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【平成２２年度 第２回さいたま市環境審議会】 

 

日 時 平成２２年７月２８日（水）午前９：３０～１２：００ 

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 

秋吉 祐子 委員    針谷 さゆり 委員   佐藤 正志 委員 

 加藤 勝征 委員    小野 達二 委員    酒井 こず江 委員 

 島村 周作 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） 

 中野 あゆみ 委員               

 

１.開会 
 

事務局：大変お待たせいたしました。定刻になりましたので、会議を始めさせていただきます。

皆様方にはお忙しい中、また暑さ厳しい中、さいたま市環境審議会にご出席いただきまして誠

にありがとうございます。それでは、平成２２年度第２回さいたま市環境審議会を開催させて

いただきます。 

会長、議事の進行をお願いいたします。 

 

松本会長：これより、平成２２年度第２回さいたま市環境審議会を開催いたします。 

はじめに、本日の審議会の成立について事務局から報告をお願いいたします。 

 

事務局：会議の成立については審議会規則第３条第２項の規定により、委員２分の１以上の出席

をもって会議の成立となっております。本日は委員定数１７名のうち、１５名が出席されてお

り、本審議会は成立しております。まだ来ていらっしゃらない方もいますが、最終的に１６名

の出席をいただくことになっております。 
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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す。 

 

２.議事 
 

（１）生物多様性地域戦略検討専門委員会からの報告について 

松本会長：それでは議事に入ります。 

はじめに、前回の審議会において「生物多様性地域戦略検討委員会」の設置を承認し、窪田

委員長のもとに委員会を開催していただきました。今回、委員会から検討結果について報告し

たい旨依頼がありましたので、審議会規則第４条の規定によりまして窪田委員長及び阿部委員

長職務代理者にご出席いただいております。 

事務局から、まずこれまでの専門委員会の経過について説明をお願い致します。 

 

事務局：それでは、「さいたま市生物多様性地域戦略検討専門委員会」についてですが、前回５月

２６日に開催いたしました環境審議会におきまして皆様から設置のご了解をいただきました。

その後、委員の選出をさせていただき、埼玉大学大学院の窪田教授に委員長を、市民活動団体

「さいたま市環境会議」の安部副会長に委員長職務代理者をお願いし、他の３名の委員は本環

境審議会の委員でもある中野委員、本環境審議会の小野委員が代表を務められておりますＮＰ

Ｏ法人「自然観察さいたまフレンド」の副代表をしていらっしゃる小原委員、東京大学保全生

態学研究室の特認研究員である須田委員、以上５名の皆様にご協力いただきまして検討を進め

てまいりました。非常に厳しいスケジュールで、６月１７日に第１回の専門委員会を開催し、

その後２週間に一度のペースで、第２回を７月１日、第３回を７月１５日、そして１週間後の

７月２３日に委員長と委員長職務代理者会議を開催し、その間にも頻繁にＥメールや電話での

やりとりをしまして、本日お手元にお配りした「報告資料」、それと「一時配布資料」の２つを

仕上げていただいたところです。そして、本日この環境審議会で報告をいただく運びになって

おります。 

これまでの経過につきましては以上です。 

 

松本会長：それでは、専門委員会での検討結果を窪田委員長からお願い致します。 

 

窪田委員長：専門委員会の委員長を務めます窪田と申します。よろしくお願い致します。 

本日は時間も限られておりますので、今事務局からご説明のありました３ページの報告資料

について説明をさせていただきます。 

「一時配布資料」の内容は、委員会で協議し報告資料をまとめるにあたって取りまとめた内

容ですので、もし時間がありましたら質問などいただいて、それに基づいてお答えをさせてい
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ただきたいと思います。 

それでは報告資料。これは「さいたま市環境基本計画改訂版」の「２－１生物多様性・自然

環境の保全」の内容に相当するということでございます。したがいまして基本的には読み上げ

る形でいきたいと思います。 

====================================================================================== 

※ 「報告資料」読み上げ 

さいたま市環境基本計画改訂版（素案）２－１「生物多様性・自然環境の保全」の記述について 

====================================================================================== 

以上がこの環境審議会で審議いただく環境基本計画への素案でございます。一応ここで締め

させていただきます。 

 

松本会長：ありがとうございます。今の報告書について質疑、意見等あれば、お願い致します。 

 

島村委員：報告資料３ページの「③生物多様性の保全・再生」の４項の中に外来種問題が出てお

り、「ペット飼育のマナー向上を含め」と書かれているが、今までもこの程度でずっとやってき

た。先日もワニが３匹、沼にいたというのをテレビでやっていたが、あれはたぶん逃げたので

なく放流したのではないか。これからはこういう問題についてある程度法的に対応しないと行

政はやりきれない。何か事故が起これば必ず行政の責任という声が出てくるので、もっと指導

を強化するような方向付けをした方がよいのではないか。こういう関係が一番遅れている。製

造業やその他の産業でこのような状態が起きたら、たちまちにして叩かれるだろう。産業廃棄

物とか水を流すとか騒音を出すとか。そういうふうにすべきだと思う。以上。 

 

松本会長：この点、行政上ではどのように処理されているのでしょうか。 

 

事務局：環境総務課長です。これにつきましては外来生物法に基づき、ペットとしての飼養許可

などは法律上で手続きが進められているところです。特に危険な動物につきましては所有者が

わかるように動物の体内にＩＣチップを入れたり、逃げないような飼養方法をするということ

を確認した上で飼養許可がおろされています。あと、私どもの管轄としては動物愛護ふれあい

センターの管轄になっていまして、危険な動物を飼っている人のところについては、巡回等確

認は適時していると思っています。 

 

島村委員：こういう問題を無視する人がいる。有名な話で、昔、旧大宮市でライオンを飼ってい

た人が問題を起こした。ああいう問題が起きても対応が遅れている。もうそろそろ行政も対応

できるようなある程度の強硬策が必要なのではないか。 

 

石川委員：全体的なことをちょっと。前回問題になったのだが、「改訂版（素案）」の２８～３０

ページのところにこの「報告資料」を自動的にはめこむという形でよいのか。そうすると他の

ところとスタイルがちょっと違う。見ていて「あれ？」と思うところが出てきてしまう。他の

項目の取りまとめの仕方と項目は同じなのだが、ちょっとスタイルが違う。見ていて異様な感
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じがするのではないか。もともと無理にはめこんでいるからこういうことになっているのだと

思うが、これはもう少し検討する余地はあるのか。 

 

事務局：項目自体は同じようにしてあります。ただ、若干スタイルは違いますので、本日ご報告

いただいた内容の趣旨を変えることのないよう配慮しながら、工夫させていただこうと思って

います。 

 

石川委員：そうだと思う。これだとちょっと他との釣り合いがとれないので、よろしくお願いし

たい。 

 

小野委員：包括的にはよくまとめられていると思うが、国レベルとさいたま市の実態には若干ズ

レがある。具体的に申し上げると、水の生き物の外来種で一番かく乱して困っているのはウシ

ガエル、食用ガエルで、カメ以外何でも食ってしまう。水性昆虫、魚類、爬虫類まで平気で食

ってしまう。特に、さいたま市で外来種の動物で困っているのはウシガエル。なんとか駆除す

る方法がないだろうか、お互いに研究していく必要があると思う。 

それから植物の方ではさいたま市ではオオブタクサが繁殖している。具体的に言えば芝川中

流域で去年オオブタクサが跋扈し、そのために日本の野草がなくなってしまった。具体的には

オオヨシキリ。オオヨシキリはヨシがないとだめ。去年は芝川には１匹もオオヨシキリが来な

かった。さいたま市で一番困っている外来種はやはりオオブタクサ。オオヨシキリが来ないだ

けでなく花粉症と結びつくので、そのへんの対策を強化していく必要があると思う。つまり私

が言いたいのは、さいたま市において外来種がかく乱している状況を把握して対策を立てる必

要があるということ。 

また別な観点で言うと、生物多様性の良い傾向も出てきている。減農薬、無農薬という状態

が一部ではあるが上山新田や高田新田では数年間続いているので、昔から見沼田圃にある在来

種が復元している。動物で言えばトウキョウダルマガエル、マルタニシが増えている。植物で

はサンショウモ、イチョウウキョウ。さいたま市では無農薬、低農薬によって絶滅危惧種がか

なり復活してきており、そのへんは評価してよいのではないかと思う。 

 

松本会長：そういうことをさいたま市の特徴としてこの案の中に書き込んだ方がよろしいという

ご意見ですか。 

 

小野委員：そう。 

 

松本会長：窪田先生はそういうことは委員会でどのように？ 

 

窪田委員長：ご発言ごもっともだと思います。ご懸念もされていると思います。本日は３ページ

の「報告資料」だけで説明しましたが、「一時配布資料」の方でも今のお話が全て議論にのぼり

ました。取りまとめというところでは個々の細かい具体的な事例を羅列するわけにいきません

ので包括的な表現になっておりますが、たとえば何が在来種で何が外来種かという認識そのも
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のが曖昧になっている人が大半を占めているので、そこから認識をきちんと持っていただく必

