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【平成 29 年度 第１回 さいたま市環境審議会】 

日 時 平成 29 年 11月 16 日（木）14時 30 分～16時 5 分 

場 所 さいたま市役所別館 第 6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 

横山 寿世理 委員  川島  誠 委員   小山 妙子 委員 

酒井 辰夫 委員      安部 邦昭 委員   大高 文子 委員   

川池 芽美 委員   國府田 明子 委員   山﨑 蓉子 委員 

金子 賢治 委員    

（事務局） 

環境局   小林局長 

環境共生部 新井部長 

環境創造政策課 小久保課長、川田課長補佐、横山課長補佐、横山主査、

中野主査、池田主査、中園主査、遠藤主事 

欠 席 

（委 員） 

作山  康 委員  森田  博 委員  石川 憲次 委員 

熊谷  明 委員 

１．開会 

（事務局） 

  それでは、みなさま大変お待たせいたしました。時間も過ぎましたので、１人見えて

ないということですけれども、遅れてくるということなので始めさせていただきます。

ただいまから平成 29 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誠に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創造政策課川田と申します。 

  まず、本日の審議会の成立についてご報告させていただきます。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１/2 以上の出席をもって成立

となっています。本日は定数 17 名のうち、遅れる方を含めて 13 名の方に出席いただ

くということで本日の会議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

会にあたり、環境局長の小林よりご挨拶させていただきます。 

（小林環境局長） 

  みなさんこんにちは、環境局長の小林でございます。会員のみなさまには大変お忙し

い中当審議会にご出席賜りまして誠にありがとうございます。また日頃から本市の環
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境行政を始め、市政全般に渡りましてご支援、ご協力を頂いていることにこの場をお借

りいたしまして改めて深く御礼を申し上げます。さて地球温暖化対策は、国、地域を越

えて取り組まなければならない喫緊の課題であり、一昨年に開催されましたＣＯＰ２

１において採択されましたパリ協定が、昨年 11月に異例の早さで発効されるなど、環

境負荷の少ない都市の実現が求められております。 

このような中、国は、脱炭素社会向けて温室効果ガスを 2030 年度までに 2013 年度比

で 26%削減する目標を掲げております。本市といたしましても温室効果ガス排出量を削

減するため、市民、事業者、行政が一体となり、社会経済情勢の変化や技術革新に対応

した先進的な環境施策を展開することで、市民が安全・安心に生活できる低炭素でエネ

ルギーセキュリティの確保できた街づくりを進める必要があります。また、ごみの減量

化、再資源化の推進や、大規模災害時に発生する災害廃棄物の適正かつ迅速な処理の確

保に加え、廃棄物処理施設の安定稼働や計画的な更新・再編など、取り組むべき課題は

数多くございます。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書であります、「平成 29 年版さいたま市環境白書（案）」

についてご審議いただくわけでございますが、委員のみなさまには、幅広い見地から忌

憚のないご意見等をいただければ幸いに存じます。結びになりますが、委員のみなさま

には、ぜひお力沿えをいただきますようお願いいたしますとともに、ご健勝でのご活躍

をご祈念申し上げ、挨拶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） 

ここで、小林環境局長におきましては、次の公務がございますので、会議の途中で中

座させていただきますことをご了承いただきたいと存じます。 

（小林環境局長） 

失礼します。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、机上に配布してございますのは、 

・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 29年版さいたま市環境白書 主な変更点 

・別紙で「平成 29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 

いずれも A4 版 1 枚となっております。 

・平成 29年版さいたま市環境白書 (案)   
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また、平成 29年版さいたま市環境白書（案）につきましては、事前送付をさせてい

ただいており、本日ご持参いただきますようお願いしております。資料に不足はありま

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、松村会長に議事進

行をお願いいたします。 

 （松村会長） 

  年に 1回ですかね。1年ぶりですが、よろしくお願いいたします。早速議事に入りた

いと思います。こちらの審議会は毎回公開ということでございます。今日、傍聴を希望

される方はいらっしゃいますでしょうか。 

（事務局） 

 本日の傍聴希望者はありませんでした。 

（松村会長） 

  残念です。時間がないので、先程ご紹介にありました、会議次第に沿って平成 29 年

版さいたま市環境白書（案）についてご意見を頂戴するということであります。では、

早速、事務局よりご説明をお願いいたします。 

（事務局） 

  事前にお配りしております「平成 29 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 29年版さいたま市環境白書主な変更点」という資料がございます

が、「平成 29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 28 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になります。 

表紙から 1枚おめくりいただき目次をご覧ください。 

  全体の構成ですが、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。 

本編の第 1部では、さいたま市の概況と致しまして、本市のあらましや環境の現況な

どを記載し、第 2 部では、環境基本計画で設定している 5 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を記載しております。 

第 3部では、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

てそれらを基にした総合評価と今後の取組について記載しております。 
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  次の頁に移りまして、資料編では、本市の環境関連条例、行政組織、環境局の事務分

