 

  初めに、本日の環境審議会の成立について、ご報告いたします。会議の成立につい

ては、環境審議会規則第 3条第 2項の規定により、委員の 2分の 1の出席をもって成

立となっています。本日は委員定数 17 名のうち 15 名のご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ことをご報告いたします。 

  次に、会議開催に当たり、環境局長の小林より、ごあいさつさせていただきます。 

小林環境局長：皆さん、こんにちは。 

一同：こんにちは。 

小林環境局長：さいたま市環境局長の小林でございます。委員の皆さまにおかれまして

は、大変、お忙しい中、環境審議会にご出席をいただきまして、誠にありがとうござ



2 

います。また日頃から本市の環境行政はじめ市政全般にわたり、格別のご支援とご理

解をいただいておりますことに、この場をお借りしまして、御礼を申し上げる次第で

ございます。 

  さて、地球温暖化対策は、国・地域を超えて取り込まなければならない喫緊の課題

となっており、昨年、開催されました気候変動枠組条約第 21回締約国会議 COP21 にお

いて、新たな国際的枠組みであるパリ協定が採択され、今月 4日には、採択から 1年

足らずという異例の早さで発効をいたしました。わが国も、一昨日の 8日、国連本部

への協定書の受諾書提出、批准の手続きが完了したところであり、いよいよ脱酸素社

会に向けて、各種施策が本格化していく段階に入ったといえます。 

  本市といたしましても、環境への負荷の少ない持続可能な社会の実現に向けて、市

有施設への太陽光発電システムの設置をはじめとした再生可能エネルギー等の導入を

推進するとともに、市民との協働による太陽光発電設備の導入・促進を目的とした市

民共同発電事業推進補助金の交付や創エネ・省エネ機器を設置する市民に対する補助

など、市民、事業者、行政が一体となって温暖化対策に取り組んでいるところです。 

  また、本市が、国から地域活性化総合特区として指定を受けた「次世代自動車・ス

マートエネルギー特区」については、平成 28年度までの事業期間を、さらに３年間延

長すべく、国と調整を行っており、重点事業である「スマートホーム・コミュニティ

の普及」、「ハイパーエネルギーステーションの普及」、「低炭素型パーソナルモビリテ

ィの普及」の３事業の発展・実装に取り組んでまいります。 

スマートホーム・コミュニティ事業においては、平成 27 年度に創設した「アーバ

ンデザインセンターみその（ＵＤＣＭｉ）」を拠点に、「美園タウンマネジメント協会」

による先進的な総合生活支援サービスなどの「公民+学」連携取組を「スマートシティ

さいたまモデル」として展開し、さらには、災害時にも水素・電気・天然ガスなどの

供給が可能なハイパーエネルギーステーションの整備を進め、低炭素で、エネルギー

セキュリティの確保された、スマートシティの実現を推進してまいります。 

  また来年度は、一般廃棄物処理基本計画の改定と併せ、新たに災害廃棄物処理計画

の策定を予定しております。ごみの減量化、再資源化の推進や大規模災害に発生する

災害廃棄物の適正かつ迅速な処理、廃棄物処理施設の安定稼働や計画的な施設の方針、

再編および最終処分場の延命化対策等、日々の市民生活に密接に関わりのある施策に

しっかりと取り組んでまいります。 

  本日は、さいたま市環境基本計画に基づく環境の現況と施策の実施状況に関する年

次報告であります、平成 28 年版さいたま市環境白書案につきまして、ご審議いただき

ますが、委員の皆さまには、幅広い知見から忌憚のないご意見をいただきたければと

考えております。 

  最後に、委員の皆さまにおかれましては、今月 20日をもちまして、2年間の委嘱期

間が満了いたします。その間、本市の環境行政に対しまして、貴重なご助言をいただ
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きましたことに、心より感謝を申し上げる次第でございます。また今後も引き続き、

ご指導・ご鞭撻をいただけますようお願い申し上げ、開催に当たってのあいさつとさ

せていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

事務局：次に配布資料の確認をお願いいたします。本日、机上に配布していますのは、1、

本日の会議次第、環境審議会委員名簿、さいたま市環境審議会規則、『平成 27 年版さ

いたま市環境白書に対するご意見及び対応』、横のホチキス留めのものでございます。

別紙、平成 28 年版さいたま市環境白書案に対するご意見・ご要望等についてという 1

枚のものです。また平成 28 年版さいたま市環境白書案につきましては、事前に送付い

たしまして、本日、ご持参いただくようお願いしています。資料の不足はございます

でしょうか。 

  それでは、これより環境審議会規則第 3条第 1項に従いまして、松村会長に議事の

進行をお願いいたします。 

２．議事 

松村会長：それでは、議事を進めたいと思います。繰り返しになりますが、お忙しい中、

お集まりいただきまして誠にありがとうございます。今日は環境白書のご検討をお願

いしているわけですが、議論に入る前に、傍聴を希望されている方がいらっしゃるか

どうか、確認させていただきます。すみません。いかがでしょうか。 

事務局：本日の環境審議会への傍聴希望はありませんでした。 

松村会長：それでいいのかどうかは別にして、やや残念な気もします。それでは早速、

議事に入りたいと思います。お手元に平成 28年版さいたま市環境白書案という資料が

あると思います。これにつきましてご議論をいただきたいと思います。議論に先立ち

まして、事務局からご説明を頂戴したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

事務局：それでは、あらためまして環境総務課の安齋と申します。よろしくお願いしま

す。私のほうから、平成 28 年版さいたま市環境白書案につきまして、説明をさせてい

ただきます。失礼ながら、座って説明をさせていただきます。 

  資料としましては、事前にお配りしております平成 28 年版さいたま市環境白書案と、

本日お配りいたしました『平成 27 年版さいたま市環境白書に対するご意見及び対応』

というホチキス留めの資料になります。まずは平成 28年版さいたま市環境白書案に沿

って説明をさせていただきますので、そちらをご覧ください。 

  さいたま市環境白書は、さいたま市環境基本条例に基づき、環境の現況と施策の実
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施状況に関する報告書として、毎年、作成し公表するものでございます。今回、作成

しておりますこちらの環境白書は、平成 27 年度における本市の環境の現況と施策の実

施状況について取りまとめたものとなります。 

  それでは、表紙から 2枚目をめくっていただき、目次をご覧ください。全体の構成

となりますが、例年と同様、まず大きく本編と資料編に分かれておりまして、本編は

第 1部から第 3部で構成されております。第 1部では、『さいたま市の環境の概況』と

いたしまして、本市のあらましや環境の現況等を記載し、第 2部におきましては、五

つの基本目標ごとに環境に関する各施策の具体的な実施状況に関して記載をしており

ます。そして第 3部において、『総括』といたしまして、各指標の評価結果や市民アン

ケートの結果、そしてそれらを基に総合評価と今後の取り組みについて記載しており

ます。 

  裏のページに移りまして、こちらの資料編におきましては、本市の環境関連条例、

行政組織、環境局の事務分掌、用語解説について記載をしております。以上が環境白

書の大まかな全体構成となっております。 

  続きまして、平成 28年版さいたま市環境白書案の具体的な内容について、説明をさ

せていただきますが、これまで委員の皆さまからいただきましたご意見を踏まえて変

更した部分がございますので、そちらを中心に説明をさせていただきます。 

  それでは、初めに環境白書案の目次の次にあります『環境白書における評価の考え

方』というページをご覧ください。こちらの『環境白書における評価の考え方』は、

昨年より、初めに本書の評価方法についてご理解いただけるように、目次の次のペー

ジへと掲載するようにいたしております。また、この環境白書における評価の考え方

に基づく評価基準につきましては、第 2部の全ての評価指標の表の下に、評価方法の

説明として従来は記載しておりましたが、同じ説明については何回も記載する必要は

ないのではないかということから、本年につきましては、第 2部のそれぞれの評価指

標の表の下の評価基準の表記につきましては、削除をさせていただきました。 

  続きまして、1ページから 13 ページにわたって書いてあります第 1部についてです

が、こちらにつきましては、あまり大きな変更はなく、前回の内容からそれぞれの情

報を更新した形となっております。 

  続きまして、14 ページ以降の第 2部となります。こちらにつきましては、環境基本

計画の施策体系に沿って、平成 27 年度の実施した施策等につきまして、各担当箇所に

原稿の作成を依頼し、取りまとめたものとなります。 

  それでは、初めに第 2部全体に関する修正点について、説明をさせていただきます。

まず前回の環境審議会におきまして、各施策の所管を記載してはどうかというご意見

がありましたので、今年の環境白書では施策名の右側に所管課所を記載するようにい

たしました。例といたしまして、15ページをご覧ください。15 ページに、『学校にお

ける環境教育の総合的、継続的な取組の支援』という施策がございますが、こちらを
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所管していますのは、教育委員会指導１課であるため、施策の右側に指導１課という