要があるということで、そこから理解を深めましょうと。 

それから本日の３ページの中には書いていないこともありまして、「一時資料」の３７ページ

「第４章 具体的な行動」の中の「主体別の行動」、４０ページの「生きものの取り扱い方」で

は、いまご懸念のようなことについてもっと慎重にやっていくことが大事だと。ここには個々

の種のこと、アライグマのことしか書かれておりませんが、一般的には外来種のこととして書

いてあります。 

それから文字が小さくて恐縮ですが４３ページの真ん中あたり、「戦略目標２：外来種や化学

物質による生態系の撹乱の抑制」の真下の四角の中に「外来種や化学物質による生態系への影

響に関する理解の促進」ということで例示がされています。たとえばさっきの危険な動物の飼

育などに関することはやはりペットショップを通じた啓発や協力要請ということにしています。 

一応限られた時間ではございますが、私共は皆さんがご心配するような事柄については協議

検討した上で取りまとめたつもりでございます。もしまだ不足なところ等ございましたら修正

した案でお出ししたいと思います。 

 

石川委員：前回の会議では生物多様性が非常に大事だということになり、一応基本計画の改訂版

の中に入れていこうかという議論だった。今回こういう地域戦略を作っていただき、「一時配布

資料」としてこれだけのものを短期間で作っていただいた。せっかくここまできたし、今年は

国際生物多様性年でもあるので、こういうきっかけを捉えてさいたま市としてはっきりした地

域戦略を作った方がいいと思う。ここまできているのだから。せっかく専門委員会ができたの

だからこれを発展的にしてもらって、地域戦略をもっとちゃんとしたものに。「ちゃんとしたも

の」というのも失礼だが、単にこの審議会のための一時資料というのではなく、もっとちゃん

としたものに格上げしていただきたい。いかがだろうか。 

 

事務局：冒頭から申しましたように、今回は３ページものを計画に入れて、当面の本市の地域戦

略に相当するものという扱いをさせていただく予定です。今後ですが、こういう地域戦略はい

ろいろな関係者が関わるような内容のものですので、市の経営判断としてこういう戦略を作っ

ていくという判断が必要になってまいります。もし作るということになった時には、今回たい

へん立派なものを頂戴しておりますので、この４３ページものの一時配布資料をその時の議論

のもとにしていこうと考えております。 

 

石川委員：当面はそういう予定はないということか。 

 

事務局：今の時点ではあるともないとも言えません。 

 

石川委員：もったいなくて残念。そんな消極的なことでは困るのではないか。 

 

小野委員：いわゆる中型の哺乳類の生息として「タヌキなど」とあるが、プリントする場合には

「タヌキ」ではなく「ホンドタヌキ」ときちんとすべき。さいたま市の場合はホンドタヌキ、
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ホンドイタチもかなり残っているので。細かいことを言うようだが、印刷する場合はやはり漠

然とした名前ではなく動物種々の名前、「ホンドタヌキ」「ホンドイタチ」と挙げておいた方が

よろしいかと思う。 

 

松本会長：もう一度確認したいのですが、この生物多様性地域戦略検討委員会の委員会報告はこ

の報告書をいただいた段階でおしまいという取り扱いということですか。 

 

事務局：委員会の５名の委員さんにつきましては委嘱をしており、期限を来年２３年３月末まで

としております。今後「環境基本計画」についてパブリックコメントを行なっていきますが、

その時に生物多様性の部分について市民から意見が出た時に専門委員会の方からお知恵を拝借

しないと修正や回答ができないことも想定できますので、もうしばらくご協力をいただくこと

としてお願いしたいと思います。 

 

石川委員：くどいようだが、改訂版計画の３ページを見ると環境基本計画にはこれだけいろいろ

なプランやビジョンがある。その中の「関連するその他の主な計画」の中に地域戦略を入れて

もらいたい。関連する部署が多くて何かあったらいろいろな意見が出るからとあまりに消極的

すぎないか。 

 

島村委員：これには直接関係ないが、こういう資料の中によく有害な鳥獣が出てくる。でも日本

には明治維新まで有害・無害という言葉が一切なかった。明治維新になって白人が文化を持ち

込み、人間の目から見て有害・無害と言っているだけ。思想上、これは輪廻転生の中にちゃん

と出ている。ではどうして野生動物が増えすぎたかというと、みんな食物連鎖につながってい

る。人間も含め食物連鎖で動植物は全て関係している。つまり食べたり食べられたりしている。

例えばシカが増えれば捕獲して食べても良い。このような考えのもとで日本は明治以前までは

対応してきた。したがって、カラスも決して有害ではない。最近はどうも悪いものと良いもの

を区別しすぎて逆に解決できなくなっているのではないか。蛇足で申し訳ないが。 

 

松本会長：いかがでしょうか。難しい問題のような。素晴らしいご意見ですが。 

 

事務局：作っていただいたこの「一時配布資料」、確かに委員長からも先ほど言っていただいたと

おり今後の具体的な行動など表現を多くいただいています。この報告資料につきましてはそれ

ぞれの事業の中で有効活用させていただくのは当然のことです。ただ、これを戦略的にさらに

文章を詰めて冊子化するかどうかというのは今後の検討事項にさせていただきたいと思います。

決してこれをこの場だけの資料にしてしまうわけではありませんので、そのへんはご理解いた

だきたいと思います。 

 

松本会長：それではこの件はこれでよろしいでしょうか。事務局の方はご意見についてはこれで

よろしいでしょうか。 
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事務局：はい。 

 

松本会長：では窪田委員長は他の業務があるということなのでこの件の報告だけでご退席いただ

いて結構です。ありがとうございました。 

 

＜窪田委員長退席＞ 

 

（２）さいたま市環境基本計画の改訂について 

松本会長：それでは懸案の「環境基本計画の改訂について」の議論に戻りたいと思います。事務

局から改訂の状況について説明をお願い致します。 

 

事務局：環境総務課、辻と申します。よろしくお願い致します。本日配布させていただいている

「資料１：基本計画改訂版素案」「参考資料１」「参考資料２」をご覧いただきながらご説明さ

せていただきたいと思います。 

先ほどもお話に出ましたが、生物多様性地域戦略の話については「資料１」の２８ページ「基

本目標２－１：生物多様性・自然環境の保全」のところに一部修正を加えた上ではめこむ形に

なりますのであらためてご了解いただければと思います。 

今後の簡単な日程ですが、本日の審議会終了後につきましては庁内における都市経営戦略会

議への付議、その後９月に予定しておりますパブリックコメントという形になります。今回は

その直前の最後の審議会になりますので皆さんのご活発なご意見をいただければと思っており

ます。なお、５月に開催いたしました第１回審議会において資料の中の第１章、第２章につき

ましてはその時にご審議いただいておりますので、今回は特に「第３章 施策の展開」を中心

にご意見をいただきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願い致します。 

 

それでは「資料１」の１～５ページの「第１章 計画の基本となる事項」、および６～１２ペ

ージの「第２章 計画の目標」につきまして先ほどの「参考資料１」と「参考資料２」に基づ

いて話をさせていただきたいと思います。「参考資料１」は５月の当日にいただきました皆様の

ご意見とその対応、「参考資料２」はその後文章等でいただいたものについてのご意見とその対

応としてまとめさせていただいたものです。 

なおあらかじめ大変恐縮ではございますが、８～１２ページの実現イメージのイラストにつ

いては前回の委員会でも皆様からいろいろなご意見をいただいたところでございます。また、

後からもご意見をいただいたところですが、本日の資料にはまだちょっと間に合わなかったと

いうことでこの場を借りてお詫び申し上げたいと思います。現在コンサルの方と調整させてい

ただきながら作成中でございます。案ができ次第皆様のところでご確認いただければと思って

おりますのであらためてよろしくお願い致します。 

 

では中身について皆さんからご意見等をいただいた修正点を簡単にご説明させていただけれ

ばと思います。まず「第１章 計画の基本となる事項」の「１．計画改訂の趣旨」。１ページ真

ん中あたりの６段目「それ以降も…」という表記の部分で、当初は「日本版グリーン・ニュー
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ディールである緑の経済と社会の変革」という表記をしていましたが、ご意見をもとに「環境

対策による経済再生の方向性を示した緑の経済と社会の変革」という形に修正させていただき

ました。 

 

次に２ページです。「２．計画改訂の基本方針」の最初の「◆地域や地球環境の現状を踏まえ、

適切な対応を行います」の１行目、ヒートアイランド現象の記述につきまして、当初は「ヒー

トアイランド現象など本市で新たに発生している環境問題」としておりましたが、いろいろご

意見をいただきまして「ヒートアイランド現象などの地域特有の環境問題」と表現を変えさせ

ていただきました。なお同じような表現が 1 ページの４段目にあってまだそのまま残っており

ますが、こちらについては後ほど修正させていただければと思っておりますのでご了承いただ

ければと思います。 

具体的な場所等ということでもご意見いただいておりましたが、こちらにつきましては後で

皆様にご議論をいただきます第３章の３２ページに「図 3－2－6 市内気温分布図」という形で

掲載させていただきましたのでご確認いただければと思います。 

 

続きまして２ページ「◆上位計画や個別計画、関連計画との効率的・効果的な連携を図りま

す」の部分。各計画との位置付けを示して欲しいというお話がございましたので、それにつき

ましては３ページの下の「図 1－1改訂計画の位置付け」に加えておりますのでご確認いただけ

ればと思います。 

 