掌、用語解説を掲載しております。 

以上が環境白書の大まかな全体構成になっております。 

続きまして、「平成 29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。 

始めに本編になりますが、P1 から P13 までの第 1 部、さいたま市の概況でございま

す。 

P4 をご覧ください。大気質の環境基準達成状況についてですが、さいたま市では、

市内 15 局で大気汚染の状況を常時監視しております。環境基準の定められている 6物

質のうち、光化学オキシダント、自動車排出ガス測定局の PM2.5 を除き、全局で環境基

準を達成しており、昨年と同様の結果となっております。 

続いて P6をご覧ください。河川水質の環境基準達成状況についてですが、さいたま

市では、市内の主な 5河川について水質の汚濁状況を測定しています。環境基準の定め

られている 4 項目のうち 3 項目について市全体の環境基準達成率は、昨年度を下回り

ましたが、過去 5年で比較するとほぼ横ばいで推移しております。 

続きまして P14 をご覧ください。こちらから第 2 部になり、5 つの基本目標に基づ

く、施策体系に沿って実施した施策などについて、各担当課所に原稿の作成を依頼し、

取りまとめたものになります。 

まず始めに第 2部全体に係る変更点についてご説明をいたします。「主な変更点」の

資料では、1番になります。指標の実績についてですが、昨年までは平成 21年度 の基

準年度から毎年度の実績をすべて掲載しておりましたが、スペースの都合もあります

ので、今年の環境白書からは、基準年度及び目標年度以外では、過去 6年間の実績を掲

載することとしました。あわせて、基準値以外の参考値の表につきましても、過去 6年

間の実績に変更しております。従いまして、今年の環境白書では、平成 22年度の実績

は掲載されないこととなっています。 

続きまして各基本目標の状況について説明いたします。 

初めに P14 から P56 までの基本目標 1 でございます。こちらは他の 4 つの目標の実

現に向けて行動する際の共通の視点として位置付けておりまして、環境教育や環境保

全活動、ライフスタイルの転換、国際協力などに関する実施状況を取りまとめておりま

す。目標指数 11 個のうち 8個が前年度より向上し、5個が年度目標値を達成しました。 

  主な変更点でございますが、P54 をご覧ください。「主な変更点」の資料では 2 番に

なります。上段にございます「「公民＋学」が連携した、まちづくり拠点施設「アーバ

ンデザインセンターみその」の運営」を新たな個別施策として掲載いたしました。本市

美園地区において、市民・行政・民間事業者・専門家など、地区まちづくりに係る多様
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な主体が協働し、各々の活動・事業を活性化するとともに、それらを連携させ、互いに

相乗効果を生み出していくためのまちづくり拠点施設として、平成 27 年 10 月に浦和

美園駅西口に開設しましたので新規で掲載いたしました。 

次に P55 をご覧ください。「主な変更点」の資料では 3番になります。下の表の「JICA

研修生等受入数の推移」でございますが、こちらは昨年までは指標としておりましたが、

平成 27 度で目標年度が経過し、目標を達成したため、指標からは削除し、参考値とし

て掲載することといたしました。 

続きまして P57 をご覧ください。こちらから P96 までは、基本目標 2になります。  

こちらでは生物多様性や自然環境の保全、緑や水辺環境の創造、景観の保全などに関す

る施策の実施状況を取りまとめており、目標指数 11 個のうち 7個が前年度より向上し、

6個が年度目標値を達成しました。 

  P62 をご覧ください。エコ・ラムとして、みぬま見聞館での出来事を掲載している「み

ぬま見聞館だより」について紹介しています。「みぬま見聞館だより」では、自然庭園

での生きもの物観察の情報などを掲載しておりますので多くの方にご覧いただき、自

然に興味を持っていただくきっかけになればと思い、ここで紹介させていただきまし

た。 

続きまして、P97 をご覧ください。こちらから P126 までは基本目標 3 になります。

こちらでは、地球温暖化対策及び地球環境保全の推進に関する施策の実施状況を取り

まとめており、目標指数 5個のうち 4個が前年度より向上し、2個が年度目標値を達成

しました。

 P98 をご覧ください。「主な変更点」の資料では、4番になります。指標である温室効

果ガス 1 人あたり排出量と温室効果ガス総排出量についてですが、温室効果ガス排出

量推計の基礎となる国の統計資料が過去に遡って改訂されたことに伴い、本市の温室

効果ガス推計も過去に遡って再推計を行ったため、こちらの指標の実績についても過

去に遡って修正し、目標値も変更しております。 

続きまして P127 をご覧ください。こちらから P156 までは、基本目標 4になります。

こちらでは、大気、水質、土壌、地盤、及び生活環境の保全、化学物質対策の推進に関

する施策の実施状況を取りまとめており、目標指数 16 個のうち 15 個が前年度より向

上し、14個が年度目標値を達成しました。 

主な変更点でございますが、P130 ご覧ください。「主な変更点」の資料では 7番にな

ります。上段にございます「さいたま市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金」

を新たな個別施策として掲載いたしました。既存建築物に使用されている吹付けアス

ベスト等の分析調査、及び除去工事等を行う場合、一定の要件を満たすものに費用の一

部を補助する制度になりますが、環境基本計画の施策体系に関連する事業として今回

から掲載いたしました。 

  続きまして、P139 をご覧ください。「主な変更点」の資料では、9番になります。「水
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生生物調査」を新たな個別施策として掲載いたしました。平成 17 年度から鴨川、芝川、

綾瀬川、元荒川において水生生物等の調査を実施しておりますが、平成 29年 3 月に「水

環境プラン」の第 2次改訂を行ったことに伴い、環境白書にも今回から掲載いたしまし

た。 

続きまして P157 をご覧ください。こちら P179 までは基本目標 5 になります。こち

らでは、一般廃棄物及び産業廃棄物対策の推進に関する施策の実施状況を取りまとめ

ており、目標指数 4個のうち 3個が前年度より向上し、3個が年度目標値を達成しまし

た。 

P172 をご覧ください。「エコ・ラム７、「外国語版ごみ分別アプリ」の配信を開始し

ました」になります。平成 27 年 8 月から無料で配信しているごみ分別アプリの説明

と、平成 28 年 12 月から外国語版の配信を開始しましたので、それを紹介するコラム

となります。 

続きまして、第 3部についてご説明いたします。P180 をご覧ください。 

こちらのページから次の P181 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

したものになります。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

「○」と評価されたものが全部で 35 個であったのに対し、今年は 37 個と増加してお

ります。また、対年度目標値比につきましても「○」と評価されたものが昨年は 27個

であったのに対し、今回は 30個と増加しております。 

次の、P182 は、環境基本計画の指標の見直しの経過を把握していただけるよう一覧

としてまとめているものでございます。今年度見直しをおこないました指標は、4 個、

削除となりました指標は 1 個ございました。削除となりました指標は、基本目標 1 で

ご説明しました「JICA 研修生等受入数」になります。その他の見直しは、他の計画と

整合させたためや、国の資料にあわせたための見直しとなっております。 

続きまして P185 以降ですが、市民 1,000 人を対象に行ったアンケートの結果になり

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、これまで

と同等の結果となっております。問 2、「望ましい環境像の実現に近づいているか」と

いう設問につきましては、「順調」、「まあまあ順調」の合計が昨年より 2.1％減少して

おり、「あまり近づいていない」、「近づいていない」の合計が 5.4％増加しております。

問 3、「それぞれの施策への関心度」につきましては、すべての施策で昨年度とほぼ同

様の結果となりました。続きまして、問 4、「生物多様性の認知度」につきましては、昨

年度よりも増加し、「言葉の意味を知っている」が、5.8％増加し、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 0.2％減少しました。 