表記を記載いたしました。同様に 16ページ以降につきましても、各施策の右側に所管

課所を記入しております。 

  次に同じ全体に関する内容ですが、環境白書案の 34 ページをご覧ください。併せて

ご覧いただきたいものが、こちらのホチキス留めしました『平成 27 年版さいたま市環

境白書に対するご意見及び対応』になりますが、こちらの資料では、ナンバー2、3、9

番となります。 

  全体に対するご意見としまして、『施策をわかりやすく伝えるためには、写真を多く

入れた方がよい』というご意見や、写真の『解像度に注意して欲しい』、また個別施策、

緑のボランティア団体の活動推進事業におきまして、写真の掲載等も含め改善をとの

ご意見をいただきました。これらのご意見を受けまして、各所管での原稿を作成する

際に、できるだけ多くの写真を提供していただき、見た目で分かりやすく内容が伝え

られるよう作成いたしました。 

  ご覧いただいています 34ページの『緑のボランティア団体の活動推進事業』や、42

ページを開いていただき、『エコドライブの推進』をはじめ、10 を超える個別施策等

について、新たに写真を掲載いたしました。 

  では、次に環境白書案の 57 ページをご覧ください。『平成 27年版さいたま市環境白

書に対するご意見及び対応』という資料につきましては、14 番となります。『生物多

様性の啓発』についてですが、さいたま市内で確認された生き物をホームページで公

表し、生物多様性について周知を図ったようですが、ホームページでの周知だけで十

分なのでしょうか。環境白書に記載すべきではないでしょうかとのご意見をいただき

ましたので、生物多様性の啓発を行った事業を全般的に記載し、ホームページもこの

中の一つとして記載いたしました。 

  なお、環境白書への具体的な生き物系統の記載につきましては、データ量がかなり

多くなってしまうことから、今回につきましては、見送りをさせていただきました。 

  次のページとなりますが、58ページをご覧ください。ホチキス留めの資料では、12

番となります。『生物多様性データの充実』についてですが、前回、記載のあったチャ

レンジスクールについて、小学生の課外学習なので調査活動や人材育成の機会とは厳

密に区別すべきというご意見や、大宮南部浄化センターで得られる情報は特定場所で

のデータの抽出で終わってしまうので、今後は記述を工夫すべきとのご意見をいただ

きました。チャレンジスクールの記述につきましては削除をし、データにつきまして

は生き物調査や大宮南部浄化センターでの調査の他に、市内で実施した各種調査の結

果を取りまとめたものであるということを記載いたしました。 

  次に 59 ページをご覧ください。ホチキス留めの資料につきましては、16 番となり

ます。『生物多様性の状況の把握』についてですが、みぬま見聞館で観察された動植物

と環境だけで生物多様性の状況把握とは断言できないので、記述を工夫すべきではな



6 

いかとのご意見をいただきましたので、個別施策名を、見沼田んぼ周辺の生物多様性

の状況の把握とし、58ページの『生物多様性データの充実』が市全体の内容であるの

に対し、ここでは見沼周辺の内容というように整理をいたしました。 

  次に環境白書案の 99ページをご覧ください。ホチキス留めの資料では 19 番となり

ます。『地球温暖化対策実行計画(事務事業編)に基づく市役所の事務・事業における環

境配慮』についてですが、前回の、『市役所における温室効果ガス排出量も増加してい

ます』という表現では、『市役所の建物から四六時中、温室効果ガスを放出している印

象を持ちます』とのご意見をいただきましたので、指定管理者施設を含めた市役所全

体の電力使用量が前年度比で約 5.2 パーセント減少しており、節電に努めているとい

う現状を説明する記述を加えさせていただきました。 

  以上が第 2 部の主な変更点になります。ただ今、説明いたしました内容も含め、6

月に行った照会でいただきましたご意見とその対応につきましては、ホチキス留めの

『平成 27年版さいたま市環境白書へのご意見及び対応』という資料にまとめさせてい

ただいております。 

  いただきましたご意見の中には、すぐに対応できないものもございます。例えば、

環境白書案の 37ページをご覧ください。ホチキス留めの資料では 10 番となります。

エコライフ DAY ついて記載している部分ですが、CO2の削減量につきまして、百の位で

四捨五入する等、見やすく表現したらどうかというご意見をいただきました。そこで、

所管している地球温暖化対策課へ確認したところ、CO2の削減量を計算するために、参

加者一人一人にチェックシートに記入をしてもらい、チェックシートの中では実際に

実施した取り組みの数により、1グラム単位で CO2削減量を算出した形式にしていると

いうことでした。これらの CO2 削減量は一人一人の努力の結果をまとめたものでもあ

りますので、引き続き、一の位まで表記をさせていただくというようにいたしました。

このように、ご意見の中には、すぐに対応できないものもありますが、ご理解いただ

けますようお願いいたします。 

  また、お時間の都合上、全てを紹介することはできませんでしたが、詳細はお配り

しました資料でご確認くださいますよう、お願いいたします。 

  では次に、今回から新たに掲載しました施策が三つありますので、説明をさせてい

ただきます。環境白書案の 27ページをご覧ください。上段にあります『さいたまこど

もエコ検定』でございます。内容といたしましては、小学 3年生から 6年生を主な対

象に、児童が環境への関心を高め、行動を始めるとともに、地域への愛着を深めるき

っかけ作りを目的としており、実施を希望する学校が、それぞれの環境学習の状況に

合わせて実施するものとなっております。平成 25年度から試行的に実施しておりまし

たが、平成 27 年度から本格実施をいたしましたので、新規で掲載させていただきまし

た。 

  続きまして、140 ページをご覧ください。140 ページの下段、『雨水貯留タンク設置
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補助制度による雨水の有効利用の促進』でございます。市民の方が住宅等に雨水貯留

タンクを設置する際にその設置費用の一部を補助する制度でございますが、平成 27

年度から事業を開始しましたので、今回から掲載をいたしました。 

  続きまして 168 ページをご覧ください。168 ページに掲載しています『ごみ分別ア

プリ配信事業』でございます。こちらも平成 27 年度から新たに始めた取り組みでござ

います。スマートフォンやタブレット端末向けアプリで、ごみの分別方法を検索でき

る機能や、ごみ収集日をお知らせする機能等、利便機能を盛り込んでおり、ごみ出し

に関するさまざまな悩みを解決するための取り組みとして、市で PR を行っているとこ

ろですので、今回から掲載いたしました。以上の三つが今回新たに掲載いたしました

施策となります。 

  次に、今回、掲載いたしましたエコ・ラムについて、幾つか簡単に説明をさせてい

ただきます。環境白書案の 107 ページをご覧ください。107 ページの下段になります

が、先ほども局長あいさつにもありましたが、『パリ協定について』というタイトルで、

国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議において採択されたパリ協定について記載

しております。パリ協定につきましては、実効性を持たせるためのルール作りが始ま

ったばかりで、日本としての具体的な取り組み等につきましては、今後、詳細が決定

されると考えられますが、今後の地球温暖化対策へ大きな影響を及ぼすものと考えら

れますので、ここで紹介をさせていただきました。 

  次に、161 ページをご覧ください。ここでは昨年 4 月 1 日にオープンいたしました

桜環境センターについて記載をしております。桜環境センターは、ごみや資源物の処

理施設の他、環境啓発施設や余熱体験施設を併設し、市民の方々に学習や憩いの場を

提供していますので、ここで施設の紹介をしております。 

  また、この環境白書案には掲載がありませんが、追加コラムとしまして、ごみ分別

アプリのダウンロード方法についての掲載を検討しております。先ほど説明しました

新規個別施策、ごみ分別アプリ配信事業に関連し、ダウンロードの方法や QR コードの

掲載等、具体的な使用方法について説明したコラムとなります。製本する環境白書に

は、こちらを追加して作成したいと考えておりますので、ご了承をいただければと思

います。 

  続きまして、第 3部につきまして説明をさせていただきます。環境白書案の 175ペ

ージをご覧ください。こちらの175ページからめくっていただいて176ページまでは、

第 2部のそれぞれの指標と、その評価結果を一覧にしたものとなります。昨年の評価

結果との比較になりますが、対前年度比では、昨年は〇と評価されたものが全部で 35

個でした。それに対し、今年につきましても 35個で、現状維持となっております。た

だ対年度目標値比につきましては、○と評価されたものは、昨年は全部で 29 個であっ

たのに対し、今回は 27個と減少しております。 

  次の 177 ページは、環境基本計画の指標の見直しと経過を把握していただけるよう
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一覧としてまとめているものでございます。今年度、見直しを行いました指標は全部

