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【平成 26 年度 第１回 さいたま市環境審議会】 

日 時 平成 26 年 11 月 21 日（金）9時 30 分～11 時 50 分 

場 所 ときわ会館５階 501 会議室 

出席者 

（委 員） 

松村  隆 会長   西山 佳孝 委員   秋吉 祐子 委員 

川島  誠 委員   森田  博 委員   安部 邦昭 委員 

川池 芽美 委員   皆川美津子 委員   熊谷  明 委員 

小山 妙子 委員   田中 淑子 委員   大高 文子 委員 

小林 正治 委員   青木 節子 委員 

（事務局） 

環境局   三ツ木局長 

環境共生部 高橋部長 

環境総務課 中村課長、高力係長、矢田部係長、横山主査、中野主査、 

池田主査 

欠 席 
（委 員） 

川合 真紀 副会長  作山  康 委員   柳下 泰夫 委員 

開会前に委嘱式を実施 

１．開会 

事務局：大変お待たせ致しました。皆さん、おはようございます。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矢田部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  ただいまから、平成 26 年度第 1回環境審議会を開催させていただきます。 

なお、本日の審議会につきましては、委員定数 17 名のうち、現在 13 名の委員の出

席を頂いております。委員定数 2 分の 1 以上の出席がございますので、本審議会は成

立しておりますことをご報告させていただきます。 

それでは、会議開会にあたり、環境局長の三ツ木よりごあいさつをさせていただき

ます。 

三ツ木環境局長：おはようございます。環境局長の三ツ木と申します。よろしくお願い

いたします。本日は委員の皆さまに、大変お忙しい中、さいたま市環境審議会にご出

席を賜りまして、ありがとうございます。また、皆さまには平素より環境行政をはじ
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め、さまざまな分野でご活躍をいただきまして、市政にご支援、ご協力をいただいて

おりますことに、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。 

  さて、現在、本市では低炭素社会づくりとエネルギーセキュリティーの確保に向け

まして、災害時に避難所となります全市立学校 162 校への太陽光発電設備および蓄電

池の導入を平成 25年度からの 3カ年事業として推し進めているほか、住宅用太陽光発

電設備等への購入補助、あるいはメガソーラーの設置、さらには浦和美園地域におけ

る次世代自動車、スマートエネルギーの推進に鋭意取り組んでいるところでございま

す。 

  また、つい先日トヨタ自動車より究極のエコカーともいうべき燃料電池自動車、い

わゆる FCV ですけれども、この MIRAI の年内の発売が発表されました。またホンダか

らも FCV の来年度中の発売が発表されました。これらの利用段階で二酸化炭素を一切

排出しない水素エネルギーにつきましては、これからの地球温暖化対策に資するエネ

ルギーとして大いに注目をされているところです。 

本市といたしましても、これまでの電気自動車 EVと合わせまして燃料電池自動車の

普及、拡大に向けまして、インフラとしての水素ステーションの整備などに積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。 

一方、こうした地球温暖化対策やエネルギー対策のみではなく、ごみ問題、騒音、

悪臭といった日々の市民生活に密接に関わる業務につきましても、迅速に対応するこ

とで市民の皆さまが安心、安全に暮らすことができ、住んでみたい街、住み続けてい

きたい街と思っていだけるよう、これまでさまざまな取り組みを進めてきたところで

ございます。 

ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、本市では平成 19 年より、毎年、無作為

抽出の市民 5000 人を対象として、さいたま市民意識調査というものを実施いたしまし

て、各種施策の市民満足度等を調査しております。その中で、私どもの局のごみの適

正な処理、リサイクルの推進といった項目が数多い市の施策の中で 8 年連続、市民満

足度第 1位を占めております。昨年度の満足度は 41.2 パーセントでした。この数字は、

まさにご関係の皆さまの日々の努力の積み重ねであると深く感謝いたしております。 

そして、この 8 年連続第 1 位という結果の裏返しとしては、まさに市民の方から信

頼されている施策であることの証しであるとも考えられ、今後もその信頼感を損なう

ことのないよう、さらに充実させていくことが局としても責務であるというふうに考

えております。 

ぜひ、皆さまがたに引き続きご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

さて、本日ですが、さいたま市環境基本計画に基づきます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 26年版さいたま市環境白書案についてご審

議をいただきます。私どもといたしましては、内容的に毎年少しでもより良いものと

なっていくよう努めておりますので、どうか委員の皆さまにおかれましても、幅広い
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見地から忌憚のないご意見、ご要望等賜れば幸いでございます。 

結びに今後、寒さがますます本格化してまいりますが、皆さまのご健勝でのご活躍

を祈念申し上げまして、簡単ではございますがあいさつとさせていただきます。本日

はよろしくお願いいたします。 

２．議事  

（１）会長及び副会長の選出 

事務局： それでは、議事に入らせていただきます。まず、(1)会長および副会長の選出

をお願いしたいと存じますが、それまでの間、三ツ木環境局長が仮の議長を務めさせ

ていただきます。 

三ツ木環境局長：会長が選出されるまでの間、仮の議長を務めさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

  それでは早速ではございますが、会長および副会長の選出をお願いしたいと存じま

す。 

なお、会長と副会長の選出につきましては、さいたま市環境審議会規則第 2 条第 1

項の規定に基づき、委員の互選により選出するということになっております。 

それでは、会長および副会長の選出をお願いしたいと存じますけれども、どのよう

にいたしましょうか。 

「事務局にお任せしたらと思います。」との声 

三ツ木環境局長：他にございますか。 

「それでいいと思います。」との声

三ツ木環境局長：今、「事務局にお任せします」というご意見がありましたが、この形で

よろしいでしょうか。 

「異議なし」との声 

三ツ木環境局長：ありがとうございます。それでは、事務局としての案がありましたら、

お願いします。 

事務局：はい。それでは大変恐縮でございますが、事務局よりご提案させていただきた

いと存じます。 
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  当審議会の会長には、芝浦工業大学の教授といたしまして環境･エネルギー分野での

ご研究をされております松村隆委員を推薦させていただきたいと存じます。松村委員

さんには、前期に引き続き当審議会の委員にご就任いただいており、また、さいたま

市環境未来都市推進協議会委員もお務めいただいております。また、副会長には、本

日欠席されておりますが、埼玉大学の教授として環境生態学分野でのご研究をされて

おり、また、前期に引き続き当審議会の委員にご就任いただいております川合真紀委

員を提案させていただきたいと思います。 

三ツ木環境局長：はい。ありがとうございました。今、事務局のほうから、会長には松

村委員、副会長には川合委員との提案がございましたが、皆さま、いかがでしょうか。 

「異議なし。」との声 

三ツ木環境局長：よろしいですか。ありがとうございます。それでは松村委員、会長職

をお引き受けいただけますか。 

松村委員：はい。 

三ツ木環境局長：ありがとうございます。それでは、会長に松村委員、副会長には川合

委員を選任させていただきます。 

なお、川合委員は本日欠席されておりますけれども、事務局案を提案させていただ

く場合には、副会長に推挙させていただくことはあらかじめご了承いただいておりま

す。 

それでは、ここで会長さんが選任されましたので、これをもちまして、仮の議長を

降りさせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

事務局：では松村会長、進行をお願いいたします。 

松村会長：名簿を拝見しますと、今回、新たに委員になられた方が多く、前期から継続

となる私が選任されたのだと思います。座ったままで、すみません。どうぞよろしく

お願いいたします。 

先ほど局長さんからも市の重点事項というか、取り組みのご紹介がございました。

私もちょっとご縁があって、日頃、お手伝いをさせていただいております。大変ご尽

力とご熱心に環境も今、お進めいただいています。同時に局長さんのお話で、ぜひ忌

憚のないご意見を頂戴したいということでありましたので、従来からお引き受けいた

だいている方には、これまでの経過、また新たに今回、委員をお引き受けいただいた
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方には文字通り忌憚のないご意見を頂戴できればというふうに思います。今日、たま