次の P188～P191 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組としてまとめております。 

以上が本編の内容となりまして、次のページからは、資料編になります。なお、表紙

につきましては、現在作成中でございますが、今年も本市で例年実施しております「環
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境保全標語・ポスター作品コンクール」の特選作品を掲載したいと考えております。 

お時間の都合上、すべてをご説明することはできませんが、そのほかの主な変更点に

ついては、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。 

最後に今後のスケジュールでございますが、本日の審議会でいただきました環境白

書に係るご意見については、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、

みな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。 

また、環境白書の修正に係るご意見とは別に、施策の実施状況等に対していただきま

したご意見につきましては、今回から、各担当課へご意見を伝えるとともに、ご意見に

対する各担当課の所見をとりまとめまして、今年度中に委員の皆さまへお送りしたい

と考えております。 

説明は、以上でございます。ご審議の程よろしくお願い致します。 

（松村会長） 

  ありがとうございます。だいぶ、厚い資料ですね。 

今ご説明いただきましたが、ご意見、または質問など事務局がわかるようにページ数

を冒頭に言っていただければと思います。 

（國府田委員） 

  質問があります。表の対年度比、対年度目標値比ですが、説明の方が反対になってい

るのはどうしてですか。 

（事務局） 

何ページあたりですか。 

（國府田委員） 

前ページになるのですが、ページ数は書いていないようです。   

(松村会長) 

 事務局はわかりますか。ご質問の趣旨を取りかねているのですが。 

（國府田委員） 

  表紙含め 3枚目になります(5)(6)に説明が書かれているのですが、表では反対です。 

（事務局） 
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説明は(5)対年度目標値比の評価、(6)対前年度比の評価の順番になっていますが、本

文中の表だと、上が(6)対前年度比の評価で、下が(5)対年度目標値比の評価となってい

ます。わかりづらいと感じますので検討して修正させていただきます。 

（國府田委員） 

  平成 22 年度がほとんど抜けていようですが、災害のために調査されてらっしゃらな

いと思うのですが、そのことについても一言加えていただければと思います。 

  ほとんどの表が平成 21 年度の後に平成 22 年度が抜けて平成 23 年度になって、基

準が平成 21 年度になっています。 

（事務局） 

  こちらに関しましては、「主な変更点」の資料の 1番になりまして、今まで平成 21年

度の基準年度から当該年度までの実績と目標値を掲載させていただいたのですが、ス

ペースの都合などもありまして、今年度からは基準目標である平成 21 年度と目標年度、

あとは今年度分を含めまして 6年間の実績ということで変更させていただいきました。 

（國府田委員） 

  普通に読む人がわからないので、掲載すればよろしいのではないでしょうか。 

（事務局） 

掲載について検討させていただきます。 

（松村会長） 

  主な変更点と書いてありますが、基準年について白書に何も記載がないと、これを理

解する時にわからないときがあるので、これまでの経過ではなくて、これを初めて読む

方の理解を助けるために、言葉を補うことをご検討くださいというご指摘だと思いま

す。私もその通りだと思うので、もう一度ご覧いただいてご検討ください。 

  最初のご指摘は私も理解が届かなくて失礼しました。全体の表現が揃っているかど

うか、コメントに対する対応のチェックをされるのでしょうから、念のためご確認くだ

さい。そして必要があれば修正をしてください。 

 他にいかがでしょうか。 

（金子委員） 

  P180 です。総括の評価経過の欄を見ますと、表 3-1 の環境教育の推進、こどもエコ

クラブの右側が「△Ｘ」になっています。それからその下の、P57 の生物多様性・自然

環境保全が、「ＸＸ」になっています。そのほかの総括の評価を見ると大体「○」か「△」
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になっています。P15 を見ますと、左側の P14 の折れ線グラフと、P15 の表の両方を見

ると、△というのは最終目標を達成できていないということですよね。 

白書で目立ったのですが、子どもたちのエコの問題、環境は、非常に大事なのかなと

認識をもったものですから、その中で P15 の下にあります実施状況欄を読みますと、平

成 29年度はさいたま市立小中学校全校とあります。私立の小中学校の呼びかけはどう

なっているのでしょうか。疑問に感じているので、もう少し、「Ｘ」が「△」や「○」

になるのかなと感じたものですから、私立の小中学校を加えるのは可能なのか、そして

やっているのかなどご説明いただきたいと思います。 

  それから P57 ですが、生物多様性、自然環境の平成 28年度の「××」が特に目立ち

ますが、白書ですから統計ですのでやむを得ないと思いますが、改善するところがある

のかなど、ご確認いただければよろしいかなと思います。以上です。 

（事務局） 

まず指標のところですが、毎年同じようなご意見をいただきます。目標と実績がかな

り離れているものがありまして、それが、市の施策の指標として適当なのかというご意

見も毎年いただいており、そういう指標につきましては現実的な指標に見直しをする

ということで、他の施策も含めまして進めております。 

特にこどもエコクラブにつきましては、以前は環境省が実施しており、国の外郭団体

に移行された実態があるのですが、地方自治体は地方事務局という役割がございまし

て、市の事業と地方事務局という役割の関わりが薄くなってきているので、こどもエコ

クラブの登録団体数を指標にしていくのが適切かどうかについても含めこれから検討

が必要かと思っております。 

このことにつきましては総合振興計画の見直しに合わせまして、環境教育の指標を

どうするかという検討も行っております。 

  たとえば、こどもエコ検定といった市の事業として関わりの深いところに置き換え

られるようであれば、そちらを適切な指標として今後検討していくべきと考えている

ところでございます。 

  Ｐ15 のことですが、教育委員会の事業ですので、はっきりしたことは申し上げられ

ませんが、これは、市立の教育委員会でやっていることですのでさいたま市立の小中学

校に限定した話と考えております。現時点では、他の私立の小中学校への働きかけは行

っていないと考えております。 

それから P57 の生物多様性の認知度につきましては、確かに目標とかなり乖離があ

りますが、現在の環境基本計画の中で認知度をあげるために、把握をしていくこととな

っておりますので、認知度につきましては、継続して指標とさせていただきますが、実

際の目標と離れている部分については、まだ市の努力が足りない部分でございますの

で、子どもたち向けの検定など、生物多様性の啓発的な部分の問題点につきましては今
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後も啓発に務めていきたいと考えております。 