で 4個ございました。 

  続きまして、179 ページ以降ですが、市民 1000 人を対象に行った市民アンケートの

結果となります。アンケートの問 1、『基本目標 1から 5の進捗状況』につきましては、

昨年と同等の結果となります。問 2、『「望ましい環境像」の実現に、近づいていると

思いますか』という設問につきましては、次のページにまたがってしまいますが、『順

調である』『まあまあ順調である』の合計が、昨年より 2.5 パーセント増加しており、

『あまり近づいていない』『近づいていない』の合計が 4.0 パーセント減っています。 

  問 3、『施策への関心度』につきましては、全ての施策で減少傾向を示しました。続

きまして、問 4、生物多様性の認知度につきましては、昨年度より減少し、『言葉の意

味を知っている』が 4.4 パーセント減少し、生物多様性という言葉を『聞いたことも

ない』と答えたものが 2.7 パーセント増加しました。 

  次の 182 ページから 185 ページまでは、指標の評価結果と市民アンケートの結果等

を踏まえ、基本目標ごとに総合評価と今後の取り組みとしてまとめております。以上

が本編の内容となります。 

  186 ページに関しましては白紙となっていまして、目次は入っていませんが、186

ページの次のページからは資料編になります。資料編 11 ページ以降の『用語解説』に

つきましては、最終的な調整等により、ページが変更される可能性があります。変更

が確定する段階で、正しいページ数に修正させていただきますので、ご了承ください

ますよう、よろしくお願いいたします。 

  最後のページには、本市で実施しております環境保全標語・ポスター作品コンクー

ルの特選作品を紹介しております。なお、現在、まだ表紙は作成中でございますが、

今年もこの特選作品を表紙に掲載したいと考えております。内容の説明は以上となり

ます。 

  最後に、今後のスケジュールといたしまして、本日の環境審議会でいただきますご

意見等について、再度検討を行い、原稿を調整した後、各担当課へ最終的な原稿の確

認依頼をいたします。12月中には印刷を開始し、冊子として出来上がり次第、皆さま

へご送付させていただくとともに、市のホームページ上で公開させていただく予定と

なっております。説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

松村会長：ありがとうございます。大体、事務局から伺ったところでは、今、2時 40 分

少し手前ですが、4 時前でしたか、会場の都合でそういう時間のスケジュールを持っ

ているようです。今日はこれだけで、いいですか。 

事務局：はい。 
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松村会長：それでは、今、丁寧にご説明をいただきましたので、委員の先生がたからご

意見あるいはご質問を頂戴したいと思います。 

  その前に少し、多分、私が一人だけ混乱しているのだと思いますが、念のため、ご

審議いただく前に確認をしておきます。先ほど説明の方が、ホチキス留めと言ってお

られたもの、これは去年のものに対してのコメントで、『意見への対応』というものが、

この中に直したつもりということでいいですか。 

事務局：今年度の 6月に審議委員の方々に意見を挙げていただきまして、その内容をこ

ちらに記載しました。それに対して、どのような対応をしたのかということで、記載

をさせていただいたものとなります。 

松村会長：年版と年度版があるので、よく分からなくなりました。ですから、この 1個

前のものについて、市民の方ではなくて委員のかたがたからいただいたご意見が、こ

の左側に書いてあって、それを踏まえて、これに直したつもりということですか。 

事務局：そのようになります。 

松村会長：それから、今日、ご審議いただいて、この後、どうなるかというスケジュー

ルは伺いましたが、これはホームページと言われましたか。 

事務局：はい。 

松村会長：掲載されるようなことを言っていました。例えば配布等は行いますか。私ど

もに送っていただくのはありがたいのですが、委員に送って、ホームページに載せて、

それで終わりなのか、あるいはそれ以外の配布といいますか、市民の方にどうやって

お伝えする予定なのかということを、私が多分聞き漏らしたのだと思いますが、もう

一回、お願いします。 

事務局：各区に存在する図書館等に配布させていただきますとともに、各区に情報公開

コーナーという所もありますので、そちらのほうに公開していただきまして、そちら

のほうで閲覧をするとともに、有償配布ということで、そちらに配布をさせていただ

くというものとなります。 

松村会長：簡単にいいますと、お金を出さないともらえないということですね。 
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事務局：一般市民の方には、お金を出して買っていただくことになります。 

松村会長：ということですね。分かりました。それでは、ご意見・ご質問を頂戴したい

と思いますが、頭からではなく、ページを言っていただければ、どこからでもいいと

いうことで、いいですか。 

事務局：はい。 

松村会長：それでは、事務局のほうは準備万端のようですので、別に 1部、2部、3部と

いうものを切ることなく、委員の先生がたがお気付きの点がございましたら、ご意見

あるいはご質問を何なりと頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。 

川合副会長：初めに、単純なミスかもしれないというところから確認だけさせていただ

きたいのですが、初めのほうです。表紙を入れまして 4枚目の裏側です。（5）、（6）と

入っているページで、（6）のほうに『対前年度比評価のイメージ』ということで、線

を引っ張って矢印がある図があります。左側の線が 1個ずれているのではないかと思

います。多分、図の単純なミスだと思います。 

松村会長：先生がおっしゃるとおりだと思います。 

川合副会長：それから、例えば 19 ページ等で、ホームページのアドレスを記載している

ところが何カ所かありますが、アドレスの中の数字が全角になっています。普通、こ

ういうものは半角の数字ではないかと思います。その辺を確認していただければと思

います。何カ所かアドレスのところが気になりました。 

  それから、内容に関しまして 1点あります。一応、私の專門は生物ですが、生物多

様性に対する認知度が今一つ思わしくないという状況です。平成 27 年版に対していた

だいているコメントの中にも、その辺りの問題を今後どうすべきかと問題視されてい

るものがあります。平成 28 年版を見ましても、例えば 14ページのグラフや 55 ページ

のグラフのいずれも、よろしくないということで、やはりこれに関しては何か考える

必要があるだろうと思います。 

  このページの中、例えば 58 ページ、59 ページにも、生物多様性に関しての説明等

を入れていただいています。それはよいとしまして、これと関連しまして少し気にな

ったことがあります。例えば 15ページの最後の用語集のところで、『生物多様性』と

いう項目があります。多分、どこからか写してきたのではないかと思いますが、『3つ

のレベルで多様性がある』と書いてあります。もう少し面白そうと言いますと変です

が、なじみのある、これが何で重要なのかというところまで書いていただいたほうが
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いいのではないかという感想を持ちました。以上です。 

松村会長：以上でよろしいですか。 

川合副会長：はい。要望として言いました。 

松村会長：それでは、また後でお気付きの点があればお願いします。今、先生が言われ

た冒頭のところは、後ほど事務局のほうでご確認をいただいて、反映していただけれ

ばと思います。また先生に戻るとしまして、他にご意見はありませんか。どうぞ。 

秋吉委員：2ページですが、4の『土地利用』というところです。その 6行目に『自然的

土地利用の 89.3％を占めています』と書かれていますが、この自然的土地利用という

ものを、もう少し丁寧に説明していただいたほうが、一般の人には分かりやすいので

はないかと思います。自然環境をできるだけ有効に活用あるいは利用し、自然の持つ

多様性を生かしつつ、その活用や利用の永続性を保証するという意味があると思いま

す。ただ自然的土地利用といいますと、イメージがあまりはっきりしないような気が

します。もう少し説明を加えていただいたほうがいいのではないかと感じています。 

松村会長：他にございますか。秋吉先生。 

秋吉委員：幾つかあります。思い出すまま言いますが、『課題』というところが、それぞ

れの項目にあります。『課題』の中で、具体的に課題に対してどう対応するかというこ

とが書かれているものが、例えば 163 ページにありました。163 ページの 2 段目にあ

る『家庭から排出される資源物』というところです。『課題』のところで、『分別啓発

の浸透や景気の低迷などの要因により、資源物を含めた総排出量は年々減少傾向にあ

りますが、さらに資源化量を増加するために、もえるごみに混入して排出させてしま

いがちな「その他の紙(雑がみ)」などの資源物の分別徹底、団体資源回収運動のさら

なる推進などを図る必要があります』と書かれていますが、その他のところでは、課

題に対する対応がほとんど書かれていないようです。 

  例えば 132 ページの『交通流対策』のところにも『課題』とありますが、『交通流を

円滑化するために、今後もさいたま市交通環境プランに基づいた施策を交通量対策と

併行して推進する必要があります』といいますが、もう少し具体的な対応策のような

ものが加わるほうがいいのではないかと思います。 

  その下の『違反駐車防止対策事業』も、『違法駐車は無くなっておらず、引き続き違

法駐車の減少に向けて啓発活動を行っていきます』とあります。それが可能かどうか

は分かりませんが、例えばそういった啓発、違法駐車を調査する人員を増やす等、何
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か具体的な方法の考えをここに加えたほうがいいのではないかと感じています。その