たま副会長がご都合でお見えになられておりませんが、川合先生ともども会の進行に

努めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  今日、大量の資料がございますので、早速、議事に入りたいと思います。この審議

会は公開ということで進めさせていただいているようであります。今日は傍聴のご希

望はございましたでしょうか。 

事務局：本日の審議会には、傍聴希望者はございませんでした。 

（２）平成２６年版さいたま市環境白書（案）について

松村会長：傍聴の希望はなかったということでありますので、この後、早速、議事次第

に沿って始めます。それでは、お手元の議事次第で 2 番目にありますが、「平成 26 年

版さいたま市環境白書(案)について」を議題にしたいと思います。初めに事務局のほ

うからご説明をお願いいたします。 

事務局：それでは、さいたま市環境白書について、私、環境総務課の中野からご説明を

させていただきます。よろしくお願いします。すみません。失礼ながら、座って説明

をさせていただきます。 

それではまず、環境白書の具体的な記載内容に入ります前に、今回、最初にお話が

ありましたけれども、新たに審議会の委員にご就任いただいた方が多くいらっしゃい

ますので、環境白書というのはどういうものなのかというところから、説明をさせて

いただきます。 

こちらの 1 枚紙、カラーで印刷されています「さいたま市環境基本計画の全体像」

をご覧いただければと思います。資料をお持ちでない方はいらっしゃいますでしょう

か。大丈夫でしょうか。では、皆さん、よろしいでしょうか。 

まずこちらの本市の環境施策のおおもととなりますのが、こちらの紙の上半分に大

きく書かれております「さいたま市環境基本計画」でございます。この計画により、

本市が望ましい環境像として目指すのは、「自然と共生し持続可能な環境を未来ある子

どものために伝える都市
ま ち

」というものでございます。さらに、「望ましい環境像を実現

するための基本目標」ということで、その下に五つの基本目標を掲げております。 

次にあちこちに飛んで申しわけないですけれども、もう一つの環境白書の冊子のほ

うをご覧いただければと思います。表紙から 2 枚ほどめくっていただきまして、こち

らの目次をご覧いただければと思います。こちらの目次をご覧いただきますと、本編

の中心となります第 2 部、基本目標別の進捗評価、こちらに五つの基本目標が順番に

並べられております。環境に関するさまざまな施策が体系立てて整備されているとい

うことがお分かりいただけるかと思います。 
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また 1 枚紙のほうに戻っていただきまして、環境基本計画の進捗状況、こちらを点

検評価するのが今回、ご審議いただきます「さいたま市環境白書」になります。内容

につきましては、市の関係各課からの報告をとりまとめて編集したものになります。 

本日の環境審議会は、こちらの「さいたま市環境白書」のご説明をさせていただく

とともに、それに対します意見や提言をいただく場ということになっております。さ

らには、本日のご意見等を踏まえまして、完成した環境白書を市民、事業者に向けて

公表、情報発信を行いまして、意見、提言をいただくという流れにもなっております。 

なお「さいたま市環境基本計画」「さいたま市環境白書」ともに、おおもとの根拠に

なりますのは「さいたま市環境基本条例」になります。それぞれ基本計画のほうが第 9

条、環境白書が第 7 条、また、一つ記載が漏れていますけれども、本日の環境審議会

も第 27 条をそれぞれ根拠としております。 

では続きまして、「平成 26 年版さいたま市環境白書(案)」の具体的な内容について

ご説明いたします。先ほどの目次を再びご覧いただければと思います。目次をご覧い

ただきますと、こちらの本編が 3 部の構成になっております。第 1 部では、さいたま

市のあらまし、環境の現況、「望ましい環境像」の実現に向けてとして本市の概況なら

びに環境基本計画改訂版における施策体系や評価の考え方についてまとめております。 

次の第 2 部は環境に関する具体的な施策の情報になります。まず先ほどご説明しま

した「望ましい環境像」を実現するための五つの基本目標、さらにその基本目標をず

っと読んでいただくと 1-1、1-2、1-3 といったふうにより細分化して体系立てて施策

を並べております。環境白書の中では、いくつかの施策における数値を指標として位

置付けまして、環境基本計画進捗状況の中で尺度としても記載しております。 

続きまして、第 3 部。こちらは総括ということで、先ほどお話ししました各指標の

評価結果、また市民アンケートの結果、さらには以上のものを元にしました総合評価、

また、今後の取り組みについて記載をしております。 

目次を 1 ページめくっていただきますと、次のページがあります。こちらは資料編

になります。資料編については本市の関連する条例、組織図、事務分掌ならびに用語

解説を掲載しております。 

その下はエコ・ラムということで、これは環境に関するコラムを並べたものです。

第 2部の合間に環境に関したコラムを 9編ほど掲載しております。 

では続きまして、第 1 部から第 3 部、具体的な内容について説明をさせていただき

ます。今回は重要な点、とりわけ今年度新規に掲載している事項、また大きな変更が

生じるような事項を中心に説明をさせていただきたいと思います。 

では、初めに第 1部からになります。まず、4ページをお開きいただきたいと思いま

す。こちらには昨年の環境白書から引き続きまして、大気質や河川の水質について見

開き 2 ページで掲載しておりまして、参考となります基準値、数値なども記載してお

ります。 
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4 ページから 5ページは大気質の環境基準の達成状況を載せております。それぞれの

測定局の測定結果の数値、またその達成状況を○×で記載をしております。こちらの 4、

5ページの部分で、今年度から変更になったという点といたしまして、こちらの 5ペー

ジの右下に PM2.5 についての記載がございます。まず、この枠の中にいくつか書いて

ありますが、この枠の下のほうは測定結果ということで、測定局が四つ書かれていま

す。このうち真ん中の 2 カ所、大宮と城南は新設の測定局です。また、測定結果の上

に評価方法というのが書いてあります。「1年平均値が15μg以下(長期的評価)であり、

かつ、日平均値の 98 パーセント値が 35μg 以下(短期的評価)であること。」とありま

すけれども、昨年までは長期的評価のみを載せておりました。これを今年度からは短

期的評価との両面で評価するようにいたしました。PM2.5 については長期的評価と短期

的評価の両方を満たさなければ環境基準を達成したとすることはできないという所管

からの指摘を受けましての変更でございます。 

今度は 10ページから 14ページにかけての第 3章で、「望ましい環境像」の実現に向

けての所です。こちらは特に変更があったわけではないのですが、先ほどご説明しま

した環境基本条例および環境基本計画の策定については 10 ページに記載されておりま

す。 

また、11ページから 12ページにかけましては、先ほどご説明した環境基本計画の五

つの基本目標の詳細が記載されております。 

13ページから14ページにかけては、13ページに「4環境白書における評価の考え方」

という所がございまして、先ほど環境基本計画の進捗状況を測る尺度となります指標

を設けているということをご説明しました。その指標の設定の仕方、また評価の仕方

に関する考え方をまとめています。 

15 ページからは第 2部になりますが、例としまして今の評価について 19ページをご

覧いただければと思います。こちらに「さいたま市環境フォーラム」の平成 25年度の

実施状況および課題を整理させていただいております。このような例にのっとり、環

境白書ではそれぞれの事業の実施状況と課題を記載しております。また、こちらの例

で下のほうに表 2-1-3(指標)「さいたま市環境フォーラム参加者数の推移」という表が

あるのがお分かりいただけますでしょうか。こちらに○、△や×が記入された表がご

確認いただけるかと思います。これが指標となっている事業の数値であります。その

○と△と×、これがその評価ということになります。 

評価の基準について大まかなイメージとしては、○は順調に進んでいる、△は変わ

らないかちょっと下がっている、×はかなり下がっているといった解釈でよろしいか

と思います。 

では、第 2部。こちらも新規に記載しました事業についてご説明したいと思います。

ページが飛びまして、36 ページ、37 ページになります。平成 25 年度の新規事業とし

てコミュニティサイクル事業があります。こちらも基本目標 1-3「ライフスタイル転換
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の促進」、①「ライフスタイルの転換」のカテゴリーに追加して、コラムを掲載してお