２ページ「◆指標及び数値目標を設定し、実効性のある計画進行管理を実現します」の部分。

定性評価も加えるとよろしいのではないかというご意見をいただいております。そこにつきま

しては「施策に対する市民アンケート調査も併せて実施し、より実効性のある進行管理の仕組

みを構築します」という形で記述をさせていただいております。 

 

少し飛びまして次は５ページになります。「４．市民、事業者、学校、市などの役割」の部分

に生涯学習のことを記述してはいかがかというお話をいただいております。それにつきまして

は４ページの「（１）市民」の四角囲いの下の２行目に「生涯学習の場などあらゆる機会を活用

して常に環境への関心を高めるとともに」という形で記載させていただいております。 

 

次は８ページになります。「【基本目標１】だれもが環境の保全・創造に関心を持ち、意欲的

に取り組むまちをめざします」の「＜基本目標達成のイメージ＞」の２つめの「保育園、幼稚

園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校」に大学も載せたらどうかというご意見をいた

だいております。その点、特に大学につきましては地域全体の中での位置付けと考えさせてい

ただき、３つめに「地域では、大学や市民団体などと連携し」と記載させていただきました。

また、同じところでフィールドワークについてもぜひ載せて欲しいという話もいただいており

ます。それにつきましては同じく３つめ「講演会やイベント、野外での環境学習等が活発に行

われているとともに」という形で表現をさせていただいております。 
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続きまして９ページ「【基本目標２】自然と共生し、歩いて楽しい緑豊かなまちをめざします」

の部分。「＜基本目標達成時のイメージ＞」の３つめの「減農薬・減化学肥料」の部分で以前は

「低農薬」という表現をしておりましたが、所管課ともいろいろ調整させていただき「減農薬」

「減化学肥料栽培」という形の表現にさせていただいております。 

 

１０ページ「【基本目標３】地球規模の環境問題に、地域から行動するまちをめざします」の

部分で太陽光発電等の記述をしてはいかがかというご意見をいただいておりました。そこにつ

きましては「＜基本目標達成時のイメージ＞」の５つめの「個人住宅、事務所・事業所、公共

施設」の部分で「個人住宅、事務所・事業所、公共施設などでは太陽光発電などの再生可能な

エネルギーの導入が積極的に行われるとともに、雨水の利用や屋上緑化などの省エネルギー対

策」とさせていただきました。 

 

続きまして１１ページ「【基本目標４】さわやかな空ときれいな水のある環境負荷の少ないま

ちをめざします」の部分。ここでは「きれいな水のある環境」という表現から「きれいな水辺

環境」という表現にしてはいかがかというお話をいただいております。ただ、今回はご承知の

とおり現行計画の改訂ということでもありますので、表現につきましては現行計画をそのまま

引き継いで記載させていただきたいと思っておりますが、「＜基本目標達成時のイメージ＞」の

２つめの「生活排水や工場・事業場からの排水」の部分で「生き物が集まる水辺環境」という

形で記述しておりますのでご了承いただければありがたいと思っております。 

 

１２ページ「【基本目標５】ごみを減量し資源を有効活用するまちをめざします」の部分。こ

こについては「もったいない」に結びつく活動は市民と行政が一体となって目標到達というこ

とになるわけですが、そこにつきましては「＜基本目標達成時のイメージ＞」の４つめに「市

民・事業者・行政の適正な役割分担のもとで、各々の意識向上が図られ、環境負荷の少ない循

環型社会経済システムが確立しています」というものを追加させていただきました。また、「３

Ｒ」についてももっと強調したらいかがかというお話をいただきましたので、本文中に「発生

抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用(Recycle」と横文字を強調の意味で入れさせていた

だきました。 

 

その他、交通機関であります自転車の表記やスマートブリッド等につきましては対応できる

範囲で対応させていただいておりますので後ほどご覧いただければと思っております。おおむ

ね以上が第 1 回環境審議会で委員の皆様方から頂戴しましたご意見に基づいた主な修正点とな

ります。 

また、この後本日メインとなる第３章以降についてのご審議になりますが、前回の審議分に

つきましては４月と６月の２回の庁内委員会を開催いたしまして、その後所管課等のヒアリン

グを踏まえた内容となっております。「ここのところはこういう表現がよいのではないか」、「こ

の表現が抜けている」、あるいは「指標にこういうものを加えたほうがよいのではないか」とい

ったようなご意見をいただければ大変ありがたいと思っております。限られた時間で大変恐縮

ではございますが、この基本計画がより良いものとなるよう活発なご意見をいただければと思
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っております。 

簡単な説明ではございますが以上となります。では会長、よろしくお願いいたします。 

 

松本会長：では第１，２章についてまだ細かい文言上の問題が気になる方もあると思いますが、

それについてはまた文書でお願いするということで、今日は第３章の「施策の展開」について

やっていただきたいということなので、１３ページの基本目標１～５の個々について順番にや

っていきたいと思います。では最初に１３ページの「１．施策体系」。ここはあまりいじれない

と思いますが、それでもご意見のある方があれば。どうでしょうか。よろしいですね。次、１

４ページの「２．施策」の「基本目標１」から順番に議論いただきたいと思います。 

 

石川委員：検討提案だがよろしいか。第３章の「施策の展開」全体的なことだが、第３章を話す

前にまず１章を見ていただきたい。３ページにさいたま市の環境基本計画がどんな関連をして

いるかというのを非常にわかりやすく作って付け加えていただいた。それと２ページの「２．

計画改訂の基本方針」から４ページの「４．市民、事業者、学校、市などの役割」までの各項

目に条例や基本計画が明記されており、関連性が非常によくわかって全体を把握することがで

きたと思う。非常に良いと思う。 

次に第３章を見ると、各基本目標ごとに施策が入っているが、そこに関連する基本計画やプ

ランやビジョンが明記されているものと記載されていないものがある。記載されているものと

しては１５ページの「図 3-1-2」の上に「さいたま市の学校における環境基本計画」というの

が１つ入っている。それから３４ページの「ア：現況」の４行目に「さいたま市景観形成基本

計画」「さいたま市さいたま市景観計画」「さいたま市景観条例」と書かれている。それから３

７ページには「さいたま市農業振興ビジョン」と書かれている。しかし全体を含めて見るとこ

のように関連する条例や基本計画やビジョンが記載されている項目は少ない。３ページの「図

1-1」に示されているようにたくさんの基本計画やビジョンやプランがあるのだから、それらを

各施策の「現況と課題」の項目のところに入れてくれたらよいのではないか。そうすることで

施策の位置付けや展開が明確になり、よりわかりやすくなるのではないか。現状では記載があ

るものとないものが混在していて、ないものがほとんど。これは施策の展開だからあるものの

方が多いと思うので、そういうものを書いていただければよいのではないか。関連性について

はいろいろ大変だとは思うが、担当部局はこういうことを承知しているはずなので記載するこ

とにあまり障害はないのではないかと思う。ぜひとも多くの項目について、こういうふうに展

開されているものはこういう基本計画やビジョンの中に入っているんですよと明記してもらえ

ると我々にわかりやすい。せっかく３ページに関連性を作っていただいたので、その関連性を

発展させる意味でも。まあ索引みたいになってしまっては困るのだが。 

 

事務局：１３ページに各種計画を入れてほしいと？ 

 

石川委員：そうでなく、入れているところと入れていないところがあるから、せっかくあるのだ

から全部入れてくださいと。入れ方にもよる。文章の中に入れるのか、文章の後にまとめて「こ

の項目は何々に関連しています」と入れてもどちらでもよいが、入れているものと入れていな
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いものが混在しているので。しかも入れていないものが多い。これだけプランとビジョンがあ

るのだからほとんど関連しているはず。だから入れてくれたほうがわかりやすい。読んでいて

調べてみたい時にもそちらへ展開することができる。せっかく３ページにわかりやすい図があ

るのだから。 

 

事務局：確認ですが、たとえば今ご指摘いただいた１５ページの「さいたま市の学校における環

境教育基本教育」が３ページの「図 1－1」の中に載っていないということですか。 

 

石川委員：そういうことではない。ページの中でこれがどういうものに関連しているのか展開が

わかるとよいということ。課題や現況はそういうところから拾ってきているのだから。違うの

だろうか。いろいろな担当部署のマスタープランとかから拾ってきているのだから、そのプラ

ンが各ページに載っていれば逆にプランを追いたい時にわかりやすくなる。 

 

事務局：ご意見をいただいたので、記述のスペース等も考慮しながら検討したいと思います。 

 

石川委員：文章の中に入れるとダラダラしてしまうから、最後の方に「これはこのプランにのっ

とって」とか「参考」とか書いてもらうとわかりやすい。そうでないと読んでいてその施策が

どうなるのかがわからないから。せっかく「施策」と書いてあるのだし。３ページには施策の

方向性としていろいろなプランやビジョンがあるのだから、それとの関連がわかれば読んでい

て非常にすっきりする。よろしくご検討をお願いする。 

 

松本会長：ありがとうございます。では戻りまして、１４ページの施策から。こういうふうに変

えたらいいのではないかとか議論がありましたら。 

 