下の『都市計画道路の整備』のところも、同じように具体的な対策が加わることが望

ましいのではないかと感じています。 

  そういう箇所が幾つかありました。私はこれをチェックしていますので、後で事務

方のほうにお渡しします。そこら辺のところで、考え、対策があるところ、考え出せ

るところは、それを加えていただいたほうがいいと感じています。 

  それから、細かいことですが、自動車のところで、電気自動車と燃料電池自動車と

いうところがあります。それがローマ字で書いてある EV と FCV だと思います。語句の

説明のところに日本語での説明はありますが、出てきた最初のところに、かっこして

EV というのは電気自動車、電池、蓄電自動車というように、かっこで書かれたほうが

いいのではないかと思っています。 

  語句の説明が後ろのほうにありますが、各語句の説明があるものは本文のところに、

用語解説があるということを何かの記号で統一して付けたほうがいいのではないかと

思います。これには語句の説明があるかどうかということが分からないままで、たま

たま引いて説明があるものと、引いたけれどもなかったということがあります。語句

の用語解説があるものは、親切に何らかの表示があったほうがいいのではないかと感

じています。今のところ、思い出せるところはそのくらいです。 

松村会長：ありがとうございます。ここから拝見しますと、大変、克明にページに折り

目があって、ご覧いただいているようです。特に最後のところは、実におっしゃると

おりです。本文を読んでいて用語の説明にいくわけで、用語の説明を読んでから本文

を読む人はいないわけです。それはもう全くおっしゃるとおりです。秋吉先生が冒頭

に言われました『自然的土地利用』は『都市的土地利用』というものと対比的に書い

てありましたでしょうか。 

秋吉委員：はい、そうです。 

松村会長：これは事務局としましては、多分、『農地、山林など』と書いて説明したつも

りだと思います。今、私にはいい知恵がありませんが、若干スペースもあるようです

から、他の委員の先生がたのお知恵も、あるいは担当部局のお知恵もお借りして、で

きるだけ分かりやすくイメージが湧くようにということが、審議委員の方、秋吉先生

のご趣旨だと思いますので、そのようにしていただければいいと思います。 

  一つ、これは私は不勉強ですが、確か『課題』というものは、去年もこれは課題と

いっていましたか。 

事務局：長年の課題になっています。 
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松村会長：分かりました。といいますのは、非常に小さなテクニカルなことをいうと、

これは秋吉委員がご発言の中で言っていましたが、普通の意味で課題というものと。

私の場合、普通は問題点というものは、行わなければならないものです。これは行わ

なければいけないと思います。これが問題です。ですから、これを行いますというく

だりになっているところと、そうではないところがあって、秋吉委員は二つのことを

言われていました。それが書き分けられていないということと、行うことの中身があ

まり具体的ではない。 

  ですから、今、多分おっしゃるとおりで、対策の具体性を書くことはとても難しい

とは思いますが、そこは少し分けないといけません。これが問題なのでこういうこと

を行いますというものと、混ざっているところがあるかもしませんので、もう一度、

頭から。恐らくこれは所管課のそれぞれの課にご尽力いただかかなければいけないか

もしれません。対策の具体性は難しいと思いますが、結構、混ざっていると思います。 

事務局：これを作成する前に、各所管のほうには調査票を配りました。そこにいろいろ

注意書き等がありまして、具体的に施策に対してご意見があれば、いただいたご意見

も後ろに付けて、こういったご意見があるのでご留意ください。全体的な意見としま

しては、そういった統一的な事項として課題の書き方や、こういった問題があるので、

こういった対策をしているということを具体性を持たせて書いてください等、そうい

った全般的な話も載せるようにはしてはいます。所管によっては、事業の特性や書き

づらいところもあるのかもしれませんが、なかなか統一を図れていない部分もありま

す。 

  これはまた引き続き。ピックアップすれば、一つ一つの所管と具体的に話をするし

かありませんが、少しそこまでできるかどうかということもありますが、なるべく継

続的に取り組んで行きたいと思います。 

松村会長：この後、また他の先生、委員の方のご意見もいただきますが、二つあります。

一つは、今日も具体的に秋吉委員からコメントがありましたので、少なくともその部

分については、そういう発言が環境審議会であったということをお伝えいただくこと

と、私たちの意見がどれだけ事務局の後押しになるかは分かりませんが、重ねてそう

いう意見があったということで、次のバージョンを作るときにお伝えをいただいたほ

うがいいのではないかと思います。 

作山委員：同じことを言ってしまいますが、明らかに課題と方針。方針を書いていると

ころがあります。ですから、所管に任せていては駄目で、担当課で赤を入れないとい

けません。例えば、私はまちづくり系なので 117 ページですけれども、真ん中のほう
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に、『地域・地区整備事業』『課題』とあります。 

  そもそも私たちが学生に授業で教えるときに、問題点はたくさんあり、課題という

ものは解決しなければならない問題を課題として挙げます。ですから、裏腹として、

課題は方針につながります。 

  ですから、言葉としましては他のほうでも、例えば 117 ページの上のほうの大宮駅

東口まちづくり事務所の『課題』は、『権利者と合意形成を図る必要があります』とい

う表現です。何々をする必要があります、何々をすることが課題です、こういうこと

ですが、下のほうになりますと、『引き続き、自然環境保全と新市街地形成の両立を図

っていきます』という、これは方針です。つまり、新市街地形成の両方を図る、両方

の在り方が課題です、検討することが必要ですという表現になると思います。表現だ

けの問題ですが、少しその辺が全部一緒になっていますので、方針の表現は全部直し

たほうがいいかと思います。 

松村会長：そのような感じです。もう私はあまり発言しないほうがいいと思います。作

山先生は赤を入れたほうがいいと言われました。事務局が何かこういうようにしたい、

直すという意味で、そのときにここの意見も使っていただくというスタンスで。もち

ろん応援団のつもりです。時々、背中を押し過ぎてこける場合があるかもしれません

が、皆さんが応援団のつもりで言っていると思いますので、そういうことで、この後

も忌憚のないご意見をどうぞ。安部先生。 

安部委員：応援になるかならないか。 

松村会長：いやいや、応援でしょう。 

安部委員：そもそもの話といいますか、環境審議会は年に 1回、2回しか行われなくて、

このような話が中心となっているということが、すごくもったいないという気がしま

す。環境白書の中でも、こうしていろいろな事業が並べられて課題と書かれていると

いうことも、これに対して、ではどうするのか。 

  先ほど川合先生がおっしゃったように、例えば生物多様性という言葉の認知度がど

んどん下がっていくという課題は、私たち、その分野で活動をしている者にとっては、

じくじたる思いといいますか、どうしましょうという感じです。 

  そういったものについて、例えばこの中に取り上げている事業や、そういったもの

を毎年幾つか、無作為か作為か分かりませんがピックアップして、担当課も呼んで、

お話しするような機会や、評価委員会といいますか。ここに載せるだけではなくて、

お尻をたたいてあげるような機会を作れたらいいのではないかと、前から思っていま

した。 
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  ですから、環境総務課さんとして、他の課に物を言うということは、やはり立場上

と言うと失礼かもしれませんが、行政の中で横の課に対して、これを行ってください

と言うことは言いにくいというところに、そういうものがあれば、少しでも後押しに

なるのではないかと思います。 

  私たちとしましても、なかなか進まないということを、毎年見ていることもあり、

どうしたら、全体にもっと進められるだろうかという方法を考えたときの一つの方法

として、そういう機会を設けるということもあるのではないかと思います。 

松村会長：多分まだご意見はあると思いますが、一つ、事務局にご検討いただきたいこ

とがあります。安部先生のご意見で思い出したのですが、別の所でお手伝いをしてい

るときに、関係課全員ではなく、幾つか主要な課の方に、こういう白書や環境基本計

画の議論のときに来ていただきます。それで意見交換をしている例があります。それ

ぞれ皆さん、忙しい方をお呼びすることになるので、なかなか時間を割いていただけ

ないかもしれませんが。 

  今、安部先生がおっしゃったように、別の機会を設けるという方法もありますが、

そうではなくて、例えばこういう議論をするときに、幾つかの課の方に来ていただい

て、その場で意見交換をするという方法が可能かどうかということを、これはそれぞ

れのご都合もあるでしょうから、少し事務局のほうでお考えをいただければと思いま

す。環境審議会の回数を増やせればいいですが、増やせなければ、そういうことも一

つの方法かもしれないという感じがします。やや安部委員のご意見を超えた話になる

かもしれませんが、そういう方法もありますので、ご検討をいただければいいのでは

ないかという気がします。 

小林委員：今の会長が言われた意見がいい方法だと思います。この中で分科会という大

げさなものを行う必要はないと思いますが、ここに出ている皆さんが全項目に興味を

持っているとも思えません。それぞれ得意な分野、不得意な分野、これについては言

いたいという方が集まって、そこは突っ込んで、皆さんが市の方と協議する、検討す

る等、やはりそういう場があってもいいかと思います。審議の意味がありません。 

  要は立派な書物を作ることが審議委員の仕事ではありません。いくら活字で立派な

ものを作っても、実行しなければどうしようもありません。先ほど安部さんがおっし

ゃったように、やはり一つのチームといいますか、物事を作ろうとしているチームが、

そこでチェックして、1点を入れないと意味がありません。1点も取れなかったら意味

がありません。その 1点は何かということは、やはりそれはどこかから聞こえてくる

市民の声です。やはりそういう白書があればいいです。 

  そういう意味では、立派な印刷物というものは、あまり関心しません。何か市民に

働き掛けるような文書があるといいです。簡単で分かりやすいように。食べ物から何
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から全てそういうコマーシャルです。ですから、そこに迎合する必要はありませんが、