ります。これは一言で言いますと、有料の自転車レンタルということになります。レ

ンタル自転車自体は珍しいものではないのかもしれませんけれども、市内に 20 カ所、

サイクルポートと呼ばれます拠点を設けておりまして、そのポート内でしたら自由に

乗り捨てができるということが特徴です。また、皆さんも実際、お持ちの方が多いと

思いますけれども、Suica や PASMO、この辺を使いまして簡単に決裁ができるといった

利便性が大きな特徴となっております。 

では、続きまして 45 ページになります。こちらも平成 25 年度の新規の事業になり

ます。超小型モビリティ事業です。こちらもこの項目自体は既存のものですが、基本

目標 1、こちらの次世代自動車、スマートエネルギー特区。こちらの中にこの超小型モ

ビリティ事業について追記させていただいております。こちらですが、いわゆる国の

特区事業ということで先行的に地域を限定して行っているものです。軽自動車よりも

よりコンパクトで小回りの利く電気自動車を導入しまして、試乗会や有料での貸し出

しを行っています。この有料の貸し出しは今年の 10 月から行っており、超小型モビリ

ティの普及、促進を図っていこうというのがこの事業の目的でございます。 

45 ページの超小型モビリティについての記載ですけれども、下のほうに写真が載っ

ていると思います。その写真の左隣に「低炭素型パーソナルモビリティの普及」とい

う所に簡単に記載をしていますが、これだけですと少ないので、47 ページに丸々1 ペ

ージを使いまして、コラムを掲載しております。小さくて分かりづらいのですけれど

も、この真ん中の写真がこの事業で導入しました小型自動車になります。 

続きまして 76 ページをご覧ください。こちらは以前より継続的に行っていた事業で、

遊休農地対策についてです。こちらを基本目標の③「農地の保全・活用」の中に新規

で掲載をいたします。こちらについては、今まで漏れていたというのが、まずありま

す。また、この所管であります農業委員会の方のご要望もいただいたということで、

今回、掲載しております。実際に耕作されずに放置されております遊休農地は、平成

25 年度は 506 件ございまして、これらに適正管理の通知を送っている状況で、なかな

か現場でも対応に苦慮しているというところがございます。制度の周知等も含めまし

て、こちらに掲載するということでございます。 

続きまして 140 ページをご覧ください。こちらは平成 25年度の新規事業になります。

小型家電リサイクル事業というのが、こちらの下のほうにあります。こちらは基本目

標 5のカテゴリーに追加しまして、141ページにコラムを掲載しております。この事業

は平成 26 年 1 月から実施しておりまして、141 ページの絵のような小型の家電製品お

よび電池の専用の回収ボックスを市内の公共施設 50 カ所ほどに設置しました。写真が

見づらいですが、140 ページの下のほうに載っております回収ボックスに投入してもら

うことで、適正なリサイクルを行おうというものです。 

では、すみません。また先ほどの目次にお戻りいただきたいと思います。目次の 2
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ページ目になります。コラムについてです。目次をご覧いただきますと、コラムが九