（会長） 

  他にはいかがでしょうか。 

（小山委員） 

  1,000 人の市民アンケートを WEB でなさっているのですが、これは 100％回答率で

1,000 人とされているのですか。1，000 人にやった場合、回答率がどのくらいあったの

ですか。もしくは 1,000 人で打ち切ったのですか。 

（事務局） 

  回答数が 1,000 人に達した段階で切っています。 

（小山委員） 

目標値の話が出たのですが、P29 のホームページのアクセス数は、目標値を越えてい

ます。平成 21 年度当初と現在では情報システムの環境が全く変わっていると思うので

すが、それなのに目標値の設定は 3,000 でいいのですか。平成 28 年度は 4,000 近くき

ています。達成したからいいということではなくて、新たにプラス達成の目標値の見直

しをすべきではないかと思います。 

全体の話になると、項目が現況と課題になっているのですが、書かれる課によっては、

課題ではなくて、今後の展望だけを書かれて、課題は白紙のままの部署もあるようです。

これは課題という表題でいいのかと感じるところがあります。課題だけを書いていた

り、今後の展望を書いていたり、課題と今後の展望の両方を書いていたり、部署によっ

てとらえ方が変わっているような気がするので、項目の書き方については、そろえた方

がよろしいかなと思いました。 

（事務局） 

毎年同じようなご意見をいただいておりまして、作成する際に、所管課への依頼の中

にそのような内容を含めて投げかけてはいるのですが、改善されていない部分もあり

ますので、引き続き作成していく中で改善を行うように努めてまいりたいと思います。 

（松村会長） 

私は、個人的には、課題という言い方でいいのかと思います。「・・・する必要があ

ります。」と担当課が書くのは、他人事にように見えます。市民の方が、市内の環境が

どういう状況でどんな取り組みに進んでいるのかというのをまとめて見るのは白書し

かないので、その時に担当課の文章が「・・やる必要があります。」では。私もやらな
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ければいけなかったのですが、1 年後に、「必要があります」と言ったので、きちんと

やったのかという実施状況をチェックする必要がありますよね。財政的な措置が必要

だとか、いろいろな制約があると思うので、綺麗にやりますと言えないのはわかるので

すが、制約があるにしても施策の方向を書くようにしていかれた方がいいのではない

かと思います。他の課にお願いするとかももちろんそうですが、環境創造政策課、ご自

身のご担当の表現ぶりがどうなっているかを確認いただいて、綺麗に書けるところと

いろいろな制約条件があって書けないというのがあるとは思いますが、それをわかっ

た上で書き分けをすれば良いと思います。

他にご意見がありますか。 

（横山委員） 

  2 年目なのでまだ方向性がわかっていないところがあり申し訳ないのですが、私的に

今回非常に勉強になりました。先行してご発言なさった方と同じところで引っかかっ

ておりまして、会長からもお話が出ましたが、WEB のアンケート回答数を 1,000 人で切

るというやり方が作為的に見えてしまう可能性があるので、継続してやられているの

で変更ができないとは思いますが、それを指標として掲げていくのはなかなか厳しい

ところもあるかなと思ったので、アンケートの概要やどういう風に対象者を集めたな

どが書かれていないので、心配かなと思いました。 

課題の書き方のところも、私も同じように感じたのですが、P157 を良い例として挙

げさせていただきたいのですけれども、基本目標 5 のごみを減量しという表 2-5-1 の

内容ですが、市民一人一日当たりごみの排出量の推移が減っているということで「○」

になっている。そのあとの課題のところで考察がしっかり入っていて、下から 3行目で

すが「もえるごみ」に含まれがちな資源物の分別徹底があったからというようなことを、

踏み込んで書かれていて、こういうことが書けないところがあるというのは今よく理

解しましたが、これは素晴らしいところであると感じました。 

（松村会長） 

  まだまだ時間がありますので忌憚のない意見をどうぞ。 

（横山委員） 

  では、担当課によってちょっとムラがあるかなと思うところはあります。 

（松村会長） 

  おっしゃるとおり。個性がでている。 

（國府田委員） 
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  P55 ですけれども、対年度目標値比について、すべてのページも同じなのですが、基

準年度に対して対年度目標値比なのでしょうか、それとも前年度比なのでしょうか。下

の方が全部「○」になっているのは、目標値比になったからということでしょうか。上

は「×」とかありますが。全部の表がそうなのですけれども、わかりづらいなというの

があります。 

それともその年度によって目標値比というのは設定しているのですか。 

（事務局） 

  前年比というのは、前の年よりよくなっているか悪くなっているかで「○」か「×」

かというところになっています。 

  この表に限っていいますと、目標自体が、「継続する」という目標になっているので、

やっていれば「○」です。他の指標では、例えば基準年度の数値を目標年度まで向上さ

せていくっていうような目標になったりすると、年度、年度にその直線状に結んだとこ

ろの数値がありますので、それが年度の目標になっているパターンが多いです。その目

標をクリアしているかどうかが通常ですと年度目標値比に当てはまるので、この表は

指標としては特殊な例ではあります。 

（松村会長） 

  読み方は、表 2-1-9 だと上から行くと平成 21年度は 63人受け入れて、翌平成 23年

度が 98 人で 63から 98に増えるから対前年度が「○」ということですか。 

（事務局） 

そうです。 

（松村会長） 

次は平成 23 年度から平成 24年度が 98 人から 61人になっているから「Ｘ」。だけど、

もともとの目標が０じゃなければよいということだからずっと「○」になっているとい

うことですね。 

（事務局） 

特殊な指標になっていまして、海外から申し込みを受け入れる数っていうのは申し

込みをされる人数による部分がございますので、とりあえず事業としては継続してい

こうっていうところが目標になっています。 

（川合副会長） 

  そのこと自体に注意書きを入れる必要はないですか。表の下が対年度目標値と書か
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れてしまっていて全部「○」なので混乱するので。 