とにかく親しみやすいものが作りたいと思います。それは最初から思っていました。

ですから、たくさん書くことはいいと思いません。 

  ただ、審議委員として気を付けなければいけないことは、いろいろな注文はあまり

つけないほうがいいです。細かいことは見てくださいというくらいです。そういうこ

とがいいのではないかと思います。皆さんはどうでしょうか。 

松村会長：どうもありがとうございます。私は委員とは違いまして、いろいろ注文をつ

けるほうが、無視されるよりはいいと思います。ただ、ご趣旨はよく分かります。恐

らくまだ他にご発言をいただいていない委員がいらっしゃいますので、いかがでしょ

うか。どうぞ。 

川池委員：私も細かい注文になってしまいますが、77ページです。先ほど『課題』の話

が出ましたけれども、『実施状況』について、77 ページがよく分かりません。一番上

に『多自然川づくり』について書かれていますが、最初のパラグラフで『三面護岸整

備、水路の暗渠化等に伴う身近な水辺空間の喪失などに対しては、地域の特性に応じ

て、できるだけ自然が残る水辺の保全や市街地での水辺の整備など、多様な水辺空間

を創造する必要があると考えられます』と書いてあります。次に『橋梁上部工などの

工事を行いました』とあります。 

  これはどうして多様な水辺空間を創造することにつながったのかということが、私

は読み取れなくて、何をしたのだろうと思いました。多分、多自然川づくりは単発で

行っている事業ではないと思います。何年も前から行っているような事業だと思いま

すし、これからも行う予定のある事業だと思います。どこの川で何を行ったのかとい

うことを、多分このような小さな空間で済まされるようなことよりも素晴らしいこと

を行っているはずですので、書いたほうがいいのではないかと思います。何を行った

のか全然読めません。 

  同じような理由ですが、その次に綾瀬川の清流ルネッサンスの話が出ています。『「ソ

フト対策の推進」を行ってきました』と書いていますが、実際、綾瀬川のハード面の

対策はほとんど終わっていると思いますので、多分、これから重要になってくること

は、ソフト対策だと思います。これが肝のはずですが、ソフト対策で何を行ったのか

ということは、ここでも分かりません。多分、綾瀬川にとってはそこがとても重要な

部分になると思います。何を行ったのかが見えるよう。多分、本当にこれ一つで 1ペ

ージくらいになるのではないかというくらい素晴らしいことを行っているはずだと思

います。その辺の少し言葉が足りな過ぎると思いました。 

  次に 88 ページですが、『氷川参道の整備』について書かれています。実は私は氷川

参道沿いに住んでいますが、正直、このようなことが行われていたことは知りません
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でした。低木の植栽を並木敷きに行っていると苦労されている割には、今年、大きい

木が 1本切られています。あれ？というような、もっと全体を見たほうがいいのでは

ないかと思いました。 

  実は氷川参道沿いを歩いていますと、時々、風の道の整備というような看板が掲げ

られていることがあります。 

安部委員：ポスターですね。 

川池委員：ポスターですね。あれは市が直接関わっているかどうかは分かりませんが。 

安部委員：確か、氷川の杜まちづくり協議会か何かだったと思います。 

川池委員：植栽という小さなことよりも、参道全体をどうするのかという構想を多分ど

こかで持っているはずだと思いますので、その辺をもう少しアピールしたほうがいい

と思います。ちなみに 5年くらい前までは、アオバズクがあの辺で 2カ所くらい鳴い

ていたはずですが、最近は全然聞きません。 

多分、環境は悪くなっていると思います。それをどうするのかということは、また

別の問題かもしれません。氷川参道につきましても、もう少し何か踏み込んだことを

書くことができるのではないかと思います。 

松村会長：他にありますか。既にご発言いただいた委員で、もう一度でも構いません。 

秋吉委員：一つだけ言わせていただきますと、118 ページですが、これは書き方の、表

現の仕方が少しおかしいのではないかと思いました。真ん中に、『浦和駅東口駅前地区

第二種市街地再開発事業』というところがあります。この『課題』ですが、『平成 27

年度に浦和駅東口駅前地区第二種市街地再開発事業は完了しました』という文言があ

ります。これは『課題』としてここにあります。少し表現の仕方を変えて課題にした

だけではないかと思いますが、『完了しました』ということは課題にはならないと思い

ます。 

松村会長：秋吉先生、それから作山先生、他の方のご指摘もありますので、大変、お手

数かもしれませんが、まだ時間もあるようですので、既に各担当課には指示済みだと

いうことですが、事務局におかれましては、もう一度、全部をご覧いただいて、今年

度、全部といかないまでも、見直せるところは少しずつお直しいただいたほうがいい

と思います。何人かの先生がたからご指摘があります。 
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柳下委員：私の場合は、自治会連合会からの推薦ということで、こちらの委員に参加さ

せていただいています。どうしても、こういう環境というテーマになりますと、身近

な日常的ないわゆるごみ置き場の問題からかなり苦労しないといけません。業者が家

を建てて、そこに住む方がどこにごみを持っていったらいいのかということから始ま

って、最終的には地域の自治会長がはんこを押さないと駄目ですというような形にな

っています。それが本当に徹底されているかといいますと、そうでもなくて、清掃事

務所と建築業者と購入者の三者で話をして、われわれが知らない間にごみ置き場がで

きているという現状もあります。 

  そうなりますと、自治会に入っていないかたがたが勝手にごみ置き場を造られると

非常に困るということが一つあります。まちの中からごみを処理していく制度の作り

方につきましては、やはり市が清掃事務所に委託しているわけですから、さいたま市

からもきちんとした自治会を通した形のごみ置き場の環境等の整備につきましては、

徹底してほしいと思います。 

  それから、私はこの委員になって 3年になりますが、初めてこちらへ来て、このよ

うな立派な白書をまとめて作っていただいて、手元に来て、中身を見ますが、この白

書というものが、果たして市民のレベルで見たときに、どれほどインパクトを与えて

読まれているのかということが気になりました。 

  やはり、われわれもいろいろな形で河川の浄化等を行っていますが、どうしても生

物多様性にしましても、CO2にしましても、さいたま市で行う広範囲の中の一つの取り

組みということです。身近な例でいきますと、笹目川というものが武蔵浦和の高架の

すぐ脇にあります。だいぶ浄化したようですが、その川一つを取っても、戸田市を通

って、最後は荒川に行くわけですが、さいたま市は環境が良くなりましたといってい

ますが、地域全体で見てみますと、そうでもありません。その辺は、市の環境に携わ

る職員の皆さんがたとして、どう捉えていくのでしょうか。 

  結局、さいたま市だけでは解決できない問題が多々あるわけですから、その辺につ

いて、どう取り組んでいくのでしょうか。ホームページに出ていますということで見

ましても、それは見てだいぶ空気がきれいになったというくらいの話です。ではこれ

から先、もっときれいにするためにはどうするのかというところまでつながっていな

いという思いが非常に強いです。少しテーマと外れた話で申し訳ありませんでした。 

松村会長：どうもありがとうございました。先ほどの川池委員のご指摘もそうかもしれ

ませんといいますか、ずっと他の委員のご指摘もそうですが、要するに、この中に何

を書くかという話です。いろいろそれぞれの地域でご尽力いただいている方、あるい

は研究している方からしますと、こういうこともあるのではないか、あるいはああい

うこともあるのではないかと、多分お気付きの点があると思います。例えば今の集積

場の設置の問題等です。同じことを繰り返して恐縮ですが、そういうやりとりができ
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る機会をご検討いただくことがやはり必要かと今しみじみ思いました。他にどうぞ。

先生。 

西山委員：この環境白書の掲載の仕方についてお聞きしたいのですが、これはホームペ

ージで見ることができるようにするということですが、これ 1冊が PDF になるのです

か。 

事務局：それぞれを分割します。1 冊にしてしまいますと、結構、容量がかかってしま

いますので、分割して、それぞれの章ごとにダウンロードして見ることができるよう

にしています。 

西山委員：そのときに、多分、『目次』が出てくると思いますが、『目次』を見ていても

具体的なものが見えてきません。『目次』には、何とかの推進、環境教育の推進、生物

多様性の保全等、抽象的なことが書かれていますが、具体的なことはもっとそれより

も一歩進んだことになります。例えば、基本目標 3番目の『地球温暖化対策の推進』

として、どういうことが書かれているのか。具体的にはこれはどうか分かりませんが、

111 ページの『次世代自動車の普及』とありますが、こういうキーワードが出てきま

すと、例えば市民の方にとってみると、取り組みとして分かりやすいです。では、こ

このところを見てみようというようになります。ですから、もう少し『目次』のとこ

ろを充実させたらいいのではないかと思います。 

  本当は、これは PDF 化よりも、そこのところをクリックしたら、その文章が飛んで

いって見ることができるというように、ホームページ化にすれば一番いいと思います。

やはり巨大なこの文書をなかなかそういうふうに隅々まで見ることはできないという

ことは、大きな問題だと思います。 

田中委員：私も行政なので、皆さんの意見を拝聴させていただいて、埼玉県としまして

も、行いたいと思っています。少し気が付いた点という形で、写真等を多く入れてい

ただいたので、多分、市民の方は見やすくなるのではないかと思います。 

  個人的にはエコ・ラムが非常に好きなので、エコ・ラムが多く取り上げられている

ことはいいと思いますが、20 ページと 60ページで、下水道公社の話や、60ページも、

もしこれだけページをさけるのならば、もっと写真等を入れたほうがいいのではない

かと。 

  それから、161 ページの『桜環境センター』ですが、これは廃棄物の処理施設とし

て、さいたま市が非常に力を入れて造ったはずです。写真がポンポンとありますが、

本文の中に、残さが少なくなって一般廃棄物の埋め立て量が減りました、ごみ処理施

設としては非常にいい施設ができたということが入っていいはずです。その辺の説明
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や、環境学習の拠点として活用しますというように、確か前どこかに、158 ページに