つ並んでいるかと思います。こちらのコラムのうち、一番上と一番下を除きました 2

番から 8番までの七つが今年、新しく記載した内容になります。 

続きまして、今度は第 3部の説明をさせていただきます。154 ページ以降が第 3部に

なります。既にご説明はしましたが、環境白書では指標の目標値に対しまして進捗状

況の評価、また市民アンケートによる評価を行うこととしております。第 3 部は「総

括」として、指標の評価結果、市民アンケート結果、今後の取り組みなどについて記

載しています。 

154 ページと 155 ページには、第 2 部のそれぞれの評価の対象となる指標の平成 25

年度の達成状況を、基本目標ごとに一覧にしたものでございます。 

次の 156 ページの表 3-6 は「指標の見直し等」についてで、こちらには環境基本計

画の指標の見直しの経過を把握していただけるよう、一覧として掲載しております。

こちらの見直しの一覧の一番左の列に※印の付いた通し番号を振っております。今回、

平成 26 年版の環境白書では、※印の 1番、4番、6番、8番、9番、10番で指標の見直

しを行っております。この理由は、それぞれの分野での事業計画等の変更や新規策定

等によるものでございます。 

続きまして 157 ページ以降です。こちらは 1000 人の市民の方を対象に行いましたア

ンケートの結果になります。このアンケートは平成 23年版の白書から、同じ項目につ

いて調査する形で実施しております。過去 4年の結果が分かるように並べております。

アンケートは各区の人口割合と一致するように合計 1000 人分のデータを採取しており

ます。 

結果といたしましては、この 157 ページ、「Q1.基本目標 1 から 5 の進捗状況につい

て、どうお考えですか。」という問いについては、それほど大きな変動はありませんで

した。 

続きまして、「Q2.Q1 の進捗状況を踏まえ、さいたま市が目指す『望ましい環境像』

の実現に順調に近づいていると思いますか。」という問いにつきまして、隣の 158ペー

ジを見ていただきますと、年によってアップダウンというのがありますけれども、平

均すると大きな変動はないと考えます。ただ、望ましい環境像に「あまり近づいてい

ない」という意見が今後、継続的に増えるかどうかについては注意していく必要はあ

るかもしれません。 

質問の 3 はそれぞれの施策への関心度についてで、こちらにつきましては、昨年度

と比較すると数値的には極端に大きな違いは出ていないと思われます。 

続きまして、159 ページの質問 4。「『生物多様性』という言葉の意味を知っています

か。」ということになります。こちらの認知度につきましては、正直申し上げまして年々

減少している傾向にあります。特に「聞いたこともない」という人が増えていること

は、今後、周知方法などを含めまして検討が必要と考えられます。 



10 

次の 160 ページ以降につきましては、先ほどの指標の評価結果、また市民アンケー

トの結果などを踏まえまして、昨年同様に総合評価と今後の取り組みということでま

とめております。 

以上が本編のほうの説明になりまして、最後に資料編の主な変更点についてとなり

ます。資料編からまた新たに 1 ページからページを振り直していますけれども、こち

らの資料編は特に大きな変更はありません。ただ、こちらの資料編の 11ページをお開

きいただきますと、用語解説というのがあります。こちらの用語解説ですが、完成版

では用語ごとにどのページに掲載されているのかというページ数を振って、この用語

解説から本編を逆引きできるようなものにしたいと思っております。ただ、現在編集

作業の途中になっておりますので、まだページが変わる可能性もございますので、現

時点のページは表示しておりません。最終的に完成版の段階で、それに合わせて修正

をすることになっています。 

内容についての説明は以上になります。表紙のほうの説明をさせていただきたいと

思います。こちらの表紙ですが、小中学生を対象としました環境保全標語ポスター作

品コンクールで入賞しました特選の作品を使用しております。表表紙はそれを使いま

して、裏表紙のほうは昨年も使いましたが、「望ましい環境像」のイメージ図を掲載し

ております。 

では、最後に今後のスケジュールになります。本日の審議会でご審議いただきまし

たご意見の検討を行いまして、内容を調整し、冊子としての体裁を整えまして、12 月

中に印刷作業をする予定でおります。冊子として出来上がり次第、委員の皆さまにご

送付させていただき、またホームページ上で公開をしたいと考えております。 

環境白書についての説明は以上となります。では、ご審議のほど、よろしくお願い

したいと思います。 

松村会長：それでは、ここから委員の方からご意見を頂戴したいと思います。 

初めにこの環境白書のご説明をいただきましたが、そのイントロダクションや全体

像、きょうの議論の位置付けについてのお話もありましたので、まずこちらの資料に

ついてご質問なりございましたら、確認をした上で実際の環境白書の中身について議

論、あるいは質問に移りたいと思います。 

では早速、先ほどご説明をいただいた環境白書(案)です。これは結構、大部であり

ますので、最後に全体の議論を時間が許せばやりたいと思います。目安として第 1 部

があって、第 2 部も目標を軸にしています。そんなところをひとくくりにして、ご質

問なり、ご意見があれば頂戴をしたいと思います。具体的なご意見がありましたら、

できればページ数なども言っていただいてご指摘をいただければと思います。ご意見

のある方、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 
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熊谷委員：2ページ目です。人口の所のグラフですが、ミスだと思います。縦軸に掛ける

千人と単位を入れないといけないと思います。 

松村会長：2ページですか。 

熊谷委員：はい。2ページの縦軸です。人口と世帯数ですけれども、数字を振ってある所

の単位が、掛ける千人と書いておかないと。 

松村会長：はい。図の 1-5 ですね。 

熊谷委員：そうです。 

事務局：申し訳ありません。修正させていただきます。 

松村会長：確かに軸はそうですね。グラフの中身は本文を読めば分かるけれど、サイエ

ンティフィックに書いていないから、委員ご指摘のとおりに直しておいてください。 

事務局：はい。ありがとうございます。 

松村会長：他にございますか。 

熊谷委員：いいですか。 

松村会長：追加でいいですよ。どうぞ。 

熊谷委員：4ページ、5ページの所の表現ですけれども、先ほどご説明があったように見

方として前年度比で良くなれば○、同じだったら△ということになっているとありま

す。それは 13 ページまでいって初めて分かります。13 ページの一番下で、前年度より

良化していれば○、同等だったら△。ここの 4 ページを見ますと、全部そこは○です

けれども、つまりこれは唐突に○がきても、何だと思うのではないでしょうか。 

事務局：そちらは 4ページの左上のほうに記載しております。市内 10カ所の一般環境大

気測定局における各物質の平成 25年度の測定結果および環境基準達成状況を○×で示

しています。 

熊谷委員：そういうふうに見ました。それでここを見ると、いわゆる△も×もないわけ
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です。 

事務局：このページは○×のみで、△はございません。 

熊谷委員：そうしたら、こんな印の○でなくて全部基準は達成しているわけだから、○

の所は○×じゃなくて、基準値の達成などと言葉を入れたほうがパッと見て分かると

思います。ここは全部、最後のところまでどうせないわけだから、言葉で基準値達成、

○ではなくて、そういうふうに入れたほうがパッと分かりやすくなるかと思います。

達成していますよということです。 

松村会長：達成状況の表記をどうするかということだと思います。 

熊谷委員：13 ページ以降はいっぱいあるから、前年度と対比して○×という印でいいと

思いますけれど、ここは達成です。 

松村会長：今のところで他にご意見ありますか。あまり会長が言ってはいけないと思い

ますが、熊谷委員のご指摘はそのとおりです。確かに書いてあることは書いてあるけ

れど、読んでいると見落としてしまいます。別の見方をすると、読み手からすると○

×で書いてあったほうが分かりやすいかという感じもします。4ページの頭の所は、読

み飛ばしてしまいます。水の所は基準達成、達成率と書いてあります。かっこの中に

基準達成って書くのが分かりやすいのか、あるいはこの 5 ページの根岸とか自排局の

所のちょっとしたスペースを使うのがいいのか分からないけれど、少しでも見やすい

工夫を事務局のほうでお願いしたいと思います。それでよろしいですか。どうぞ。 

事務局：熊谷委員のご意見を踏まえまして、事務局のほうで、より見やすい方策という

ことでご検討させていただきたいと思います。 

松村会長：他にどうでしょう。 

小林委員：ちょっといいですか。 

松村会長：どうぞ。 

小林委員：3ページに戻っていただけますか。3ページの一番上の 2行目。「最近の特徴」

と書いていますけれど、ずっと「最近の特徴」という表現を使っています。だいぶ時

間がたってきましたので、「最近の特徴」という表現はやめたほうがいいのではないで



13 

しょうか。平成 17 年からずっと軽自動車は増えているわけですから、「最近」という

のは変な話ですね。分かりますか。去年の白書にも「最近の特徴」とありました。ず

っと「最近の特徴」と書いてあるから、もうそろそろこの言葉はやめたほうがいいで

す。 

松村会長：確かに最近といえば、最近です。今のご指摘は、間違いではないけれど、グ

ラフに則した表現にしたほうがきっといいということです。 

小林委員：増加が続いています、ということですよね。 

松村会長：小林委員の案です。例えば、このグラフを単純に見れば、平成 17 年度以降と

か、より具体的に書くほうがいいということではないですか。例えば一つの提案です。 

個別にご指摘をいただいて、後はできるだけ委員のご意見にかなう形で直していた

だければと思います。特にここはちょっと難しいというのがあれば、事務局から私の

ほうに返していただければと思います。他にいかがでしょうか。どうぞ。 

安部委員：各事業について指標を設けて、それを評価しているということですね。対前

年比であるとか、そこの辺りというところで、重要なのはその指標が正しいかどうか、

適しているかどうかだと思います。156 ページにあるように指標の見直しが行われてい

るというのはとても素晴らしいことだと思うのですけれども、さらに見直しを進めて

いく可能性ですとか、プロセスですとか、こういうのはどう考えればいいでしょうか。

どちらかというと事務局への質問です。 

松村会長：そうですね。これはぜひ、事務局からお願いします。要するに、今のご指摘

は具体的な指標、目標を設定して、それで進捗状況を評価するというのはいいことだ

と思います。実は僕も個人的にいくつかあります。先ほどの話ではないですが、世間

が変わるから、指標そのものも見直したほうがいいと思います。そういうことも出て

いると思いますが、それについては、いかがでしょうか。一部変わったものというこ

とがあるけれど、それについてどんな考えでいるのですかというのが事務局に対する

質問であります。 

事務局：毎年、この環境白書を作成するときに、指標が適正かどうかというのは各所管

のほうに確認をしていただいております。そして、先ほどの説明の中にありましたが、

上位計画などが変更になりますと、これに整合をとって変更をしております。 

ただ、全体的な見直しとなりますと、環境基本計画、こちらは平成 22 年度に策定し

たものですが、おおもとの計画を見直す、大枠で大きな修正を図っていきたいと考え
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ております。こちらの基本計画の改訂は今のところ予定をしておりませんが、環境基