（事務局） 

確かに深読みしないと意味が分からないところはございます。 

（川合副会長） 

  継続していれば「○」というのはどこにも書かれていない。継続していることを評価

して「○」とします、みたいな注意書きを入れると意味は通じるような気がします。 

（松村会長） 

  わかりにくいということはないが、対前年度比というと割合をイメージしてしまう

が、ここで言っている対前年度比は、前の年の数値と比べてそれを上回っていれば「○」

という意味の対前年度比なのですね。対前年度の評価の、比がついていると割合みたい

な意味に思ってしまいます。 

（事務局） 

確かに一般には比率ですね。 

（松村会長） 

  スペースの制約もあるでしょうが、わかりにくいところは言葉を補って、可能な範囲

でわかりやすい白書にして頂ければと思います。 

（川合副会長） 

  毎年出ているお話だと思いますが、これだけの資料を用意されているので見やすい

ようにした方が良いなと思います。P113 ですが、カラーのものを担当課から出されて

いるのが白黒になって見づらくなっていてもったいないなと思います。P119 は、元は

小さいのを綺麗に作り直したのかなと思いつつ、色の付け方がやっぱり白黒向きでは

ないので、どこが何だかわからないので非常にもったいないなと思います。来年以降に

なるのかもしれませんが、白黒でやっていくのであれば、それを前提とした図表にする

など心掛けた方がいいのかなと思いました。 

  あともう一件、私が理系だからというわけではないのですが、P155 の下のグラフな

のですが、横の軸が非常に気になっていまして、0、50、100、150、次が 1,000 に飛ん

でいるので、グラフの一般的な書き方としては、省略のマークを入れた方が正確かなと

思います。小中高生が見るかもしれませんので。 

  最後の市民アンケートで P185、186、187。P185 だと「3」のところに線が入っていて、

そこが中心でそれよりも劣っているとかがわかるのですが、P186、P187 の方になると
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表の「4」に線を引かれているのですが、「3」が中央なので、中心よりは右にいってい

るということになるのですが、「4」のところに線が入っている意味はなんでしょうか。 

（事務局） 

  おそらくなのですが、「3」の線よりグラフが上に来ているので、「2」「3」のグラフの

下に線は引いてあるが、見えなくなってしまっています。見やすい形に修正するよう考

えます。 

（川合副会長） 

「3」が中心だからといって引いているというわけではないのですね。 

  先程の先生のご指摘で、WEB アンケートで回答数が 1，000 人までで切っているとい

うのが、アンケートに答える意思のある方 1,000 人の結果だから、本当のところはもっ

と関心が低いかもしれないということですよね。 

（横山委員） 

そういう風に邪推してしまうので書き方の問題かもしれないですが工夫がいるかな

と思います。 

（川合副会長） 

1,000 人迄で切っているアンケートなので、もともと答える意識のある、意識の高い

方の結果になってしまっている可能性があるというのは危惧します。 

（事務局） 

  リサーチ会社などに、環境に問わず、アンケートに回答するという登録をされている

方々にアンケートをして、いただいた回答の集計になっています。環境に関心が高いか

どうかはわからないですが、アンケートに対する回答をしようという意識の高い方が

多いと思われます。 

（会長） 

もちろん市内の方ですよね。 

（事務局） 

市内の方です。 

（横山委員） 

白書に市民アンケートを乗せるときはどこに委託したなどが書かれるような気がし
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ます。リサーチ会社に委託をして、どのように行ったなど。 