も入っています。その場合に、同じことになるかもしれませんが、ここに申込先等を

書いていただく等、その辺をもう少し工夫したほうがいいかと思っています。本当に

いい施設ができたと思っていますので、そこをもう少しアピールをしてもいいかと思

います。 

  それから、少し細かくなりますが、148 ページのところで、『新幹線鉄道騒音に係る

環境基準達成率』が、初めて 75パーセントとなっています。どこかが駄目だったので

しょうが、何で駄目だったのか。今までずっと良かったのに、いきなり駄目になった

ときに、なぜ駄目だったのかが分かっていないと、何となく、今後、駄目になってし

まうのだろうかと不安になると思います。達成されなかった場所が、どのような原因

でそうなってしまったのかということと、今後は大丈夫です等、もしそういうことが

分かれば、ここに記載をしていたほうがいいのではないかと思います。 

  同じような形で、141 ページのところの、土壌と地下水、土壌地下水の関係ですが、

継続監視地点としまして、3地点で測っています。『3地点において砒素』とあります。

これは多分、自然由来なので、このままずっと変わらないのではないかという推測も

できます。あとは『1 地点において鉛とトリクロロエチレン』が環境基準を超えてい

ます。これは、原因がこのように考えられて、ずっと今は減っている状態で、それほ

ど環境には影響がありません等、何かしらコメントがあると、基準調査をしているよ

うなものにつきましては、安心できるのではないかと考えています。難しいようでし

たらあれですが。 

  それからもう一点だけ言わせていただきますと、140 ページの『雨水貯留タンク』

を今年度から始めたという形ですが、これは浄化槽か何かを使わなくなったものを貯

留タンクにするというようなものでしょうか。 

事務局：これは雨水を入れる家庭用のタンクがありまして、それを。 

田中委員：屋根からの雨水ですか。 

事務局：そうです。 

田中委員：どのようなものなのか少し想像ができないので、もし写真等があれば。この

中のどこかに写真がありますか。 

事務局：学校用の写真はありますが、家庭用のものは掲載されていません。こちらは掲

載を検討します。 



21 

田中委員：なるほど。そういうものですか。ありがとうございます。以上です。 

熊谷委員：今、土壌のところのご意見がありましたので、申し上げますが、他の所は観

測地点等、具体的にどこの場所で測った等の地点が示されていますが、ここは『3 地

点において砒素が』うんぬんと書いてありますが、どこで測ったのかということが、

地図にもありません。スペースを少し取るかもしれませんけれども、やはり測定した

ときは、どこで測定したかということを入れたほうがいいと思います。 

  それから私は不勉強で 2カ所、用語で分からない、理解できないところがありまし

た。103 ページの一番上の『実施状況』の『下水汚泥から発生するメタンガスを、消

化槽加温用ボイラー』とあります。消化槽というものは、機械にそういう場所がある

のでしょうか。この意味が分かりませんでした。 

  それからもう一点は、63ページですが、一番上のグラフの『市域における担保性の

ある緑の面積』です。『担保性のある緑』とは、どういうことでしょうか。 

松村会長：この場で事務局のほうから何かありますか。 

事務局：消化槽加温用ボイラーといいますのは、専門的なことは私は。 

松村会長：二つ目は、私は聞き漏らしました。103 ページの消化槽といいますのは。メ

タン発酵するときに温度が低いと発酵がうまく進まないので、メタン発酵するものを

消化槽と呼んでいて。さいたま市では、そういうことがあるかどうかよく分かりませ

んが、気温が低いと発酵があまり進まないので、それを温める必要があります。多分、

それをいっていると思います。ご質問に戻りますと、消化槽といいますのは、メタン

発酵させる入れ物です。それを温めるということだと思います。二つ目は何ページで

したか。 

熊谷委員：63 ページの上のグラフの横軸のところに、『市域における担保性のある緑』

とあります。 

松村会長：これは普通の言葉として。要するに法制度で、生産緑地や何か法律あるいは

法制度上、勝手に変えられないようにきちんと措置がされているという意味だと思い

ます。何も担保性と書かなくてもいいかもしれません。委員のご指摘のとおりです。 

熊谷委員：これだけ見ますと、少し分かりません。 

松村会長：市民の方にもう少し分かりやすい表現にしたほうがいいかもしれません。 
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熊谷委員：それから、生物多様性やそういうものは、少年少女時代から意識を持ってい

ないと、常に地域の生き物についてということは、なかなか急に大人になってからは

あまり興味を示さないと思います。例えば、学校のほうで生物多様性に関する研究発

表会といいますか、児童生徒のそういうような機会を設けてもいいのでは。 

松村会長：どうもありがとうございました。他にまだご意見がありますか。委員のご意

見に対する事務局の反応で、私が少し違和感を持った点があります。生物多様性のと

ころの記述で、土曜日に子どもたちが行っているものと学術研究を一緒にしないでほ

しいというご意見があって、それはそのとおりですと消しましたということがありま

した。 

事務局：土曜日ですか。 

松村会長：土曜日のチャレンジ何とかです。私は分けるということはそのとおりだと思

います。子どもは普通はそのうち大人になりますから。ですから今のお話のように、

消してくださいと言っているわけではなくて、分けてくださいと言っているのではな

いかと思います。私は別に消してもいいですが、何か変だという気は非常にありまし

た。消してくださいと言っているのではなく、一緒にしてはいけませんということが、

頂戴しているご意見です。 

  といいますのは、こどもエコクラブが伸び悩んでいるということが片方にあります。

ですから、全体を読んだときに、子どもの取り組みが片方では進まないのに、子ども

の取り組みをせっかく行っているのに、それをどんどん切り捨てているという印象が

あって、とても変だと思いました。感想を申し上げておきます。 

  まだ他の委員でご発言はありますか。 

青木委員：私は生物多様性の意味といいますか、理解も全て関心が深いのですが、55 ペ

ージの『生物多様性・自然環境の保全』という中で、さいたま市は『「生物多様性基本

法」第 13条』すなわち生物多様性地域戦略ができています。これはできていますか。 

事務局：生物多様性に対しては、環境基本計画という形です。 

青木委員：計画に書いてありますね。この計画の中で、『生物多様性地域戦略に相当する

事項を定めました』とありますが、この地域というものに大変関心があります。今、

言葉の認知度が低くなってきたといいますか、理解度や啓発についても努めていると

いうことは、ここに書いてありますが、その地域戦略をどのようにこれから取り組ん
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でいくのかということには、触れていないような気がします。もう一つは、地域を、

モデル地区か何かを定めて、その取り組みをすることによって、少しずつ生物多様性

に取り組んでいることを市民に知らせることは大事なことではないかと思います。 

  ですから、ここにありますいろいろ行っているということは、大宮南部浄化センタ

ー、公民館、それからエコ検定、エコフェスタ、自然観察会、ホームページ等で随分

啓発活動も行っているとはいえ、イベント等でも環境フォーラムのときに、少し生物

多様性のことを入れる等もっと扱ってもいいと思います。 

  地域とそれから学校関係、学校の課外活動でもいいですし、学校の中に、子どもた

ちにどう多様性のことについて実際の活動に向けていくのかということも、学校で取

り上げてほしいということがあります。 

  せっかく 60ページに、エコ・ラム、『生物多様性について』ということで、さいた

ま市のいろいろなことが書いてあると思います。こういう素晴らしい背景があること

を、どのようにして実践のほうに取り組んで、子どもたちも、大人も、それからまた

地域でも学校でも、少しずつさいたま市が進めていくのかということは、とても重要

だと思います。 

  そういうことで、「減っています」、「啓発しています」、「理解を進めています」だけ

にとどまらず、もう一つ踏み込んだ形で推進していくということも、大事なことでは

ないかと思います。地域や学校、子どもたち、それらを含めて、大人のことも。大人

も関心を持って、認知度も上がっていきますし、理解もしていくと思いますので、ぜ

ひ、この地域をどのようにして組み立てて、取り入れてモデルにしていくのかという

こともすごく重要なことだと思います。 

松村会長：ありがとうございます。今、エコ・ラムというものをパラパラ見ました。今

のご指摘は、担当の課につないでいただくことと、この白書でいいますと、連絡先や

問い合わせ先は書けると思いますので、書いたほうがいいです。例えば下水道公社の

ものは、きちんとお問い合わせ先が書いてあります。これを見れば分かりますという

話ではなくて、これについて知りたければ、ここに聞いてくださいということは、県

の下水道公社のものには書いてあります。パラパラ見ましたが、他のものはありませ

ん。 

  それを書いておくだけで、片側ではなく、双方向的な関係が出来上がりますから、

そのほうがいいと思います。もちろん、先ほどの委員のようなご意見を直接やりとり

できますから、あったほうがいいですが、そうではなくても、これを見れば分かりま

すというのではなくて、何かあればどうぞと書いておいたほうがいいと思います。 

  すみません。あとまだ 20分弱です。 

小林委員：最後に。 
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松村会長：どうぞ。いや、まだ最後ではありません。大丈夫です。 