本計画の改訂に合わせて、全体的な見直しというのは図っていきたいと考えておりま

す。 

安部委員：そうなると、今書かれているそれぞれの事業ですとか、評価軸というのが別

の上位計画があって、そこに記載されているものに基づく場合は、上位計画が何であ

るかとか、関連する委員会ですとか、審議する場っていうのはどこにあるのかってい

うのが分かるといいと思います。ここで言うべきことなのか、そちらで検討していた

だくようにするべきことなのか、意見なら多分たくさん言えると思うのですけれども、

どこについて言えばいいのかというのがあります。白書自体に全部書くかどうかはさ

ておき、今、ここで審議するにあたって、どこまで口出しをしていいものかという判

断基準になるようなものがあったらうれしいと思います。 

松村会長：今のご指摘は要するに、白書という環境基本計画の他の計画との関連ですね。

上下だけではなくて、左右、水平的な関係も含めて、どうかということだと思います。

それはこの基本計画のどこかを見れば分かるのですか。きちんと基本となる振興計画

みたいなものがあるのですよね。なければないで、口頭でお話しいただけますか。 

事務局：他の関連する計画との関係につきましては、本日、机上に置きました環境基本

計画の 84ページからをご覧いただければと思います。こちらに当初、この計画を策定

する際に、なぜこの指標を選定したのか、目標値はどういうものなのかという一覧と、

一番右側の欄にこの基本目標と関連する計画ということで、関係する計画があるもの

につきましては、黒い丸が付いております。このような形で、当初、整理をしており

ますが、その後、個別に書いてある関連計画が見直されたものもございますので、若

干、相違するものがあるかもしれませんが、目安としてこちらの関連計画をご覧いた

だければ分かるように記載をしているということになっています。 

松村会長：こちらを見れば、分かるということのようです。 

安部委員がおっしゃるとおりです。あまり会長が言ってはいけないのかもしれませ

んが、私は個人的にはきょうは局長さんが忌憚のない意見と言ったので、忌憚のない

意見を言えばいいのだと思います。事務局のほうも、ご自身で受けられるところは受

けていただいて、受けられないところはお伝えいただくというふうにしたほうがいい

と思います。 

これはもう来月には印刷したいというお話のようですから、無理のない範囲でいい

ですから、各種の位置付けをもうちょっと分かりやすく書いてあればいいという気が

します。 
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あるいは、他の計画との関係を示したポンチ絵が 1 枚でもあれば、ずいぶん市民の

方の理解が助けられるのではないかと思います。これが無理であれば、公表されると

きにどういう位置付けのものですというのが分かるように出していただきたいと思い

ます。 

秋吉委員：すみません。今の関連ですけれども、例えば総合振興計画とか、ここに目標

値と関連する計画がありますけれども、これが文章になっているのが望ましいと思い

ます。それを見れば分かるというような出典があるといいのではないかと思います。 

安部委員：すべからくこの環境白書を誰に見てもらうのか、どう使ってほしいかという

ところだと思います。それぞれの項目について、平成 21 年から数字が変わっていって

いるというのを個別に見るにはいいのですが、全体像を見たり、自分に何ができるの

か、どういう動きをすればいいのかを考えるのにはやはり皆が専門家ではないので、

用語を全部解説しろとは言いませんけれども、どこが根拠なのかなど、つながりとい

うのが分かるようにしていただけると、より使っていただけるのではないかと思いま

す。 

そういう意味では、この白書自体を読む会みたいなもの、例えば毎月、読書会みた

いなものをやるなど、そういうのも必要かと思います。白書自体の評価というか、そ

ういうのもあるといいのではないかと思います。例えばコラムを入れるなどで読みや

すくなっているとは思いますけれども、より使っていただくという視点でもっといろ

いろな工夫ができるのではないかという気がしています。 

松村会長：その辺はどうですか。どうぞ。 

青木委員：忌憚なくということと、この白書をよく熟知していないところがあり、意見

を言いにくいのですけれども、単純な質問です。白書の様式というのは決まっている

かもしれませんが、これは今、安部委員さんがおっしゃったように誰が見るかという

と、本当に白書というのは専門家が見るのではないかというふうに私たちは思ってい

ました。もっとより深く市の環境のことを知りたかったら、これを取って読まないと

いけないと思うのですが、難しいというので手に取りにくいです。まず、環境基本計

画では、市の環境のこれからの狙い、すなわち環境像を謳っていますね。この白書に

も、その望ましい環境像をまずドーンと置いておいたらどうかということがまず一つ

です。 

  それからもう一つです。自然という言葉、私も何気なく使っています。しかし、自

然とは何かと言われたときに答えられませんでした。ですから、「自然と共生し」と言

う場合の「自然」とは何かをどこかで謳っていただきたいと思いました。 
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  それからもう一つ、私のポイントをついた関心があります。先ほど生物多様性のア

ンケートがありました。159 ページです。「生物多様性という言葉の意味を知っている」

というのが年々減少しているというお話でした。減少していることに対して、この白

書ではどのような計画を策定しているのかを、皆さんに分かりやすく記述してはどう

かと思いました。生物多様性の団体の方もいらっしゃるのに表現が下手ですけれども、

自然との共生というのは、とても素晴らしいことだと思います。3年計画と聞いていま

すが、皆が関心を持ち、そして調査範囲が広がるのには時間がかかると思いますけれ

ども、今、実際にトンボとチョウでは調査が行われています。目に見える目標ではな

いけれども、文言で目標をぜひ入れていただきたいと思います。言葉足らずで表現が

乏しいので、分かっていただけたかどうか分かりませんが、よろしくお願いします。 

大高委員：ちょっと意見ですけれど、よろしいですか。私はこのさいたま市環境白書と

いうのは、さいたま市に住んでいて、さいたま市の環境がどうなっているかをより深

く知ることのできるものだと思っております。そのように私も利用してきました。で

すので、やはりさいたま市民が何年か前はこうなっていて、今、変わってきて評価さ

れているという部分が一目見て分かるような記述があればいいと思います。 

その中の内容について一つだけ私が意見を言いますと、133 ページに PRTR 法に関す

る化学物質の記載があります。さいたま市から出されているいろいろな冊子には、家

庭から排出されている化学物質について考えてみようというのがあります。これに対

して環境白書における PRTR 法の記載がこれでいいのかというのを、ぜひ検討してほし

いと思います。私の意見としてはそのように思っております。よろしくお願いします。 

松村会長：必要があれば、まとめて事務局のほうからお考えを伺いますが、他にご意見、

いかがでしょうか。 

青木委員が言葉足らずと言われましたけれど、実は私も同じで、今回は難しいと思

いますが、全体を通じて課題の書き方を工夫されるといいと思います。白書に入れる

のは、私が周知している範囲だと、必ずしも環境局が全部やっておられるわけではな

いです。他の部局の対策もまとめて書いておられるようです。白書に入れることが可

能かどうかは別にして、課題というよりも、なぜうまくいかなかったのかというのを

よく分析していただくことですよね。うまくいかなかった場合に、目標そのものを見

直したほうがいいということもあるかもしれません。例えば、これは別のところでお

手伝いしていることですが、緑地保全をする場合は相手がいらっしゃいますから、い

ろいろな事情で、お役所の都合でうまくいかないわけですよね。だから、いろいろな

ケースがあるので、こういう指標で年次推移を追うというのはすごく大切であると思

います。なぜうまくいかなかったのか、分析が必要ということです。 

私が以前やっていたこどもエコクラブは、ずっと下がっているでしょう。あるいは
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生物多様性は、愛知の会議が終わって、あの頃はずっと報道されていたけれど、その