小坂副会長：１６ページ。それ以降スタイルはみんな同じなので全体にわたることだと思うが、

「表 3－1－1」に数値目標が書かれている。他のところもそうだが現況値と目標値があり、目

標値は数字的に上げられている。たとえば「環境教育拠点施設数」は現況が８、３２年度目標

が２０。これはそのぐらいはできそうだということなのか、あるいはこのぐらい欲しいという

単なる目標なのか。あるいはここまで実現できそうだという話なのか。他のページでもちょっ

と気になるところがある。どう考えればよいのか。あまり現実的にできそうなことだけを書い

てもしょうがないとは思うが、目標値の根拠みたいなものがモノによってあったりなかったり

するのだろうか。 

 

事務局：数多く目標値を指標として掲げていますが、指標の中には他の計画で掲げている目標値

もあります。また、そういう計画には基づかない目標値ももちろんあります。今ご指摘された

「環境教育拠点施設」については特に他の計画で施設数をこうしようという目標を立てている

わけではありません。ただ、昨年環境教育拠点施設について環境局内で考え方を整理し、現状

８施設を環境教育拠点施設としております。この８施設というのは今さいたま市内にあるゴミ

処理センター、リサイクルセンターなどの環境関連８施設で、既に施設内の見学ができたり、
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パネル展示があったり、特に大宮南部浄化センターでは環境学習にたいへん力を入れています。

これら既存の施設でもネットワークを組めば十分環境教育ができるのではないかということで

「ネットワーク型の環境教育拠点施設」という名称をつけました。現状は８施設ですが、これ

から第２段階めの拡大を考えています。たとえば市内の企業で環境配慮した工場があれば見学

したり、屋上に太陽光発電のパネルがあれば見学させてもらうなど、そういうものも十分地域

の環境教育資源として活用できると思っております。今度はそういうところにお声をかけて、

ぜひさいたま市のネットワークの環境教育拠点の１つとして活用させてほしいというお願いに

上がっていきたいと思っております。それを今後１０年ぐらいで増やしてきたいと考えている

のが２０施設。これが高い目標なのか低い目標なのか、どちらかというと低いかなと思われて

しまうと思うのですが、このように今後増やしていくという意味で掲げている目標というもの

も中にはございます。 

 

小坂副会長：関連して２３ページ「表 3－1－4」では「産学連携による共同研究開発に対する支

援実績」が平成２１年度では１、３２年度では１０になっている。これは１０倍ぐらいにした

いという願望なのかなと思うが。その下の「ＩＳＯ取得事業所件数」も２２５から３００だか

ら７５ぐらい増やそうということ。ここらあたりの数値をあまりゴチャゴチャ言ってもしょう

がないところはあるが、これを実際に事業展開するのだから可能なものと全くできそうにない

ものはちょっと注意しておかなければいけないと思う。全体として現況値と目標値をどういう

ふうに設定するかというその考え方がいくつかあると思うのだが、環境教育拠点施設の話も含

めて多岐にわたっているので、どういうふうに考えればよいのか、どういうふうに整理すれば

よいのかよくわからないのでお聞きしたい。 

 

事務局：先ほども申し上げましたとおり、各事業において計画で目標値を定められているものに

ついてはその数字を使わせていただいており、計画で定めていないものについては所管と協議

しまして「将来的にこのぐらいにしたい」という理想値として記載させていただいているわけ

です。 

 

小坂副会長：そうするとたとえば２３ページの「表 3－1－4」で支援実績が１０倍になるという

のは理想値ということか。こういう類のものは。 

 

事務局：はい。たとえばこれは一応１０年後に１０件ですが、もしそれが５年で達成できればそ

の時点でまた見直してさらに目標値を上げさせていただくという考えでおります。 

 

小林委員：実は私も同じような疑問を持っている。こういう現況値と目標値があちこちに出てく

る。これを考えるについて、これは私の勉強不足なのだが、たとえば１６ページには環境教育

拠点施設が現在８施設と書いてあるが、８の中身が全部私の頭に入っていないのでそこから勉

強しないとどうしようもない。同じようなものがたくさんある。「こどもエコクラブ」が２２団

体とは一体どんな団体なのだろうとか、さっぱりよくわからないのが現状。もう少し勉強して

からでないと私はこれについてはコメントできないのかなと。たとえば２５ページの「ＪＩＣ
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Ａ研修生受入数」が１１人。この１１人は一体何をやっているのだろう、市はどのように対応

しているのだろう、そういうのが全くわからない。だからこういうことを勉強しないと私はな

かなかコメントしにくい。一般市民がこういう書類を見た時はもっとわからないのではないか。

ものすごいギャップを感じているが皆さんはどうか。 

 

島村委員：この件で我々も関連しているのは環境フォーラム。これは私の関係している団体だが、

最初は参加者が思ったより少ない感じであったが、10 年ぐらいかけて努力に努力をしてやって

きた。環境問題というのは一般の人々も含め、被害者意識は強いが加害者意識は少ない。この

意識の見直しが環境フォーラムを続けることによって変化してきた。これにより、環境とはみ

んなで参加することにより良くなっていくという考えが次第に理解されつつある。また、子供

や女性が増えてきている。この 1,050 人という数字は控えめだと思う。そういうことで団体の

人達はそれなりに努力しているので、わからないなら自分でその場所へ行ってチェックしたら

いい。そうでないとやっている人に失礼ではないか。ちょっと強い発言になってしまったが、

努力をしているということだけ皆さんにご理解いただきたいと思う。 

 

事務局：この数値がわからないということですが、数値につきましては例年毎年環境白書の方で

解説等をしているのでそちらでご覧いただきたいと思います。 

 

石川委員：項目と数値の問題だと思う。たとえば項目が大事だからと順位をつけて決めても、今

度はその値を決めないといけない。値がなければ一体何をやっているのだということになる。

ではその値をどう決めるか。これは普通に議論してもなかなか決まらない。やはり担当部局な

りビジョンやプランを作るところで揉んでもらわないととてもこの議論はできない。たとえば

施設数などの推進の指標が７項目ぐらいあってそのうちの４項目を重点的にやりたいがどうし

ますかというのならわかるが、項目すら我々としては選定するのが難しい。だからこれはもう

プロに任せるしかないと思う。あと、目標の高さについても心配なところは低くするだろうし

意欲があれば高くするだろうし、これは何とも言えない。任せるというか、揉んでもらうしか

ない。 

 

事務局：一応それぞれ所管の方からいただいた数値とご理解いただきたいと思います。先ほど言

いましたように、目標が低く設定されていれば早期に達成できるので、その時点において当然

また目標値の見直しを所管の方にお願いしたいと思っています。ただ、今回改訂させていただ

くわけですが、一応１０年という目標でも場合によってはまたさらに半分の５年ぐらいでもう

一度改訂という可能性もなきにしもあらずと解釈していただきたい。何もなければこのまま１

０年いくけれどもだいたいのいろんな計画において５年ぐらいの区切りの段階でさらに見直し

を。国や県などの情勢も日々変わっておりますので、また改訂もあり得るということを頭に入

れていただきたいと思います。 

 

島村委員：先ほどの続きだが、本年も環境フォーラムをやるのでぜひみなさんにも参加してもら

いたい。芝浦工大の学生さんも非常に熱心に参加しているので、いいチャンスなのでぜひ一人
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残らず。 

 

松本会長：目標値のところにそれぞれの意味のコメントをつけるということでは？ 

 

小坂副会長：いや、むしろ気になるのは今日の議論ではない４章の事業展開の話と関連して、私

が言うまでもなくちゃんと既にやっているが、事業展開の時に目標値が苦しくなったりすると

困るかなというのがちょっと気になっただけ。 

 

石川委員：もうひとつ、現況値が適正なのか適正でないのかも非常に問題。果たしてこれで本当

によいのか。悪ければ上げるべきだし、これで十分なら目標は少なくてもいいと思うが、そう

いう相対的な話が必要。その評価がなく目標がポンとくるから理解しにくいのではないか。こ

れはもう任せるしかないとは思うが。 

 

小坂副会長：よけいなことを言ってしまったような気もする。目標や現況としてどれをカウント

してどれをカウントしないかというのも結構微妙なところがあると思うが、要するに環境基本

計画だから環境を今後良くしていくための手がかりとしてこういう数値的なものもとりあえず

必要だと考えると、あまり突っ込んでもしょうがないがその数値の考え方だけは聞きたかった。 

 

松本会長：では目標値以外の点について議論を進めていただきたいと思います。 

 

小林委員：１７ページの人材育成についてだが、これは各主体が自主的に人材育成を推進すると

いう書き方になっている。実際これは非常に無理なことだと思うが、人材育成のプログラムに

ついては市の方で何か考えているのか。 

 

事務局：昨年皆様にご議論いただいた「環境教育基本方針」を策定しているため、そこで掲げて

いる「みんなで取り組む環境教育」に基づき、行政ばかりでやるのでなくそれぞれが持てる環

境教育資源を生かして人材育成もやっていってほしいということを背景に記述しています。た

だ、市としてもそれを推進する立場なのでそういう仕組みは必要かなと思っていますが、今の

ところそういう仕組み自体はできている状態ではないのが現状です。 

 

小林委員：市自身としても考えているのか。市の人材育成プログラムがあるのか。環境保全活動

については。 

 