小林委員：18 日までに意見をと言っていますが、18 日までに出した後に、もう一回、こ

ういう打ち合わせがあるのですか。 

事務局：白書を作成するまでは行わない予定です。 

小林委員：それがあれば、後ほど言えばいいことで、今、何でも言うことはありません。 

松村会長：お待ちいただきました。どうぞ。 

川島委員：123 ページですが、『酸性雨対策の推進』というところのグラフがありまして、

上から 2番目に、『計測回数』というものがあります。その平成 27年度が 83 回という

ことになっていますが、いきなりここで半分くらいになってしまいます。これも何か

理由があるのでしょうか。あるのであれば、そのように記述したほうがいいと思いま

す。 

  次に 26 ページですが、『ごみスクールの実施』というところです。関係ないかもし

れません。要望としてですが、ごみの分別や資源の大切さを教えていくということに

加えて、使ってもらうということを教えてもらえるといいと思います。 

  ごみスクール自体はとてもいいことだと思いますし、これを読ませていただいて、

とても熱心に取り組んでいると思いました。ただ、分別して出せば、そこでリサイク

ルが終わりというわけではなく、その分別して出した材料を使って、作った製品を使

って、リサイクルが回っていくということだと思います。 

  例えばペットボトルでいきますと、市況が冷え込んでしまいますと安いバージン材

等に押されて、再生ペットが売れなくなってしまいます。普通の製造業ならば、市況

に応じて売りたい部分だけ、売れそうな部分だけ材料を仕入れて作りますが、リサイ

クルの場合は調達先が市民の皆さんです。そういう意味でいきますと、調整が利きま

せん。どんどん入ってきてしまいます。そうしますと、在庫がどんどん増えて、経営

を圧迫してしまうという、これを繰り返しています。 

  今、ボトル to ボトルということが出てきていますが、これはメカニカルリサイクル

という方法で、品質を確保することができてきましたので、飲料メーカー各社ともに、

それに取り組み始めました。 

  でも、その中で、このボトルは再生ペットでできていますと書いてあるものは 1社

だけです。なおかつ、それも 1種類だけです。それを書かない理由は、再生ペットが

そろわなかったらどうするのか等いろいろな理由はありますが、商品に対する消費者
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のイメージが不安を持っているということも確かです。 

  長くなってしまって申し訳ありませんが、使ってはじめてリサイクルが回っていく

ということをプラスして教えていただけたらという要望です。すみません。 

松村会長：どうぞ。 

川池委員：今の青木委員の話に戻ってしまいますが、確か私の理解では、さいたま市の

生物多様性地域戦略は、前回策定した環境基本計画に盛り込んだことによって策定さ

れたというように定義付けているものです。ですから、もうできているということか

と。 

事務局：位置づけとしてはそうです。 

川池委員：思ったのですが、環境基本計画の中に、生物多様性地域戦略を取り込ませて

いる時点で、さいたま市の生物多様性の認知度も上がらないのではないでしょうか。

取り込ませている時点で、さいたま市の姿勢として、そのような感じですというよう

に理解されてもしようがないのかなと思います。それであれば、5 年たちますし、別

出しして作ってもいいのではないかと思います。それに伴って、そこでも認知度を上

げるという戦略を練り直す、何とかこの目標を達成に向けてという流れをつくっても

いいのではないかという提案です。 

松村会長：というご意見がありました。 

事務局：以前にも同じご提案をいただいています。 

安部委員：結局、あれは専門委員会で何十ページもの報告書を作ったものが 3ページに

なってしまって、非常にもったいないこともあります。あのときから状況は変わって

いることもあります。環境基本計画自体は定期的に改訂していくものですけれども、

どちらかといいますと、課題としましては、何かの一部ではなくて、それだけで 1本

大きな課題として何かつくものだと思いますので、別出しして独立した形でのきちん

とした地域戦略にして、まさに戦略として取り組んでいくということをして、しかも

示せるように。それがないと、多分、例えば、道路を解体して木を切るときに、環境

基本計画の一部にこう書いてあるので行いましょうというよりも、少しタイミングを

考えよう等と言いにくいと思います。ですから、ぜひ私もそれは望むところです。 

大高委員：私はいつも市民レベルでここに参加しているつもりでいます。いつも環境白
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書は素晴らしいと思って見ています。この白書を見ることで、さいたま市の環境がど

うなっているのかということが、とても明確に分かるということが一番大事だと思っ

ています。 

  今、皆さんのいろいろな意見を聞いている中で、もっともだということがたくさん

あります。そういう観点から一つ私の気になっているところは、昨年度の意見として

出させていただいたのですが、152 ページの『化学物質による環境リスクの低減』と

いうところ、『PRTR 法による化学物質の監視』というところです。昨年も申し上げま

したが、これは現実的にさいたま市の事業者さんがここへ届けられたもののデータを

載せてあると伺っています。 

  しかし、環境省の PRTR 法の色々な報告書の中では、届け出がなかったものに関して

も上位物質の中に、ポリエステルやアルキルエーテル等といった洗剤用の、家庭から

排出されている物質がかなり出ています。ですから、推定になると思いますが、ここ

にそういったものも載せられるようなことを考えていただければと思っています。 

  なかなかあれではありませんが、これは白書を見ることで、事業者さんからこうい

うことは出ているということで、現実も非常によく分かりやすいのですが、でもそう

ではないものもあるということを、やはり表記していただきたいと考えています。以

上です。 

松村会長：環境対策課の方はいらっしゃっていますか。 

事務局：来ていません。 

松村会長：この後、少しご意見も頂戴しますが、先ほどの田中委員と川島委員もそうだ

ったでしょうか。私も環境汚染関係で少し気になるところがあります。いずれも環境

対策課です。他の委員も言われたかもしれません。 

  地下水の測定で、私の昔の経験で言いますと、井戸は調査の協力をいただく必要が

ありますので、なかなか名前を出せないということがあるかもしれません。騒音の問

題にしても何にしても、こうでしたと割と。それはそうですが、どうするのでしょう

ということが、率直に言って、環境という名前が付いている割に、力が入っているの

でしょうかという印象を持ちます。具体的にはもう田中委員や川島委員が言われた点

です。 

  ずっと〇で、×といいますか、△になりましたという話ではありません。今の委員

の話も、PRTR 法の範囲でいいますと、それはそうですが、それ以外の化学物質も山の

ようにあるわけで、それに対する言及が全くないということは、どうなのでしょうと

いうご意見があったことは、きちんとお伝えをいただいたほうがいいと思います。 

  これは私の意見を一つ、二つ言います。これは、多分、所管が違うと思いますが、
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少し前も事件があったので、もしあればということで、ご確認いただいたほうがいい

と思うことは、これは環境対策課ではないかもしれませんが、市の施設で、アスベス

トの封じ込め対策を行っている所がまだ残っていないかどうかはご確認いただいたほ

うがいいと思います。 

  具体的には、古い昔の建物で、煙突の内側に残っていたり、あるいは建屋のシーリ

ングに残っていたりしないかどうかです。今、それ自身は別に違反でも何でもありま

せんが、封じ込め対策を行っていることが、この間、どこかで起こって、大変な事に

なったということがありました。ですから、そういうことが市の施設でそういうこと

がないかどうか、これには工事のときの飛散のことだけ書いてありますが、それをご

確認いただいたほうがいいと思います。 

  それから、これは水質の話です。水質汚染事故のことが少し書いてありました。い

つだったのか覚えていませんが、ここ 2、3年の間に、不法投棄ではありませんが、確

か取水制限や断水になって大騒ぎになったことがありました。 

  水質の汚染事故の件数が増えて、なかなか原因が分からないという記述になってい

て、この先、原因究明の方法の検討をして何とかしますと書いてありましたが、どう

するのかよく分かりません。この記述の問題というよりも、全般的には落ち着いてい

るのかもしれませんが、予想をしないことが起きたときに、どうするのかということ

は、きちんと、これは他の部局への注文もそうですが、ご自身の所の襟をよく正して

おいたほうがいいのではないかという気がします。少しきつい言い方になりますが、

率直に言いました。すみません。もうこれで他の先生のご意見をいただきます。 

  こういうことはできませんか。西山先生が先ほど少し言われました。概要版を新し

く作るということは大変だと思います。あるいは、これを刷って皆さんに配るという

ことはできないと思いますが、せっかくいろいろな団体からここに来ていただいてい

ますので、お叱りでもいいので、例えば、いろいろな団体で勉強会を実施していただ

くことです。 

  要するに、これを読んでいただかないと、どうにもなりません。それでご批判をい

ただかないと。いや、応援かもしれません。これをたくさん刷ってくださいというこ

とは、大変かもしれません。ですから、先ほど西山先生が言われたように、目次プラ

スこの後ろの総括か何かくっ付けるか等を考えましたが、何か工夫していただいて、

これはコピーでもいいと思いますので、せっかく委員をお引き受けいただいている関

係団体の方とご相談いただいて、可能であれば、勉強会を開くこと。まず読んでいた

だくための勉強会、勉強会といいますか何かよく分かりませんが、いろいろな行事の

ときに押し掛けていって、読んでいただくようなことを考えたほうがいいような気が

します。 

  もちろん、お金を出して買ってもらうことはいいのですが、お金を出さないと読む

方法がないということは、もったいないような気がしますし、コピー代も出せないと
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いうことであれば、ぜひ、これは私の個人的な意見ということでもいいですが、環境