後駄目になったかもしれません。なぜかという分析を事務的によくされています。他

の部局にも進捗状況をきちんと聞いて、目標そのものを変えたほうがいい場合もある

かもしれません。その一方で、どうしても行政のほうでやってほしい場合もあるかも

しれません。きちんと分析をされると、この白書が対策の後押しになるということを、

きっと言っておられると思います。 

私どもの任期はいつまででしたか。 

事務局：2年になりますので、平成 28年の 11月 20 日です。 

松村会長：あと何回、この白書を僕らは見る機会がありますか。来年と再来年ですか。 

事務局：来年ですね。 

松村会長：1回だけですか。 

事務局：26 年度は、日程的にもう１回程度でしょうか。 

松村会長：いずれにしても、環境は待っていてくれません。他にもこれからご意見を出

していただいて、来年まで、次回でいいです。来年まで何もしなくていいということ

ではなくて、次の白書を出すまでに、いろいろ直せるところはご尽力いただいて、う

まくいかなければその次でもいいです。そういうふうにしていったら、どうですか。

さっき、読む会を開いたらどうかというご提案がありました。そういう具体的なご提

案については、できるだけお願いします。 

質問しようと思ったのは、ご意見、ご感想をお聞かせくださいという紙が入ってい

るではないですか。意地悪な質問になるからやめようかと思ったのですが、去年、ど

のぐらい意見があったのかというのを僕は伺おうと思っていました。ご意見をいただ

くほうがきっと良いです。読む会かもしれないし、他のやり方があるかもしれません。

まず読んでいただかないことには、ご批判をいただかないことには、どうにもならな

いです。 

私、先ほど前半部と言いましたけれど、他にも気になる点をきっとお持ちだと思い

ます。ご意見があれば、どうぞ。 

小林委員：ちょっと今までのお話、聞き漏らした可能性があって申しわけありません。

まず、きょうのこの話し合いですが、いただいた 26 年度版の環境白書はいつ発行され

る予定でしたか。もし近々に発行されるのであれば、中身をどうこう言ったって、あ
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まり意味がないです。修正する時間がないでしょうからね。そういうことで、この中

身を検討して、発行するまでに修正できそうなところがあったらやってくださいとい

うのが、きょうの目標でしょうか。そうであれば、そこだけやればきょうはそれでい

いですね。 

ただし、来年度にまた作るのであれば、どういう形で作ったらいいかということで

す。基本的にはどういう問題を解決しておけば、それが来年度の白書につながるかな

ど、そういう話をしたらどうかと思います。それで、年間何回ぐらい会議を開いて、

どういう形でいくかというのをまず決めたらどうかと思っています。いかがなもので

しょうか。 

事務局：環境白書も今、発行日の関係で非常にタイトなスケジュールで作らざるを得な

いという状況になっています。小林委員さんのご指摘のとおりです。 

実はこれまでは次年度といいますか、3 月ぐらいに発行していた経緯がございます。

ただ、前年度版を翌年度に入ってしまうぐらい遅い作成状況でいいのかという意見が

事務局にもございました。今、早めて 12月という状況にあるというのが環境白書の作

成状況でございます。 

当然、こういう審議会で出たご意見というのは、極力、この 26年版に反映させたい

ところでございますが、そのスケジュールの関係もございますので、なかなか全部の

ご意見を反映させるのは非常に難しい点がございます。次年度には極力反映させてい

きたいというふうに考えています。 

松村会長：今のことにまた僕が言うのもなんですが、きっと事務的にはこういうことで

す。表紙をご覧いただくと 26 年度ではなくて、平成 26 年版と書いてありますよね。

26 年版を作るために、平成 25 年度のデータを使います。平成 25 年度のデータという

のは、その年の 3月いっぱいに測定が終わって整理をするので、きっと 26年の夏前ぐ

らいに全部局のものが上がってきて、それから作業をするので、どうしても秋が深ま

った時期でないと前年度、要するに執筆の前提になるデータがそろわないという事情

があります。 

例えば先ほどのご指摘は、審議会は 1 回きりでこの先もやっていくのですかという

お話ですね。僕はなんとも言えないので、今日、お答えが難しければ、この点につい

て他の委員さんに別のお考えがあれば別ですけれども、1回でというのはどうも少ない

のではないかというのがご意見のようです。2回がいいのか、3回がいいのかというの

はまた別にして、12 月になってしまうかもしれないし、やはりこういうのは印刷前に

直せるものというのは、限られるというのは先ほども申し上げたような、それはもう

事務的というよりも物理的にデータがまとまらなければ仕方がないということです。 

回数をどうするかっていうのは、ちょっと複数回できないかというご意見があった
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ということで、タイミングなどは事務局で予算やいろいろな関係もあるでしょうから、

ここでお答えいただく必要はないと思います。一度、お持ち帰りいただいて、ご検討

いただければと思います。 

川池委員：いいですか。 

松村会長：どうぞ。 

川池委員：できれば多分、4月や 5月、白書の作成に入る前にこういう項目、前年度を見

たけれど、私も昨年は出席しませんでしたが、一昨年度意見したものが「コラムで入

れられるようだったら入れます。ご意見は次年度以降に考えます」と言われて、入っ

たのか、本当に次年度以降に引き継がれているのかという印象を持ちました。多分、

異動もあると思います。4 月、年度初めに白書という事業が始まる頃に意見を出せて、

こういう項目にしたらどうかというふうにしたほうが、12 月になってひっくり返すと

いうことがなくなるのかなというふうに思います。ただ、4月、5月、皆さんも忙しい

かもしれませんが、意見としてはあります。 

  あとすみません。1点だけ細かいことがあります。 

松村会長：どうぞ。 

川池委員：ちょっと気になったのですが、前年比較と基準年度を設けていますが、これ

は 1 回見直されたほうがいいと思います。増えているのに△になっていたり、○×△

がグチャグチャなところがあります。例えば 19 ページです。下の欄が多分、平成 21

年度を基準にされていると思うので、平成 24年度は○になるはずだと思いますが、△

になっています。多分、これ前年比と対基準年度比とひっくり返っていますよね。上

の欄は、前年より増えていると○ですね。 

事務局：19 ページですか。 

川池委員：はい。19ページです。 

事務局：環境フォーラムの参加者。 

川池委員：はい。1050 より増えていると○。 

事務局：対前年度比につきましては、25年度の評価は 24 年度よりも増えているかってい
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うことです。 

川池委員：ごめんなさい。平成 24 年度の欄です。上と下が逆じゃないかなと思ったので

すけれど、違いますか。 

事務局：平成 24 年度の欄ですか。 

松村会長：だから、目標値が上のグラフを見ても、一応、線の上に乗っているから△と

いうより、そのときは○なのではないでしょうか。その後、下がってしまっているか

ら、△にしたのかもしれません。その時点で見れば、○なのではないですかというこ

とでしょう。全体的な傾向を見るというよりも、その年どうだったかというのがきっ

と書いてありますよね。そういうご指摘ではないかと思います。 

川池委員：はい。 

松村会長：年度目標値比っていうのが、右に書いてあるのが目標値ですね。 

川池委員：すみません。私の勘違いですか。2000 から少ないということですね。 

松村会長：そうですか。 

川池委員：分かりました。そういうことですね。2000 から少ない。 

安部委員：2000 では下がっていて、この上のグラフにある斜めの破線が年度目標値です。 

川池委員：そうだったのですか。すみません。勘違いです。 

安部委員：これが多分、微妙に下回っています。 

松村会長：重なっているように見えます。 

事務局：恐らく点が破線の上にあるように見えるのですが、多分、下です。 

川池委員：分かりました。 

安部委員：そうすると、ここにその数字がないと△なのか○なのが分かりません。 



21 

事務局：実際はそういうことです。 

安部委員：年度ごとに細かい数字がもしあるのでしたらば。 

事務局：直線で結んでいる場合は、基準の数値がありますので、それを年度ごとにして

いるところです。 

川池委員：すみません。本当に細かいことです。 

熊谷委員：あくまでも、目標値の右上がりの線に対して、高いか低いかを見ているんで

すよね。そうすれば見やすいのだけれども、そうなると右上がりに描いた傾きが、す

ごくきちんとしていないといけません。そこ以外を見ていると、急に上がったら、最

初から達成できないでしょうし、平らだったらすぐ達成できるかもしれません。 

川池委員：すみません。細かいことです。 

松村会長：どうぞ。 

川池委員：4月、5月で始められないかという意見をメインに議論していただければと思

います。申しわけありません。 

松村会長：具体的にどうでしょうか。印刷物に入れるかどうかは別にして、細かい数字

までお読みいただく方もいらっしゃるみたいだから、別冊かプリントでもいいのかも

しれません。これは線を書いているのだから、きっと数値があるわけですよね。だか

ら、それを別に求めがあれば出せるようにしておけばいいだけです。それはもう、今

回からでもできるはずなので、それはご検討いただけたらいいかと思います。 

  今、お話がありました年に少なくとももう１回ぐらい、年度当初にやってほしいと

いうご意見がありましたが、いかがでしょうか。皆さん、うなずいていらっしゃいま

す。 

秋吉委員：すみません。 

松村会長：どうぞ。 

秋吉委員：年にもう一度というのは賛成です。それが難しい場合は、少なくともこうい
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う案を出せるような、来年なら 27 年版の作成のときに 26 年版を見て、こういうこと