事務局：市の職員については毎年市役所に新入職員が入ってきます。今年も 150 人ぐらいの新人

が入りましたが、今年から 1週間の新人研修の１コマをいただき、「職場でできる環境配慮」と

いうテーマで、環境総務課の職員が職場でこういうことに気をつけると環境に配慮した行動に

なるといった内容の話をしたという経過もあります。そのように市の職員に対しては新人研修

で取り組む仕組みを今年構築しております。 
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小林委員：では市以外の主体に対して市としてこういう働きかけをした方がいいとか、こういう

プログラムを提案したらいいのだろうなという何かそういうことを大雑把なことでも考えてお

られるのか。 

 

事務局：今のところ私ども環境総務課としては具体的なものはないのですが、これはあくまで目

標ですので、今後そういういろいろな手段や手法ができるか検討させていただき、より実行の

できるようなものにしていきたいと思っております。 

 

石川委員：１８ページの「イ：課題」の行変えがおかしい。ミスだろうが一応言っておく。 

１９ページの「②市民活動団体等の環境保全活動の促進」の末尾に「再掲」と書かれている。

上のものと同じものを使っているので「再掲」と。これがいっぱい出てくるので気になってし

ょうがない。だからといって文言を考えろと言われても困るが、結構たくさん出てくる。どち

らかを重点にして抜くというのは考えられないか。でなければ新しい言葉を考えるとか。 

 

事務局：実は私達も迷っています。ある１つの事業はある１つの目的ではなくいろんなところに

関係します。それを今は施策のところではそのまま「再掲」として出していますが、８～１２

ページの各基本目標の「達成時のイメージ」の部分にも以前は「再掲」が出ていました。たと

えばエコドライブは地球温暖化にもいいし環境教育にもなるしということで３つにわたって再

掲されていましたが、読み物として見た時に最初から「再掲」がたくさんあると読みづらいと

いう意見を受けてはずしました。ただ、そちらでははずしましたが、後半の施策の部分でも「再

掲」をはずしてしまうと全く見えなくなってしまうのでそのままにしています。でも何かいい

お知恵があれば。 

 

石川委員：統合してしまえばよいのだろうが統合すると恐い。たとえば「市民」と「市民活動団

体」が似ているからといって一緒にするといろいろ問題がありそうだし。しょうがないか。言

葉を微妙に変えるよりはそのまま再掲したほうがよいか。 

 

事務局：その方がわかりやすいと思います。しつこいようですがこの事業にはこういうものが関

連するのだよと強調する意味も含めて再掲とさせていただきたい。 

 

松本会長：まあ見映えは悪いがしょうがないでしょう。 

 

石川委員：読んでいくとちょっと気になる。 

 

松本会長：他の表現方法があればいいのですが。文言を変えるという意味ではなく、ただ「再掲」

ではなく「＜①市民の環境保全活動の促進＞にも出てきたのだよ」とぱっとわかるように。く

どくなるか。 

 

久保委員：１９ページに環境保全活動団体数が８３団体とある。それに対する詳細の文言が１８
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ページの現状のところにいろいろ書かれている。環境というのはかなりフラットなテーマなの

で活動の実態把握をするのは非常に難しいと思うが、少なくとも団体という意味で８３という

数が気になる。たとえば島村委員は市の組織としての公的な団体だが、これは環境保全の活動

なのだからもっと環境指針をより具体的に、市民だとか活動してアクションしているはずなの

でもうちょっと広がりをもって掲載することができないだろうか。ここのところに書いておか

ないと基本方針と言えない。対策と活動が乏しくなりそう。また、８３団体の平成３２年度目

標値を 100 にするのか 200 にするのか。こういう目標は示せないので空欄になっているのか。

実態把握などいろんな活動をきめ細かく。基本方針と施策という意味で。 

 

島村委員：こういった環境保全活動団体だが、圧力団体になる団体は作りやすいが自分らが自ら

環境を良くしようと努力する団体を作るのは非常に難しいと思う。そういう中で８３団体ある

というのは、さいたま市は良い方だと思う。なかなかこれをやってくれる人材は少ないと思う

ので。さいたま市には伝統があり、合併以前から市民がやっていた。そういう努力の結果こう

なっており、これは他の市町村ではあまりないと思う。行政側もいろいろ努力をしてお願いし

ているのだろうが、やってくれと言ってもなかなか簡単にはできないから目標値もなかなか設

定できないのだろう。数多くできればよいがなかなか難しい。 

 

石川委員：これは１８ページに書かれている「市民活動ガイドブックさいたま」に載せてあった

ものを拾ったらこうなりましたよという数字になっているようだ。 

 

事務局：はい。あくまでも市民活動支援室の方へ登録している団体実数と理解していただきたい

と思います。水面下で地道にやっている小グループや少人数の団体は当然数え切れないほどあ

ると思います。本来そういうものも含めるべきという考え方もあると思いますが、そこまでの

実態把握は私どもでは難しいところですので、あくまでも市民活動支援室に登録していただい

た団体数をもとに評価していきたいと思っております。 

目標値については誠に申し訳ありませんでしたが、所管課の方とまだ数値を詰めきれていな

いということで今回空欄とさせていただきました。最終的には実際に数値を入れさせていただ

きたいと思っております。 

 

松本会長：他の議題で進めたい人はいませんか。 

 

小野委員：２９ページ。 

 

松本会長：まだ「基本目標１」について何かあればということで、２６ページまでの話を。 

 

石川委員：２５ページの「１－５国際協力の推進」の中に「さいたま市では海外６都市と姉妹・

友好都市提携を結び、それぞれの都市と教育・スポーツ・文化等幅広い分野で」という文言が

ある。ここには「環境」という言葉が書かれていない。まあ「等」とあるからよいのかもしれ

ないが、突然これが出てくると「え？」と思う。せっかく環境のことを言っているのだから何
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かあればいいなと感じた。交流が多くなっていくのは確かだろうが、教育、スポーツ、文化と

いう部分が強調されている。 

 

事務局：さいたま市の組織に国際課があり、この文章は国際課と調整を図って現在のような表現

としています。これは一般的にＨＰ等で周知している言葉なのでぜひこれを使って欲しいと言

われており、現在記述している状況ですが、もう一度国際課に話をしていきたいと思います。 

 

石川委員：これは「環境基本計画」なのだから。 

 

松本会長：他に。 

 

小林委員：２５ページの真ん中あたりに「海外からの研修生の受け入れなどを積極的に行なって

います」とあるが、逆に海外へ行って市の職員が何か色々やっているようなことがもしあるな

らそれも書いた方がよい。現状はどうか。 

 

事務局：現在さいたま市職員が海外へ行っている例はあります。例えば、水道の普及ということ

で水道局から行っていますが、環境改善という視点よりは衛生面を良くするという視点で行っ

ています。そのため、ここに記述するのはいかがなものかという話をいただいているのでとり

あえず載せていない状態です。数は少ないですがさいたま市から海外へ技術協力で行っている

事例はございます。 

 

小林委員：そちらの方も推進すべきではないか。受け入ればかりでなく。 

 

小坂副会長：２１ページの一番下「②ビジネススタイルの転換」の最後の行に「電気自動車導入

に対して、インセンティブの付与を検討します」とあるが、「検討します」ということしか現状

では言えないのか。もう少し踏み込んで、たとえばエコカー補助金のようなことを検討します

というようなことが言えないか。無理だろうか。 

 

事務局：これも所管と詰めているところで、現状ではこの表現にとどめるという形になっており

ます。 

 

松本会長：４４ページの上から３行目にも全く同じ文章がありますが、ここでもやはり「検討し

ます」となっています。 

 

秋吉委員：先ほどから現況値と目標値の話が出ている。２３ページとか２５ページとか。２３ペ

ージの場合は目標値が数字で表されているが、２５ページでは目標値が「継続」となっている。

その他に２９ページにも表があるが、数字が出ているものもあるし出ていないものもある。２

５ページの場合は受け入れを継続するという意味で数字を書いておらず、その下の段も受け入

れることを継続するという意味で人数は書いていないのだと理解できるが、「値」という言葉を
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使うと数値を出さなければいけないように捉えられると思うので、「値」を書かずに「現況」と

「目標」にしたらどうか。数値があるものはその前の文言を読めば何を人数として表している

のかがわかるし「人」など単位も書かれているのでわかる。だからかえって「現況」と「目標」

にした方がよいのではないかという感じを持った。 

 

松本会長：具体的なイメージがちょっとわからないのですが。 

 

秋吉委員：たとえば２５ページの「表 3－1－5」には「現況値」と「目標値」があり、現況値が

１１人で目標値が「継続」となっている。その下も現況値が６３人で目標値が「継続」となっ

ている。これはこの人数を継続するという意味ではなく、おそらく受け入れを継続するという

意味だと理解するのだがそうなのだろうか。 

 

事務局：はい。委員ご指摘のとおりです。 

 

秋吉委員：そうするとこれは値をここに具体的に書いていないので、目標は「継続すること」な

のだと理解できる。２３ページ「表 3－1－4」の現況値の「１」というのは支援実績が件数と

して 1 件あるということ、その下の項目については 225 件あるということ。ここには目標値と

して１０と 300 という数字があるので「現況値」「目標値」としてもよいのだが、もしも表を統

一するのであれば「現況」と「目標」にして、個数とかそういうのは「人」のように単位を入

れるようにした方がよいのではないか。数字がはっきり出ているものと出ていないものがある

ので、表を統一する場合はそういうふうにした方が意味としては良いのではないかと思った。 

 