ひょっとしたら他のアンケートと一緒に取られている可能性があります。全然関係

ない消費者動向などとセットで尋ねられている可能性があります。 

（事務局） 

そこまで制限はしていないので、実際はわからないです。 

（川合副会長） 

  お話を伺って、環境に関心の高い方ではなかったというのはわかったのですが、それ

を聞かないと環境に意識の高い方へのアンケートなのかなと思います。 

（安部委員） 

このアンケートに答えた方の居住区、性別、年齢もあるということなので、このアン

ケート結果を施策に生かすって意味だと、本来的にはクロス集計して年齢層別に認知

度はどうなっているのかなども本当は見られたらいいのかなと思います。 

（事務局） 

 アンケート結果としては出ているのですが、紙面の都合があるので、掲載はしていま

せん。 

（安部倍委員） 

  それを紙面に載せる云々より、これを生かすっていうところで、例えば各所管課で関

連するところについて随時見られるようにするというのもあってもいいのかなと思い

ます。クロス集計をすると複雑になるので、紙面に載せないのはわかります。あるいは

大学生に分析してもらうように、元データを学生さんや研究室に貸して分析してもら

うというようなこともあってもいいのかなとも思います。 

（松村会長） 

  他には、いかがでしょうか。 

  アンケートのところで、指標による評価結果とは、例えば P188、8，2，4 とか 5，4，

2とか書いてあるが、これはどういうことですか。 

（事務局） 

  左側の部分ですね。これはあくまでも先ほどの指標の集計結果、個数です。右側は市

民アンケートです。 
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（松村会長） 

例えばこの P188 の図 3-6 というのはさっき話題になった、1,000 人の、「3」の線が

見えないグラフを折れ線グラフにしているのですか。 

 （事務局） 

   そうです。 

（國府田委員） 

  P69 の対年度目標値比が、上が「○」なのに、下「△」があるのがどうしてかわから

ないのですが、789 を基準として、それより上であれば「○」、ということではないの

ですね。 

（事務局） 

  計算方法は指標によって異なる場合があるのですが、一般的な考え方としますと、平

成 21 年度が 789 だとすると、平成 29 年度までに 868 にもっていきたいという目標に

なっています。右上のグラフをみていただくとわかると思うのですが、グラフは右上が

りの直線になっていまして、右上がりの直線の数値が間の年度の目標になっています。

たとえば平成 27 年度は、年度の目標より下回っているので「△」。但し、前年度よりは

向上しているので前年度比では「○」になっています。 

（國府田委員） 

  ということは平成 25年度、平成 27年度を比べ、平成 25年度が 832 で「○」という

ことは、徐々にあがっているから「○」ということですね。 

（事務局） 

平成 25 年度につきましては年度の目標としては 832 より下だったということです。

計算で出していかないと、年度、年度の目標がいくつかはわからないです。客観的には

上のグラフで見られることですが、正確に数字としては計算で出しています。 

（國府田委員） 

アプローチですけど、目標値に達しなかった場合は、毎年何かしらアプローチを計画

してもダメってことですね。 

（事務局） 

基本的には、改善するためになにかしても、実施した内容では、そこまで達成しなか

ったということです。 
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（國府田委員） 

それでまた次の年に、違う計画で違うアプローチの仕方をすることはできないので

すか。 

（事務局） 

  それが理想的な PDCA になると思います。 

（國府田委員） 

  それをしないとずっと「△」が続いてしまいます。 

（金子委員） 

  評価の考え方を見させていただいて、対前年度比の評価の○△×が前年度より良い、

変わらない、悪化しているという解説はわかりました。P69 を全く素人が見ますと、平

成 21年度の 789 が対前年度比の基準年度、下の目標数値比が同じように 789 が基準年

度なのですね。前年度比と平成 23年度だと、808 から上がるけど「○」「○」「○」、平

成 28年度は 866。 

ところが年度目標値比数、基準が平成 21 年度で、これを基準にやっていけばみんな

「○」になると思うのですが、そこの解説がありません。指標を設けたその上で基準に

対して上がっているか下がっているか。上みたいに前年度比は前年度比と。それがいい

のかなと思います。 

素人で恥ずかしい質問ですけれど、みんな誤解をしているのかわかりにくいのかな

と思い、独り言ですが提案です。 

（事務局） 

  最初の方の評価の考え方というところに評価方法は継続して書いているところです

が、そのあたりの説明の中でもう少しわかりやすくなるよう検討させていただきます。 

（松村会長） 

そういうことでよろしいでしょうか。要するに、目標値というのが 2つあって、基本

計画で定めている長期の目標値というのがこの表でいうと右肩に書いてあって、それ

以外に年度ごとの評価をするために、それぞれの課がプロットしたりして年度目標っ

ていうのを別においているということですか。 

（事務局） 

  計画上決まっているものもあります。基本的この基本計画に載せているものは、環境
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基本企画を作成時に目標を決めています。 

（松村会長） 

  毎年度ですか。 

（事務局） 

基本的には目標年度です。 

（松村会長） 

  ほかの人も聞いているのは、計画終了年にこれを目標にしますというのはわかりま

すが、その途中の年度ごとの評価の時の目標値っていう言葉の意味がよくわからない

と申し上げています。 

私が質問しているのは、計画によって最終年度の目標プラス年度ごとに中間目標を

置いてある場合もあれば、中間目標を置いていないので、順調にいった場合を右肩上が

りの図に書いて、その数値を基本計画に定められた年度計画ではないけれども、年度評

価をする際に使う年度目標値といっているのですか、と伺っています。 

（事務局） 

  そうです。 

（松村会長） 

そうしたらそれをここに書けばよいです。 

  年度目標値についても 2 種類あるのかもしれませんが、評価を出すために過去の計

画や趨勢から目標を設けている場合もあると書けばよいと思います。3枚目の評価の説

明でいっている年度目標値というのが、私の理解は繰り返しになるが 2種類あって、計

画上定められた年度目標値と、評価のためにいい意味で便宜的に年度目標値を設けて

いる場合の 2つあるのではないかなと思います。 

さっきの説明でよくわかりました。趨勢から大体あっているので「△」というのはあ

あそうかと思います。私が勘違いしているのかもしれませんが、ご検討いただけたらと

思います。 

（事務局） 

評価の説明の（4）にその辺の説明は書いてあるのですが、説明の書き方も含めて検

討させていただきたいと思います。 

（酒井委員） 
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毎年の目標値がないからわからない。 

（松村会長） 

 数字を出せばよい。 

（酒井委員） 

その年の目標値を出して、実態がどうかという評価だから数値を表した方がよい。 

（事務局） 

 表すというのが適当かどうかも含めて、検討していきたいと思います。  

（酒井委員） 

前年比が前年から伸びていると全部「○」になってしまうので、それがどれだけ意味

があるのかということになります。 

少しでも増えてればみんな「○」になってしまうので、そこでうまく進んでないのが

隠れてしまいます。 

  最終的に目標値比からかなりかけ離れていても前年度から延びていれば「○」になっ

てしまうので、下は全部「△」だけど上は全部「○」かもわからない。 

（安部委員）  

極端な話、初年度に全ての目標を達成してしまったら、そのあとは１個でも減ったら

全部「Ｘ」になってしまうのは、見え方と実態が異なります。 

わかりやすくしようとしてこうなったのかもしれませんが、改めて見てみると「○」

というよりもどう挙げるとかのほうがい良いのかもしれません。 

（松村会長） 

  ご説明の通り(4)に書いてありますね。 

だけど(5)を読んだときに(4)がどうか浮かばないですね。 

（事務局） 

  ここの書き方も含めて今ご意見いただきましたので、もう少しわかりやすくできる

か検討させていただきます。 

（松村会長） 

  わかりやすくできているのですが。確かに(4)に書いてありますね。 
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（事務局） 