も入れてほしいとか、こういうことを修正してほしいとか、そういったリクエストを

ファクスでもいいし、手紙でもいいし、メールでもいいので、そういう問いかけを委

員の方にしていただいてもいいのではないかと思います。恐らく 2 時間ぐらいの中で

も、全部言いきれなかったこともあると思います。協議できないこともあると思いま

すので、そういった作業といいますか、準備もあったほうがいいかと思います。 

松村会長：一同に会することはできなくても、事前にインプットをご注文いただくとか、

あるいは去年こういうふうに言っているけれど、ちゃんとやってみるということです

ね。事情が許せば、一堂に会するのがいいだろうというふうには思いますけれど、委

員の方、それぞれのご予定があるので難しいかもしれません。そういうときは、今、

秋吉委員が言われた案のように事前にお気づきの点を承るという方式もあります。 

  先ほど、小林委員から今日はどうせあまり直せないから、意見をあまり言わないほ

うがいいというお話もありました。これはもう忌憚のないということでありますから、

ご意見やお気づきの点はこの際ですから、何なりとお出しいただくほうがよろしいか

と思います。どうぞ。 

熊谷委員：印刷のことです。あちこちに行って恐縮ですが、印刷のことで直るというの

であれば、46 ページです。上のほうに三つの輪があって、これは印刷でいつもこうい

うふうなスタイルをいろいろなところで使うのですけれども、ハイパーエネルギース

テーションとスマートホーム・コミュニティと低炭素型パーソナルモビリティという

のが三つあります。けれども、これはそれぞれをイメージ的に紹介しているだけであ

って、本当に目的で訴えたいのは三つの輪が重なった共通したところが望ましい環境

社会ということを言いたいのですよね。ところが、それが全然なくて、スペースもあ

りません。こういうような表現というのは、言いたいことを言っている図ではないと

思います。ですから、この三つの輪が重なったところが大事ですよね。評議したいこ

とです。そこが抜けていては印刷物としては改良の余地があるのではないかと思いま

した。 

  それから、話題が飛んで恐縮ですけれど、この白書を読んでいて、私の考えが外れ

ているかもしれませんけれども、ちょっと滑稽だと思ったのが 31 ページです。こうい

う団体が一生懸命やっているのは敬意を表するのですが、ここに打ち水というのがあ

ります。この氷川参道の所に小川か何か流れているのですか。 

安部委員：今は流れていないです。 

熊谷委員：今は流れていませんか。あるいは、ここに湧き水の井戸があるのですか。 
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安部委員：ないです。 

熊谷委員：そうすると、この打ち水をやっているというのは、結局、水道水をくんでき

てやっているわけですよね。 

事務局：違います。 

熊谷委員：違いますか。何をやっていますか。 

安部委員：井戸水です。 

熊谷委員：井戸水ですか。それはいいと思います。何も分からなかったものだから、家

から水道水を引っ張ってきて打ち水やっても、水道水はエネルギーを使っているのだ

から、環境に良いこととはいえないと思いました。井戸水を使ってやるとすれば、素

晴らしいことですね。 

事務局：当日は井戸水を使っておりますし、会場では PR として「自宅でも打ち水をして

ください。そのときには、お風呂の残り湯ですとか、雨水を貯めたものですとか、そ

ういうもので打ち水をしていただきたい」というような呼びかけをしております。 

熊谷委員：すごく素晴らしいことです。理解しました。ありがとうございます。 

青木委員：ぜひ、来年はご参加ください。 

安部委員：では一つ。 

松村会長：どうぞ。 

安部委員：53 ページで、特定外来生物への対策です。私の専門なので、非常に気になり

ます。このグラフはあまり意味がないし、指標もあまり意味がないです。これからい

ったい何を評価するのでしょうか。行政として仕事をしているかどうかの評価として

は、その対応が 100 パーセントでいいのかもしれませんが、ここで見たいのは特定外

来生物というのは市内でどういうふうに増えているのか、減っているのか、あるいは

発見されているのか、確認されているのかというところだと思います。この新しい指

標はいただけないと思います。相談があったら対応するのは当然だと思います。これ
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が 100 パーセントであってしかるべきです。こう変わった理由も多分あるとは思いま

すが、ちょっと疑問を持つ所です。 

松村会長：他にはよろしいですか。 

安部委員：取りあえず、はい。 

松村会長：これは先行計画で、100 頭つかまえますというのをやめて、市民の方からお問

い合わせの相談があればすぐ対応しますという形ですか。そういうふうに読めます。

目標を 100 頭っていうのも、ちょっとつらいところがあります。 

小林委員：はい。 

松村会長：どうぞ。 

小林委員：私もこの辺については非常に関心があります。生物多様性の保全という意味

からいきますと、対策の一つにアライグマの退治のことが書かれています。実際、ア

ライグマだけではなく、もっと危険なものがたくさん居るわけです。それが確実に増

えているわけです。緊急対策種に指定されるとか、重点対策に指定されるとか、そう

いう中には、最近話題になったセアカゴケグモがあります。それから、ありふれてど

うしようもないのがアメリカザリガニとかウシガエル、アカミミガメとあります。そ

ういうものが、さいたま市内にウジョウジョいるわけです。一切、それには触れてい

ません。そういう生態系を維持するためには、やはりそういうものの存在というもの

をそれなりに考えないといけません。根比べになりますが、邪魔なものは排除してい

かなければいけません。そういうことについて一切触れられていないというのは、寂

しいと思います。今回、間に合わないということであれば、次回でもいいですけれど、

1行か 2行、どこかに入れてもらってもいいと思います。そうしないと、市としては関

心がないのだというふうになるおそれがあります。 

秋吉委員：この表は相談への対応率が 100 パーセントであったということですね。 

小林委員：そういう危険なものに指定されている生き物の名前ぐらいは書いておかなけ

ればならないと思います。要は市民の方が生物多様性についてはあまり関心がないと

か、知らないとか、そういうことを一生懸命書いてあっても、あまり意味がありませ

ん。もう、そういう時代は過ぎてしまいました。平成 25 年度の報告で、そういうもの

はもう終わりにしてしまって、26 年度から新しい形にしてもらうとありがたいと思い
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ます。 