事務局：２５ページですが、ＪＩＣＡ研修生と海外研修生の受入数について目標値を管理してい

る所管に聞いたところ、その年の世界の社会情勢によって来たり来なかったりという現実があ

ります。大宮南部浄化センターでは、平成２１年度は６３人来ましたが平成２０年度は０人だ

ったそうです。ですからここで数値目標を挙げるのは難しく、「継続」という表現しかできない

と言われていますので、委員ご指摘の通り「値」という字を取るのも非常に良い考え方かと思

っております。先ほどの環境保全活動団体数につきましても調整はしているのですが、他力本

願といいますか相手方の都合等で数値が変わってしまうものについてはやはり「継続」とか「増

加させる」といった形で目標が表現できてもいいのかなと思っております。 

 

松本会長：では他の話題を。 

 

佐藤委員：２０ページのライフスタイルについて。たくさんの項目の中でこれが最も市民の日常

生活に近く感じられるものではないかと思う。下から３行目あたりに「情報を提供していく」

とあり、２１ページの①の中にも「情報の普及」とあるが、提供だけでなく積極的に市民の情

報を集めるようなことも盛り込んだほうがよいのではないか。一番わかっているのはそこで生

活している人だから。たとえば２１ページ①の２つめの項目に「近距離の移動には自転車の利

用や徒歩を呼びかけるなど、環境負荷の少ない移動手段への転換を推進します」とあるが、ど
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こを歩けば安全でどこが自転車では安全かというのはたぶん地元の人が一番よくわかっている

ので、そういうものを吸い取って集めてそういう情報を普及していくというふうにしないと、

市でこういうものを作る人がどこまで本当の実態をわかっているのだろうかという気がする。

そういうことを含めるといいのではないかと思う。 

 

秋吉委員：それに関連して。その時々に必要な情報については現場にいる人が一番わかる。その

点、最近ツイッターというものがある。ピクニックに行った先でここは危ないとか大丈夫だと

か、実際に今行っている人が情報を提供することによって他の人達がその情報をもとに行動を

変えるとか継続するといったことがかなり街の中では行われている。それを政策としてどう考

えていけばよいか具体的には今すぐ思い浮かばないが、そういうものも取り入れ、情報の提供

だけでなく情報を集めて必要な人が共有するというような、必要な情報の受け入れと発信とい

うことがうまく施策の中に取り入れられたらよいのではないかと感じた。 

 

松本会長：どうでしょう。市として動けるかどうかですが。 

 

事務局：必要なインフラ整備もありますので、ここに記述するのでなく審議会の委員さんからこ

ういう意見が出たということで所管の方に申し伝えたいと思います。 

 

松本会長：では他にご意見はありますでしょうか。あまりこの項目ばかりやっているわけにはい

かないので次の項目、２７ページ以降に移りたいと思います。冒頭の「２－１」については先

ほど窪田委員長から報告があり、それを「２－１」にはめこむと。文言の格調が高すぎてそぐ

わない面はありますが。では３１ページ、「２－２」からどうでしょう。 

 

小野委員：２９ページの②について意見が２つある。 

１つは３１ページの「都市の緑」とも関連するが、考え方は非常に結構だが、いわゆる普通

の都市公園の中に里山をイメージした水辺や雑木林などを作っていく必要があるのではないか

ということ。そういう点はさいたま市は遅れている。埼玉県にはそういう総合的な公園、雑木

林も水辺もあるという公園がある。近いところでは上尾市の丸山公園、遠くでは西の方のチホ

ウザン公園。そういうことももう少し考えた方がよいのではないか。中央区には雑木林がいっ

ぱいある。屋敷林も多少残っている。たとえば中央区の中央公園は大きいから、あの中に雑木

林や沼を作る余裕もある。今残っている雑木林を守ることも大事だが、さらに一歩進めて都市

公園の中にそういった雑木林や水辺を作る方向も考えていただければありがたい。どうしても

さいたま市の場合は水のある公園が少ない。 

それともう１つ。２９ページの文の一番終わりの方に「希少種、絶滅危惧種、天然記念物」

とある。絶滅危惧種は希少種の中の一部なので、「絶滅危惧種はじめ希少種」とした方がよい。

絶滅危惧種の考え方は国レベル、県レベル、さいたま市レベルでかなり違うから。県や国の絶

滅危惧種にはなっていないが絶滅しそうなものもあり、春のスミレ、夏のヤマユリなどはさい

たま市では絶滅しかかっている。国や県ではそうではないがさいたま市では絶滅の恐れのある

ものを守ってもらいたい。 
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松本会長：それを書き込むことが必要と考えてよろしいですか、この中のどこかに。 

 

小野委員：はい。 

 

事務局：今のは「絶滅危惧種をはじめ希少種」という並び替えにした方がよいというのがまず第

一のご指摘でしたね。 

 

小野委員：はい。 

 

松本会長：小野先生の話は基本計画の中に書き込んで欲しいということなのか、行政段階で意見

として処理して欲しいということなのか、どういたしましょうか。 

 

小野委員：説明が不十分で申し訳ない。国や県で決められている絶滅危惧種とさいたま市の絶滅

危惧種にズレがある。たとえば絶滅危惧種になっているシュランなどはさいたま市にはいくら

でもある。ところがヤマユリはもうほとんど少ない。だからさいたま市として絶滅の恐れのあ

るものを保護することを考えてもらいたいということ。 

 

松本会長：今のようなご意見を「２－１」の中に書き込むことができるかどうか。文言上は難し

いですかね。 

 

事務局：先ほど窪田委員長からご報告いただいた内容の中には市固有の絶滅危惧種が実際どこに

どうあるのか実態が把握できていないことが現状であり課題になってくるというご指摘もござ

いますので、さいたま市にこういう絶滅危惧種があるのだということがまだ実際よくわからな

いということで、そういう意味で今のご指摘は表現できるのではないかと思います。 

 

松本会長：わかりました。では次のご意見を。 

 

小林委員：先ほど３枚資料を「別途検討中」の部分に差し替えるということだったが、２９ペー

ジに書かれているような内容も３枚資料には書かれている。どこまでを差し替えるのだろうか。

３０ページまで全部差し替えるという理解でよいのか。 

 

松本会長：そういうことです。 

 

小林委員：そうなると先ほど小野委員がご指摘された里山の保全、活用、再生のことは全然入ら

ないということになる。だとすればこれは改訂ではなくある意味では改悪になるのではないか。 

 

事務局：２９ページの部分ですが、置き換えるのは①までのところです。②の里山の保全再生活

用、その裏のページまではそのまま残ります。ただ、先ほどの報告と多少重なるところがある
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ので、内容が変わらないよう配慮しながら若干文言の修正をします。その中で調整をさせてい

ただきたいと思います。 

 

松本会長：では次のご意見を。 

 

島村委員：２９ページの②について。再生というのはある行為を伴わないとできない。戦前まで

の里山はほとんどが鎮守の森を中心としていたが、戦争に負けてから全部占領軍に禁止されて

だめになり、その結果荒廃してしまった。有名な南方熊楠という植物学の先生はこの再生を以

前のように鎮守の森を復活させることにより以前のような状況に戻ると指摘している。付近の

住民が大切にするために絶対に手をつけないから昔のまま残った。宗教上ちょっと難しい面が

あるかなと思うが、こういうものを復活しないと里山の再生はできないのではないかと思って

いる。今はもう宗教上の多様性があるので難しいとは思うが、ご参考までに。 

 

小野委員：さいたま市内の雑木林は本当の意味では雑木林ではない。今のさいたま市内の雑木林

は 1950 年前後に伐採され、その後ずっと伐採がないから６０～７０歳の樹齢となっている。コ

ナラ、クヌギという雑木林の主な木は寿命がだいたい人間と同じなので、あと２０～３０年も

すれば高齢化で老化して倒れていく。さらに重要なことは、もう６０歳以上になっているので

ＣＯ2 を吸収する能力もかなり減っているということ。だからあと２０年３０年と経って雑木

林の古木がなくなってから考えるのでなく、雑木林の若返りを図っていく必要がある。私達も

実験的にやっている。雑木林の若返りも今後の検討課題にしていただければありがたい。 

 

松本会長：このようにゆっくりやっていくと全く終わらないということなので、「基本目標２」の

部分でどうしても言っておかなければならないことがあればお願い致します。このペースでや

っていくと全く終わらないので。 

 

島村委員：今話題になっている温室効ガスの排出量の削減、地球温暖化対策の推進について。 

 

松本会長：それは「基本目標３」のところですか。一応「基本目標２」の中でやっていきたいと

思うのですが。 

 