話のご説明としてはここに書いてあるのですが、これだけだとわかりづらいので検

討します。

 （松村会長） 

   (4)はいいですが、(5)の評価が分かりづらいような気もします。 

（事務局） 

  今年度に反映できるのか来年度以降になるのかも含めまして検討します。 

（川池委員） 

  Ｐ69 でいえば、表の 2-2-4 の、一番下の対前年度目標値の「△」の下に 809 や 810

を（）付で入れてくれれば「△」なんだな・・・という理解ができると思うのですが数

値を記載するのは憚れるのですか。 

（事務局） 

  確かに比較の数字がないとわかりづらいので、憚れるのかどうかも一概に言えない

部分がありますので、それを出すのが適当かどうかも含めまして検討させていただき

ます。 

（松村会長） 

今の発言についてまとめていいますと、年度ごとの目標数値が計画に示されていな

いものもあるが、年度評価をしなくていけない。例えば、さっき言ったように数値を入

れるなど、年度評価がよりわかりやすくなるような方法がないかと注文がありました。

関係課全課に声をかけていただいて、来年度以降さらに良いものにしていただければ

と思います。もちろんスペースがないのに書けとみなさん言っているわけではないし、

それはそれでご事情があるのかもしれませんが。 

ひとあたりご覧いただいて、ご発言まだの方、いかがでしょうか。 

（川池委員） 

  冒頭のご挨拶のところで白書に直接かかわらないけれども、各担当課に意見を伝え

てくださるということがあったので、ちょっと 2 点ほどお伝えしたいことがあるので

すが。 

1 点目は、前回の審議会でも発言させていただきましたが、生物多様性地域戦略をい

よいよ作ったらどうかというのを改めて担当課にお伝えいただきたい。 

あと疑問があって、白書の中身がどうこうということではないのですが、Ｐ91、Ｐ92
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に該当するのですが、おそらく、農的環境や景観としてそれを維持するためにという意

味合いだと思うのですが、農業の基盤整備を推進するというようなことが書かれてい

るのですが、書かれているように、基盤整備したら、もしかしたら担い手が見込めるか

もしれないという思いで書かれているのだと思いますが、さいたま市は、ほとんど基盤

整理が終わっているし、土地改良区もたくさん解散していると思うのですが、基盤整備

は本当にやれるのかな、と思うのが一つ。 

また、田園的環境を維持するために基盤整備というのが、さいたま市として本当に向

いているのかなというのが、その辺方針についてどう考えていらっしゃるのかをお伺

いしたいなと思いました。 

（事務局） 

そこは、各課に確認します。 

（西山委員） 

  白書全体から受ける印象として、非常にメッセージ性に乏しくプレーンな印象です。

白書ということでそういう性質を帯びるのはしょうがないとは思うのですが、データ

集ですから。しかしもう少しメッセージが欲しいと感じます。今日の会議の冒頭に局長

が、パリ協定の話をされました。これは、ここ 1、2年の環境関係で最も大きなイベン

トだったと思うのですが、それに関する記載が一切ありません。実際、2005 年 11 月に

締結されて、異例の早さで、実行されたということですけども、そういうことを市民の

方はニュースですごく聞いたけど、あまり理解できていません。もし、こういう環境白

書にそういうメッセージがあれば、いろんなことがわかりやすいかなと思うのですね。

巻末の用語集を見てもパリ協定とか COP とかそういう説明が一切ありません。環境白

書を手にしたときにそういう情報が触れられる工夫をしてはどうでしょうか。 

（事務局） 

  パリ協定につきましては、昨年のエコ・ラムに入れておりました。冒頭にこれから市

長挨拶を入れますので、そのなかで触れていくとか、エコ・ラムの中で触れていくこと

になると思います。 

（西山委員） 

  先日、たまたま、文科省の環境情勢に関する会議に参加したのですが、その冒頭で全

く同じ表現が出てきました。 

科学技術政策は、パリ協定で温室効果ガス 2030 年度に 26％削減、それに関連して環

境汚染に対しては年間 1,000 億円を計上する、今日の話と全く一緒です。それほど関心

が集まっているので解説をした方がよいと思います。 
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（松村会長） 

  西山委員のおっしゃるのは、本当にそうだと思います。白書というと総論部分がある

と思います。テーマがあって、パリ協定のお話がありましたけれども、遠い目標として

は、市の環境局としてそういうところに力を入れていきたい、それが、地球環境になる

かもしれないし、地域の問題かもしれないし、そういうのが、市長さんの挨拶とかを読

んだときに、市民がわかるように、ぜひ、ご検討をいただきたい。他にはいかがでしょ

うか。 

（川島委員） 

  P178 上の産業廃棄物の適正処理ということで産廃指導課さんは、積極的に動いて指

導育成をしていらっしゃいます。この前テレビのニュースで、立ち入りできない場合、

ドローンを活用する方法があると言っていました。空からの監視というのもやり始め

ていて、上空 120m まであがっていくと塀が高くて中が見られないのでも、上から見る

ことによって、異物を扱っているかどうかをみられる。そういう意味では、空からの監

視を含めてとか遠慮なく記載してもいいのなかと思います。 

（会長） 

  今もやっているのですか。 

（事務局） 

  やり始めたところです。 

（会長） 

  せっかくやり始めたのなら書かれた方がよいのではないですか。 

（事務局） 

白書は平成 28 年度の内容になっていますので、平成 29 年度から開始していること

になりますと、来年度の白書に載ることになると思いますので、どこまで載せられるか

確認します。 

（國府田委員） 

  すみません、何度も申し訳ないですが、理解が深まらなくて。P73 ですが、道路街路

樹の整備なのですが、街路樹の整備というのは、もともと道路があったところに樹を植

えてきたということでしょうか。それとも普通の民家とかを道路にして樹を植えてい

った、ということなのか。これは樹を植えていったという管理状況で、街路樹を伐採し
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ていっているというところもあると思いますが。 