審議会で、せめて環境総務課のコピー代くらい出せるように強い要望があったという

ように、市の財務か市議会か何か分かりませんが、財政部局に言っていただいても構

いません。 

  他の市でも、お金がないので、白黒コピーを職員の方が持って回って、説明会等で

お叱りを頂戴しているということです。お叱りといいますのは、手法ではなく中身に

ついてです。せっかくこれだけ立派なものを作っているのですから、それを行うとい

いと思います。大変もったいない気がします。すみません。話し過ぎました。どうぞ。 

森田委員：よろしいですか。161 ページですが、私は文章よりも現場の問題として、桜

環境センターが平成 27年にオープンしましたといいますが、やはりごみを持っていく

のですから、地域の人にしてみれば迷惑施設という考えがどうしても強いです。しか

し今は機械や設備が良くなったので、もうそういう迷惑施設ではありません、安心で

すということで、レストランや娯楽施設を造りましたけれども、周りは建物と駐車場

だけで、何もありません。 

  そうではなくて、安心なのですから、皆さんが普段来て遊べる憩いの場ですという

感じで、できたら周りにはイベント等を開催できる広い公園ができる等、皆さんに理

解してもらうためには、ぜひともそういう箱物だけではなくて、本当に皆さんが普段

集まれる場所、ここへ行ったら安心してまたゆっくり遊べる、そういう場所もつくっ

てほしいという感じがします。 

作山委員：私も全く同意見です。これはプラント系やこういう所が設計してしまいます

と、こういようになってしまいます。これはショッピングセンターですというように、

周りに緑はありません。 

西山委員：そうですよね。 

作山委員：もう少し潤いがあるような環境をつくってほしいと思います。あれは機能は

素晴らしいと思います。 

西山委員：はい。確かにそうです。 

作山委員：あの写真を見て、自慢をされても、うーっとなります。何かぜひ。 

安部委員：写真が悪いことと説明が悪いことの両方があると思います。写真も施設紹介

にしかなっていません。イベントの様子や利用の様子の写真、せっかくビオトープも
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あるのに、ビオトープの写真もありません。 

作山委員：あるのですか。 

安部委員：入れていただけるといいと思います。 

安部委員：先ほどの会長のお話に私も賛成です。前にも言った気がしますが、やはりこ

れを読む会のようなものを行わないと、読む人はいないと思います。配るという意味

でいいますと、ホームページでダウンロードするということは、やはり若干面倒くさ

いです。パソコンを使っていないと読めないということもあります。 

  東京都の『東京防災』という防災のハンドブックは都民全員に配ったものですが、

あれは Amazon のキンドルで無料でダウンロードできます。そういうような方法等で、

もう少し手軽に入手できる方法もあるのではないかと思います。配布方法としまして、

もっとたくさん選択肢を増やせればということが 1点です。 

  それから読む会議、読んで理解するというところです。そういう視点を持つ人をも

っと増やさないことには、環境の対策は広まっていかないと思います。そういう意味

でも、せっかく作ったものを生かさなければもったいないですから、それはぜひ行っ

ていただければと思います。行っていただければと丸投げするわけではなくて、環境

審議会としても、何かできることを実施できればいいと思います。ぜひ検討いただけ

ればと思います。 

松村会長：安部委員が言われていますが、何となくできそうなもくろみがつきましたら、

安部委員とご相談して、ぜひご尽力いただければと思います。 

  それから、やや話が戻りますが、先ほど川島委員がおっしゃったように、例えば先

ほどのような話は、やはり川島委員でないと説得力がありません。次回、何かを行う

ときに、川島委員にご相談をして、例えば講師なり何なりもお願いをする等、いろい

ろ何度も言いますが、言われっぱなしではあれでしょうから、日頃からお知恵を使え

る機会があれば、ぜひお願いをされればいいと思います。 

  川島委員が言われるとおり、ついこの間の私たちの講義でも、清掃工場を別の所を

見に行きました。そこで終わってしまいます。最後のリサイクルが回らずに、ここか

らここまでで終わってしまいます。それもご指摘のとおりです。ですから、やはりそ

ういうことはよくご存じの方からお話を頂戴することが一番という意味です。 

  例によって、また話し過ぎて時間がほとんどなくなりましたが、大体、一通りご発

言はいただけましたでしょうか。最後に、帰る前にどうしてもこれは言いたいという

ことがありましたら、頂戴しますが、よろしいでしょうか。 

  では、この後、もう既にお話がありましたが、議論は勝手ながら私の例によって不
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手際で、言い足りないことがあると思いますが、一応、これで議論が出尽くしたとい

うことです。この後は、どのようにフォローアップといいますか、行えばいいですか。

一応、ここでいったん質疑を切らせていただいて、事務局のほうからご指示があれば、

それで終わりにしたいと思います。 

３．閉会 

事務局：ご審議のほう、ありがとうございました。この後の予定ですが、最初に説明い

たしましたように、お手元にお配りいたしました、平成 28 年版さいたま市環境白書案

に対するご意見・ご要望についてという紙があると思います。白書に対して、今日言

い切れなかったというご意見も多々あるかと思いますので、追加の意見がございまし

たら、この紙に、この紙でなくても、任意用紙で構いませんけれども、11 月 18 日金

曜日までにファックスまたは e メールで提出いただければと思います。11 月 18 日で

す。この紙の一番下にも書いてありますけれども、11 月 18 日までにご提出いただけ

たらと思います。よろしくお願いいたします。 

松村会長：11月 18日はいつですか。来週ですか。再来週ですか。 

小林委員：その後の打ち合わせはどうなのですか。 

松村会長：私の理解では、今日ご意見を頂戴した平成 28年版の白書は、ご意見があれば

18 日に締め切りで頂戴して、取りあえず、それでいったん切れるということです。 

事務局：この白書に関しましては、今日のご意見と、この後、追加でいただいた意見を、

全てというわけにはいかないと思いますが、なるべく反映させられるところを反映し

た上で、今日のものを修正を加えられるところは加えて、作成するという形になりま

す。その発行に関しましては、12月中には作成をいたしまして、後ほど、できたもの

を皆さまにはお送りするというような形になっております。申し訳ありませんが、今

日、いただいたご意見に対して、再度、何か議論の場を持つということはできないと

いう形になりますので、ご理解いただければと思います。 

松村会長：お気付きの点があれば、出し尽くしていただきます。平成 28 年版はこれで終

わりですが、環境白書そのものはこの先も続くわけです。この前、環境審議会ではあ

のような耳障りの良いことを言っていたが、少しも変わっていないではないかという

ことは、また機会があるという理解でいいですよね。 

事務局：はい。 
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松村会長：これをずっと行っていますと、平成 28年版が出ません。平成 28年版は出さ

なければいけません。平成 27 年版について、『所管課へ伝えました』と、割と多く書

いてあります。事務局としては、やれやれというつもりで書いているかもしれません

が、来年また担当される方は、次は所管課におかれては、いや、聞いてどうしたのか

ということを聞かれたときに答えられないと変なので、伝えたので終わりということ

ではありませんので。そちらにおかれましては、いや、所管課からどうしたのか聞か

れたときに、伝えましたというのでは、子どもの使いのようですから。そういうこと

はないと思いますが、ということを、多分、小林委員は気にしているのだと思います。

言いっぱなしで終わりは変ではありませんかということだと思います。 

  今日は、事務局はこのようなところで、よろしいですか。 

事務局：誠にありがとうございました。それでは、今後とも、委員の皆さまにはお世話

になりたいと思いますけれども、今日は以上を持ちまして、さいたま市環境審議会を

終了いたします。委員の皆さまにおかれましては、会議の冒頭、局長のあいさつにも

ありましたけれども、2年間、貴重なご意見を賜りまして、ありがとうございました。

ここでいったん第 6期としての環境審議会の委員の活動は終了となります。任期とし

ては、11 月 20 日までという形になっておりますけれども、このメンバーといいます

か、6 期としての会議のほうは今日で終了という形になりますので、誠にありがとう

ございました。今後、引き続き、皆さまには環境行政に対しまして、ご支援・ご協力

のほうをいただけますようお願い申し上げまして、今日は終わりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

松村会長：どうもありがとうございました。 

(了) 