秋元委員：「２－２」の中のヒートアイランド現象だが、今年は特に大変だと思っている。特にさ

いたま市から熊谷市にかけて、熱中症で亡くなる方が全国の半分を埼玉県が占めている。今後

気温が上昇すればヒートアイランドはもっと増えて危険性も増してくると思うので、このへん

は埼玉県の特徴としての重点目標として大きく掲げてもらいたい。 

３５度を超えると熱中症にかかる人がかなり増えるので、その場合の予告や警告の発信、啓

発に力をもっと入れないと。さいたま市の環境においてはここらへんが大きなポイントなので

はないかと思っている。緑の問題、熱のかたまる場所、暮らし方などもいろいろあるので、ヒ

ートアイランドについては特に重要ポイントとして掲げてもらいたい。 
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松本会長：私も個人的にこの件はぜひ強調してこの本には載せておかなければいけないかなと思

った次第なのでぜひそのようによろしくお願いします。 

 

石川委員：３８ページでは「里やま」となっているが２９ページでは「さと山」。どちらかに統一

してもらいたい。私が考えると「里山」になるが。普通「里山」と漢字を使うのではないか。 

 

事務局：さいたま市内において「山」というイメージがないので。漢字で「里山」だと「実際に

は山はないじゃないか」ということになりますので。 

 

島村委員：私が子供の頃は山というのは全部森を指した。雑木林を。 

 

秋元委員：里山の定義では山は森を指すと聞いているので「里山」と漢字を使っても全然問題な

いと思う。 

 

松本会長：では「基本目標３」に入ります。 

 

小坂副会長：非常に瑣末なことだが、４１ページの文言の真ん中あたりに「二酸化炭素が全体の

98.1％を」と書かれているが、「図 3－3－2」の円グラフの数値を足すと 98.2％になっている。

四捨五入の関係だとは思うが統一しておいた方がよいのではないか。混乱を招くのではないか。 

 

秋元委員：その件でもう１つ。これは平成１９年度のデータだが、２０年度のデータがもうそろ

そろ出る頃だと思うので新しいデータに差し替えてもらいたい。 

 

石川委員：市民のエネルギー消費削減への意識の醸成のためにはさいたま市のエネルギーの収支

を明確にするといいと思う。これは提案だが。エネルギー消費の削減とエネルギー生産の拡大

を打ち出すのであれば、さいたま市のエネルギーの収支は一体どうなっているのかを明確に打

ち出し、自分のところで産出しているエネルギーがほとんどないのだ、皆さんほとんど他から

購入しているのだということを打ち出し、その上で具体的に減らすという考えにいかないとい

けないと思う。自然にエネルギーが他から入ってきて関係なく感じているようだが、市民とし

てそのぐらいの意識を持った方が削減・拡大につながると私は思っている。たとえば「図 3－3

－3」を見ると二酸化炭素排出量は家庭と業務で 53.5％と非常に大きい。このエネルギーを抑

えるには高気密・高断熱の住宅を多く作るしかない。あとは省エネ付きの施設と取り替えるし

かない。そういうことをはっきり打ち出した方がいいと思う。エネルギーの産出についてはあ

まりなく、焼却場の廃熱利用と太陽光などわずか。収支を考えたらたぶん数値にならないかも。

そのへんを書き出して市民に対してもう少し喚起した方がよい。あなた方はエネルギーをどう

考えていますかと。地域でできるものは地域で産出しましょうと。そういうことをもっと強力

に打ち出した方がいいような気がする。電力は全部東京から来ました、群馬から来ましたとい

う感覚で自然に来るものだと思っていたら意識は向上しないのではないか。 
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事務局：４３ページの中段にあります「再生可能エネルギーの利用拡大」の文言をもう少し強調

して？ 

  

石川委員：そう、もう少し強調して。自分達はエネルギーを使う一方で何もこの地域で作ってい

ませんよということを具体的な数値で示した方がはっきりするのではないか。あまりにも産出

量が少ない。この基本方針に出すかどうかはともかくとして、いろいろなパンフレットを出す

時もそういう観点でものを見た方がよい。地産地消という言葉もあるのに自分のところではち

っとも産出せずに消費ばかりだから。産出に向けて努力するということをもっと啓蒙した方が

いいと思う。 

 

島村委員：前回も申し上げたと思うが、排出ガスの削減については反対しないが日本のやり方に

は不満。排出ガスは日本だけの問題ではなく全世界の問題であり統一して考えなければならな

い。日本ばかり先走らないように。各国と同一の歩調でやっていかないと。万一日本が京都議

定書をそのままやって各国が同調してこなかった場合、日本の国民所得は半分になるというデ

ータを持っている。なぜアメリカやイギリスや中国が乗ってこないかというとデータがインチ

キだからだという。それは日本で作られたデータだから。最近これは表面化してきてちゃんと

したマスコミにも出ている。そういう中で闇雲にやって日本がだめになった時どうするか。環

境は良くなるし人間も良くなるが所得は落ちる、製造業はなくなるというところまで求めてい

るのか疑問に思っている。ここは各国と同一歩調をとりながらやっていただきたい。少なくと

もさいたま市にはその文言を入れていただきたい。この前も言ったので皆さんも覚えていると

思う。2030 年に氷河が消えてなくなるとか世界が砂漠化するとか、日本のデータは全部インチ

キだとアメリカやイギリスの学会ではっきり指摘されているし国連でもこれを議題として取り

上げるという。そういう中でなぜ日本だけ闇雲に突き進むのだろうという感じがする。こうい

う発言は皆さん方とちょっとニュアンスが違うが、やはり考えてもらいたい。 

 

秋元委員：「３－２：地球温暖化対策以外の地球環境保全推進」の部分だが、黄砂は考えなくてよ

いのか。年々黄砂が増えてきて、特に中国が乾燥化すればもっと今後黄砂が増えてくると思う

のだが。 

 

松本会長：対策が難しくてどうしようもないのでは。 

 

秋元委員：まあこれは酸性雨と同じで情報の発信しかできないとは思うが、こういうものもあり

ますよという情報発信は対策として必要なのではないか。 

 

松本会長：ありがとうございます。先へ進めたいと思います。４７ページに入りたいのですがい

かがでしょうか。「基本目標４」について。 

 

針谷委員：目標の設定について、４９ページ「表 3－4－1」に大気環境の保全に関する指標及び

数値目標項目、５３ページ「表 3－4－2」には同じく水に関する指標及び数値目標項目がある。
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見てみると４９ページの大気の目標には４つの環境基準達成率が並べてあるが、たぶん今の一

番の課題はその中の２番目の光化学オキシダントの部分だろう。１番目、３番目、４番目につ

いては現況も目標値も 100％というところを見ると、基本計画の中に取り上げて今後５年１０

年と施策を展開して行くのに一番重いのは２番目であろうと考える。 

５３ページの水の方については一番上に水質汚濁に係る環境基準達成率のパーセンテージが

掲げられており、その下に掲げる下水道普及率等を押し上げるとともに進めていこうという行

政上の非常に大きな目標となる部分なのではないかと思う。これはその下の「雨水貯留タンク

数」とはちょっと並べられない目標なのではないかと感じる。他の表もそうだが、同じように

並べて見ていただくのか、その中の重要課題はこれだよということで取り上げるのか、そのあ

たりのお考えを聞かせていただきたい。本当はこれが一番重要なのだよという重点的な目標を

掲げ、その他に指標としてこういう数値もありますよということで雨水貯留タンク数や産学官

の連携数のような相手によって変わってくるものを指標として設定するという位置付けがよい

のではないか。 

 

事務局：水質、大気の件で最も重要な目標はどれかということを出すかどうかについてですが、

先ほどヒートアイランドのところでも熱中症が非常に多いので重点項目として挙げたらどうか

という話がありましたが、今回の環境基本計画の中では特に重点は定めない方向で考えており

庁内にも周知しています。幅広く均等に扱うべきものも多いということでそういう書き方をし

ています。特に重要な点として掲げる内容については、たとえばそのページにコラムを設けて

注意を引かせて見ていただけるような工夫ができたらと考えています。 

 

針谷委員：もう１つ、目標の指標の書き方について。先ほども出ていたが、これだけをポンと出

すと現況値と目標値がどういう意味を持つのかわかりにくいので、このページに同時に載せる

か最後に載せるか、あるいはコラムのようなもので取り上げていただいてわかりやすく設定し

ていただけるとよい。 

 

石川委員：水環境について。５３ページ。水をきれいにしたいという感じなのだろうが、今は内

水氾濫が問題。集中豪雨があると３０ミリ降っただけでも氾濫する状態が各所にあるのにそれ

について書かれていない。雨水貯留タンク数はそれと関連するのだとは思うが、遊水地なども

はっきりさせておかないと今の状態だと３０ミリ以上降ったら完全にだめなところと、場所に

よっては５０ミリというところもあるが、もう３０ミリでだめなほど排水能力がない。そこを

なんとかここに入れる必要があると思う。 

もう１つ、小野委員からも出たと思うが、川があっても水がない。片方は溢れ、片方はない

という状況をどうするかということを総合的に考えないとだめだと思う。とにかく一番困って

いるのは間違いなく内水氾濫。何百ヶ所と出る。特に荒川など河川のある地域はほとんど。水

質を良くするという環境ばかり考えず、防災の面からも考えて対策する必要があるのではない

か。 

 

事務局：そちらは防災計画の方に入るかと。そちらと重複してしまう。 
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石川委員：「表 3－4－2」の雨水貯留タンク数とは何なのか。 

 

事務局：これは雨水利用の話。 

 

石川委員：だから結局そういうこと。各家庭の話ではない。 

 