  管理ということなので、伐採もそうですし、それを入れた上でこの件数でしょうか。 

 管理ですから全体を含めたものだと考えているのですが。 

（事務局） 

  この数字が伐採を含めてプラスマイナスしたものなのか、新たに整備したものなの

か、確認してみます。 

（國府田委員） 

  道路にあったところに植えていったのか。 

平成 23 年度～平成 26 年度の数値が毎年同じとなっています。 

（事務局） 

  恐らく、管理している全体の数値があると思うのですが、そこは確認させていただき

たいと思います。 

（國府田委員） 

 申し訳ないです。伐採も書いていないので。 

（松村会長） 

  確かに委員がおっしゃる通り、数値が一緒だから、管理状況の推移じゃなくて本数か

もしれないし、いずれにしてもご確認ください。主旨が、実際の剪定や管理状況がわか

るように、あるいは別の主旨であれば、それに合うような見出しにしていただいて、そ

ういう要望がありましたと伝えていただきたい。 

（大高委員） 

  私は、水環境の方でこちらに参加させていただいておりますので、P95 になるのです

が、下の方の水環境整備の大谷ほたるの里におけるホタル飼育の欄なのですけど 実

施状況というところでは、大谷ホタルの里におけるホタル飼育の里では、自然発生の実

施個体数の実施状況を図りますという表現は、図ってきましたというのが表現として

良いかと思うのですが。平成 28 年度を見ると平成 27年度から 20 と個体数が大きく減

っているわけですよね。その中の課題で、きれいな水でしか生息できないということで

書いて、毎日清掃を行っているということだけではいけないということで、水環境の中

では、清掃だけではなく、水質の問題とか、そこに入る排水だとか、そういったものを

重点においておりますので、この辺をもう少し整理して何か書けないものか考えまし

た。 
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（会長） 

  何があったかと思いますよね。 

（大高委員） 

  もう少し深く書いていただけないかなと思います。 

P139 ですが、生活排水対策の推進ということですが、合併処理浄化槽の普及促進を

さいたま市では、活発に進められていると思うのですが、まだ、転換がされていないと

いうことは伺っています。この世帯数がどれくらいなのか、目標値が書かれていないの

で、何世帯位に増やしていくというような記載があるといいです。これに関しては、合

併浄化槽の法定検査数がとても少ないというページがありますよね。その辺も非常に

低い数字だったと思います。数値で 2.4%とか。 

 そういった非常に低いものに対しての課題というのは、何か書き込んで次の施策の

表現につなげていただくと、非常に良いかなと思います。 

それと、P70 の水辺関係ということで、最近は都市化による生活排水の影響が見受け

られますと、非常に現況に関して書かれているですが、課題に関しては、生活排水対策

という部分が書かれていないような感じです。下水道処理水を流して河川を浄化する

とかは書かれているのですが、市民に対する生活排水は、市民生活において生活排水の

改善がやはり課題ではないかと思います。もっとそのあたりについて踏み込んでほし

いです。 

（川島委員） 

  P140 合併処理浄化槽に対する受検率が 5.2%と非常に低いです。前のページで合併処

理浄化槽の普及促進とありますけれど、今の生活排水をよくしていくために、この合併

処理浄化槽の水質をよくしていかなればならないと思います。それにしてはあまりに

も受検率が低いと思いますが。 

（事務局） 

 合併浄化槽の受検率については、さいたま市は低いので、重点施策として今年度から

取り組みは進めているところです。そのことを白書に掲載するよう検討します。 

（松村会長） 

  私的には、最後に一つだけ。今年度の白書に書けるもの、書けないものがあると思い

ますが、生活排水対策って表現的だけじゃなくて、取組が遅れていませんか、というの

が大高委員のご指摘かと思います。 
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（大高委員） 

そこまでではないですが、一生懸命取り組まれているはよくわかりますが、結果がこ

こに表れていないというのが見たとき非常に残念だなと思います。 

（松村会長） 

  説明もあったのでぜひお願いいたします。他にもご意見があると思いますが、一応、

恐縮ですが乱暴な進行ではありますが、ここでいったん打ち切らせていただきます。さ

っき紙の御紹介もありましたが、その後意見があればどうすればよいか。事務局からご

説明をいただきます。 

（事務局） 

  まだまだ、ご意見があるとは存じますが、冒頭にお話ししましたけれども、お手元の

資料で別紙の「平成 29年版さいたま白書（案）」に対するご意見ご要望等について、こ

れに書いて FAX で送っていただいたり、アドレスもありますのでメールでお送りいた

だいても構いませんのでご意見をいただければと思います。 

（松村会長） 

  ここで事務局に進行を返しますが、まだ終わった後も残られて、事務局の方もしばら

くはいらっしゃるでしょうから、メール、FAX 以外受け付けないということでもないと

思いますので、気づきの点ありましたらお願いいたします。 

（安部委員） 

  環境基本計画自体、次の改定が近づいているわけですけれども、これを読むについて、

グランドデザインというか、西山委員が、メッセージ性がないというお話をされました

けれど、全体の計画のそもそも論というのもあると思うのですね。次の改定に向けて、

事務的にやらなくていけないからやるだけではなくて、先程からいろんな部分につい

て、こういう方向性自体はどうなのかという話もたくさん出ていると思うので、早めに

審議会という場所もせっかくあるので、活かしながら進めていければうれしいなと思

います。その中で、私は去年も同じ会に参加して、同じ意見ですけれども、生物多様性

基本計画を外出しするべきだと思いますし、どうしても環境白書のお話だけを環境審

議会で毎年 1回だけしかしていないというのも、非常にもったいないので、これだけ知

見も経験もお持ちの方が集まっているので、これを活かすという方向でほかにできる

ことっていうのはあると思います。普段の業務がお忙しいのは承知していますが、積極

的に攻めのことをする意味では、次の環境基本計画改定の機会をうまくとらえて、全国

の政令指定市に誇れるような取組ができたらいいなと思います。 
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（松村会長） 

例えば、白書に限って年 1回集って、ということだけで十分かどうかという議論もあ

るかと思います。全部をするのは難しいのもありますが、ご指摘もありましたので、事

務局の方でもご検討いただいて。今までの予定だと、来年の今頃、また、余計なことを

申してあげて時間が経ってしまいましたが、まだ、意見が出しきれていない方もいらっ

しゃると思いますが、はなはだ乱暴な進行で恐縮ですが、お許しいただいて審議会とし

てのやり取りについては閉めさせていただきます。どうしても気になるところがあれ

ば、事務局にもご連絡ください。以上です。どうもありがとうございます。 

（事務局） 

ありがとうございました。先程申し上げた通り、追加意見がございましたら提出いた

だければと思います。以上で審議会を終了させていただきます。ありがとうございまし

た。 

以上 