事務局：これは学校の。 

 

石川委員：そうだろう。家庭ではどうも数がおかしいと思った。学校なら学校でよいのだが。 

 

小林委員：少し戻るが４３ページ「①温室効果ガス排出量削減の推進」と４４ページ「②自動車

環境対策の推進」の関係について。①の方に自動車の排気ガスのことが何も書かれていないの

がちょっと気になる。ここでは自動車の排気ガスについても触れて欲しい。②の中で書いてい

るからそれでいいということにはならないと思う。 

 

松本会長：それは事務局にお願いします。では「基本目標４」に戻りたいと思います。まだ検討

しなければならないということがありましたら。 

 

小野委員：水環境の問題で５２、５３ページについて２点意見がある。１つは、行政の方で一般

市民に対して「川をきれいに」と言っているのはよいが行政自身が生活排水を流し込んでいる

ということ。市民に対して「川をきれいに」と言いながら行政自身が流し込んでいる。流し込

んでもいいから流し込む時には一定の浄化装置を設けて欲しいと２０年前から言っている。で

も公共下水が間もなく普及して無駄になるからと言われ続けて２０年経ってしまった。特に見

沼田圃の場合は公共下水の普及が良くないので、そのへんも考えてもらいたい。 

もう１つ、さいたま市を流れる川には荒川は別として水源がない。芝川にしても加田屋川に

しても鴨川にしても。昔は自然の森があって湧水や雨水から川へ水が流れたが。浄化という意

味ではそういう水源のない川には見沼代用水からの導水が絶対に必要。見沼代用水は水が余っ

ているから、水源のない川には導水を今後ご検討願いたい。これは市というより県の問題にも

なるが一応意見を申し上げておく。 

 

島村委員：終末処理場の問題だが、日本のやり方は根本的に間違えている。アメリカ方式の下水

処理を導入したためにだめになった。なぜだめかというと処理の中にし尿が混じっているから。

し尿は本来土に返さないといけない。ところがそれを水に流してしまう。根本的に間違えてい

る。やるならし尿は別に処理すべき。そうでないと昔の日本の水には戻らないというデータが

ある。参考までに。 

 

松本会長：申し訳ないですが時間通りに終わらないといけないのであと１０分しかありません。

新しい項目、「基本目標５」に移りたいと思います。ここについてぜひコメントしなければなら
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ないことがあればお願いします。 

 

小林委員：これは確認だが、６５ページ「表 3－5－1」、市民 1人あたりのごみ排出量が現況値 800

グラム、３２年度に 780 グラムになっている。２０グラム減るだけ。こういう根拠がわからな

い。なぜ１０年後にたった２０グラムしか減らないのか説明してもらいたい。 

 

事務局：その下に「平成２９年度」というカッコ書きがあります。この計画は２９年度までに 

２０グラム減らすという計画になっております。資源循環の方で２９年度までに 780 グラムに

しますという計画があり、２１年度は現状 800 グラムで、残りの年度であと２０グラム減らし

ていくということです。２０グラムというのは単なる２０グラムではなく、リサイクルやリユ

ースをして資源の再利用も図りながら全体のゴミの量を１人換算すると２０グラムに該当する

ということですので。 

 

小林委員：説明が必要。このまま数字だけ書かれてもわからない。 

 

丸山委員：説明書きを書いた方がよい。 

 

小坂副会長：６６ページの上から３行目、「事業系ごみの自己処理徹底のために啓発及び指導を求

めます」というのはその通りだと思うが、不法投棄や処理が徹底しないということもずいぶん

問題だと思うので、もう少し強力にたとえば「強力な指導」「強力な対策」というのを入れた方

がよいのでは。それに関連して自転車の放置の話もだいぶ前の方にあったが、それも「撤去を

行う」ではなく「罰金等強力な対策を」というように少し強いことを書いた方がよいのではな

いか。 

 

事務局：所管と相談して再度調整させていただきます。 

 

秋吉委員：技術的なことだが書き方について。基本目標が全部で５つあるうち、１４ページの「基

本目標１」に続く文言の文字は普通の文字だが、２７、４２、４７、６３ページにある基本目

標２～５は全て文言が太字になっている。おそらく意味はないだろうが。 

また、文言が文章で「…します」と書いてあるが、通常文章なら最後に「。」が付くもの。こ

こはタイトルだから「。」をあえてつけないということなのだろうか。細かいことで申し訳ない

が。 

 

事務局：１４ページについてはワープロの操作ミスですので太文字に修正いたします。 

文章に「。」がつかないことですが、基本目標として掲げているという位置付けなので文章とし

て「。」で締めるよりスローガン的にした方がいいだろうという考えでおります。 

 

小林委員：６３ページに「もったいない心の醸成」と書かれているが、誰がどうやって醸成する

のか。市が音頭をとるとかそういう運動をするという意味か。 
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事務局：行政の方では、いろいろなイベント等を通じて声をかけていこうと考えています。しか

し、環境教育基本方針には「みんなで取り組む環境教育」と掲げているので、行政だけでなく

みんなでやっていかないと難しいと思いますので、ここにはそういう思いも入っているという

ことでご理解いただければと思います。 

 

小林委員：ぜひＰＲしてほしい。 

 

丸山委員：もったいないと思う心は市民誰しも既にみんな持っていて、その出し方がわからない

ということもある。だからもったいないと思う心の例題として減量するためのマイバッグ運動、

レジ袋を断ること、過剰包装を断ることなどわかりやすい言葉をちょっと書き添えてあげるの

もいいかもしれない。資源の再生利用で一番のできることはレジ袋を断ってマイバッグを持つ

こと。でもそれでどれだけ削減できるのかわからないし、それが最終的にゴミの有料化につな

がらないためにもいかに自分達がゴミを出さないべきかという問題にもつながっていくと思う。

一番基本的なレジ袋お断り、マイバッグのことを強調していただければ。自分達の心の中の問

題を市がやるというよりも、眠っている問題を引っ張り出してあげるということをやっていた

だけるとよい。 

 

島村委員：その通り。でもそれよりもっと付け加えたいのは、幼児の時、子供の頃にもったいな

い心をしつけるべきなので家庭教育をもっと充実しろということを付け加えた方がいいと思う。

みんな学校など他人のせいにするから。自分の子供に小さいうちにもったいないよという教え

を植えつけてあげるべきだと思う。それをここに一言入れておいた方がよいと思う。たとえ反

論を受けても。 

 

松本会長：今のご意見どうですか。他にご意見のある方は？では最後、我々がコメントできるか

どうかわかりませんが「第４章 計画の推進」について。これを読んでみてひとこと言ってお

きたいということがございましたら。 

 

小坂副会長：６９ページの上から３行目、「各部局が実施する施策事業が…」という部分について。

文言で書くとその通りだが、実際に進めるための進行管理、具体的事業へのブレイクダウンは？

７０～７１ページあたりに関連することが書かれてはいるが。実際の事業を進めるためには各

部課と協力するわけだが、そのあたりの具体的仕組みができるだけ見えるようになっていると

よい。戸田市が都市マスの実現を図る時、各関連部局との事業の関連性や仕分けを整理し、相

関図を作った。ものすごく複雑な相関図になっているようだが。緑を増やすといってもそれは

都市計画にも農業にも関係するというように、いろいろ事業は関連する。そこのところを整理

したものを見える化していただくと我々も市民もよくわかるし、みんなが実際に事業をすると

いうことがどういうことなのかもわかる。緑を増やすというのは実際はこういうことなのだ、

市民が協力する部分もあるのだ、というようなことがわかるような事業計画、進行管理を作っ

ていただきたい。 
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島村委員：いろいろ発言が出てもこれだというものはなかなか難しい。だから申し訳ないが正副

会長さんと行政側に細かいことは任せ、まとめてもらいたい。せっかく副会長の発言もあるの

で、それも含めてお任せしたい。 

 

事務局：副会長の意見に関しては環境白書等の方により具体的にどういう所管が関連しているか

具体化していければと思っております。検討させていただきます。 

 

３.その他 
 

松本会長：では時間になりましたので。後半は急がして申し訳ないと思っていますが、まだご意

見もあると思いますので、意見書でご意見をいただければと思います。事務局の方から何かあ

りますか。 

 

事務局：長時間にわたり議論ありがとうございました。次回開催はしばらくございません。今議

論していただいた基本計画の改定案やパブリックコメント等が終わり、年内にまたお集まりい

ただいて討議いただきたいと。年明けになるかもしれませんが、またはっきりしましたらご通

知申し上げます。今説明がありましたが、追加意見等があれば事務局宛にＦＡＸもしくはＥメ

ールでも結構ですのでお送りください。 

最初に説明がありました「一時配布資料」につきましてはこの場だけの資料ですので机の上

に置いたまま退席をお願いしたいと思います。 

補足ですが、本日の会議で出ました意見における修正、今後ＦＡＸ等でいただく意見につい

て必要な修正が生じた場合は再度検討させていただき、最後に市長決裁をあおぎ、冒頭で説明

のありましたとおり９月下旬ぐらいにパブリックコメントをやる前に皆さんのお手元には最終

案という形で修正版を再度送らせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

 

４.閉会 
 

松本会長：それでは終了といたします。ありがとうございました。 

 