  それから、生き物について言いましたけれども、植物で言えばやはりオオブタクサ

が川のすみずみまで大きくなっていて大変です。オオブタクサで花粉症になって悩ん

でいるという項目は何もないですけれど、実態は相当飛んでいます。それで悩んでい

る方がいると思います。ただ、テレビでオオブタクサが原因だということは騒ぎませ

ん。やはり、それなりに被害を被っていると思います。それについても一切、触れら

れていません。一級河川にだいぶ増えていますが、かつて県の方にお願いしたことが

あります。とてもじゃないけれど、人とお金が足りませんということでした。言葉遣

いは別ですけれど、そういう意味合いでなかなかできないという回答がありました。

でも、さいたま市民が困っているわけです。そういう問題を抱えながら見ている方が

私以外にもいるだろうと思います。ちょっとその辺を工夫してもらいたいと思います。 

松村会長：他にもご意見あるかもしれません。先ほどご指摘のあった 31ページの 7月 13

日の所、例えば具体的にかぎかっこの前などに共催により、「井戸水を利用した」とい

うのを入れたら、熊谷委員からお話があったようになります。これは印刷に間に合う

でしょう。 

それで、あとはアライグマだけではなくて、いわゆる外来生物の生息状況調査を市

でやっているのですか。100 パーセントということは、相談件数は分かっているわけで

すよね。件数が多いことが別にアライグマが多いということを示すわけではないけれ

ど、何か別の指標がいいと思います。 

安部委員：そうです。前の 100 頭だと、だったらアライグマが多ければいいのかという

話になってしまうので、変えたのだと思います。白書というのは環境の変化を見るた

めのものだと思うので、そのような目標値を設定するのはおかしいと思います。 

松村会長：私もそうだと思います。 

安部委員：多分、そういう意味で謙虚だと思いますが、100 パーセントという数字の裏に

ある数字も見ないと、本当の評価はできないと思います。どういう母数に対する対応

数で 100 パーセントなのかが分からないと、なんとも言いようがないです。例えば、

この 100 パーセントを達成しているアライグマが 200 件で、カミツキガメが 3 件でな

どというのがバックグラウンドにもしあれば、評価のしようがあると思います。それ

がなければ、お仕事を頑張ってらっしゃる、ということで終わってしまいます。 

松村会長：やめると言って私ばかりですが、ぜひ、こういう審議会を複数回というのが

皆さんのご意見ですから、読む会か名称は別にして、できるだけ今みたいな生のご意
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見をいただく機会を形式にとらわれずに設けることを、ぜひご検討いただきたいと思

います。きっと委員の方々もいろいろなアイデアをお持ちだと思うので、できるだけ

お忙しいこともいとわずに説明に行って、ご意見を頂戴すると、すごく工夫のあるア

イデアが出てくると思います。例えば今のお話で、生息状況調査をしているのはいい

けれど、していなくても、ご相談件数の内訳を見るだけで、市民の方のお困りの内容

は分かりますよね。だから、そういうご専門というか、そういう問題に携わっておら

れる方の知恵をいろいろ頂戴することで、中身が非常に豊かになっていくのではない

かという気がします。 

  他にまだご発言いただいてない方もいらっしゃいます。どうぞ。 

川島委員：先ほど、コミュニティサイクル事業についてのご説明がございました。これ

を読みまして、こういうことをやったというのは分かりますが、開始から 1 年たって

いる中で、どうだったのでしょうか。利用者がたくさんいたのでしょうか、盛況だっ

たのでしょうか、駄目だったのでしょうか。課題のほうでいきますと、「今後、利用状

況や利用者からのご意見を踏まえながらサービスの拡充を図ります。」で、現況はどう

だったのかを知りたいです。これはとてもいい事業だと思います。反応がどうだった

のかというのを、ここに一言、二言入れていただけたらという気がします。 

松村会長：ありがとうございます。 

事務局：この辺の新規事業につきましては、まだ数字がない状況です。ですので、これ

については、また来年度以降のものにはもう少し数字を入れることを考えております。 

川島委員：そうですか。 

松村会長：それは新規事業で、今年から始めたということですか。ちょっと今、聞き漏

らしました。 

事務局：はい。コミュニティサイクル事業自体は、平成 25 年の途中から始まったもので

す。まだ数字等がきちんと出ておりません。 

松村会長：これはどこがご担当ですか。 

事務局：自転車まちづくり推進課です。 

松村会長：きっと年度末には数字をまとめていますよね。この 3 月には、年度の途中で
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も一つ、数字はありますよね。だからきっと、板挟みになるのなら、きょう出たご意

見をお使いいただいて、僕もかつて経験がある関係部局にデータを出していただくの

に使っていただければと思います。別に先ほどのご指摘は直近までの話を書けという

のではなく、昨年度が集まっているのであれば、僕はどう考えても公の事業で年度末

に締めをしていないとは思えません。その数字はきっと、1年ではなくても頑張れば出

てくるものですよね。それはできるデータを出していただきたいと皆言っているとい

うことで、渉外に回っていただくといいと思います。これは中村課長への応援演説の

つもりで言っています。 

  他にご発言いただいていない方は、ぜひ。はい、どうぞ。 

田中委員：県と違って、市民に近いところということで、いろいろな幅広い施策を盛り

だくさんで書かなければいけないということで、多分ご苦労されているのだと思いま

す。先ほど、局長さんがおっしゃったように新しいこと、こういうようなところに力

を入れているというところはもっと前面に押し出していったらいいのではと思ったの

ですが、それが多分エコラムというところでやられているという気がします。 

  それから、先ほど、会長がおっしゃったように、課題のところの書き方がいろいろ

で、「問題があります」といった形で終わっているところと、できれば、だからこうや

っていきますというところまで、ちょっと踏み込んで書けるところは書いていただく

といいのではないかと思っています。 

  個別になりますが、例えば 82ページから始まっている地球温暖化の関係についてで

す。83ページの所に「民生家庭部門が最も多くなり、基準年度比でも 71.5 パーセント

になっています」とあります。課題のところでも、71.5 パーセントも増加しているこ

とから、取り組みが重要ですとなっていますが、多分、電力排出係数の関係で増えて

しまっている部分と、そうでなくても増えてしまっている部分というのもあると思い

ます。ここは電力排出係数が同じだとしても、これだけ増えているとか、だからもっ

と頑張って省エネをしないといけないというようなことまで書いていただけるといい

と思います。今直せということではなくて、来年度に向けてもそのような書き方があ

るのではないかと思います。 

  それから、151 ページの所で、今度はごみの話になります。産業廃棄物がどこから発

生して、どこに行くかいうのを、小学生を対象に見学会を開いています。目の前から

ものがなくなってしまうと、想像ができなくなってしまうと思います。例えば下水処

理場なり、こういうごみの処理施設、リサイクルのところを実際に見ていただくとい

うのは非常に良いことで、そうするとリサイクルや循環型社会の意識が高まると思う

ので、こういうことは非常にいいことだと思います。こういうことをやっているのも、

環境教育の一環だと思うので、最初にちょっと評価のところで環境教育のところの評

価がそんなに良くなかったような気がしましたが、評価の方法として、環境教育はこ
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どもエコクラブや環境フォーラムの参加者だけで決められているようですけれども、

こういった幅広い環境教育をやっていて、素晴らしいこともやっているので、そうい

うものも評価の一環として入れたらどうかというふうに考えます。全て来年度以降に

なってしまうかもしれませんが、そんな形も考えられるのではないかと思います。以

上です。 

松村会長：はい。いろいろあるという気がします。西山先生、ずっと待っていていただ

いたようです。ご意見があればお願いします。 

西山委員：初めて、この会に出させていただきました。低炭素社会をつくることと、エ

ネルギー対策ということが冒頭に重要なキーワードとしてございました。そこに何が

一番貢献できるのかと、先ほどからずっと考えていました。直近で言えば、一つ、交

通渋滞の緩和ということが考えられると思います。そういう目でこの資料をずっと見

てみますと、あまりそういうようなものはないと感じます。 

大学の近辺の道路など、ものすごく渋滞します。渋滞中に、当然、大気汚染や窒素

酸化物、硫黄酸化物が出るし、エネルギーが大量に消費されます。CO2がどんどん排出

されます。低炭素社会、エネルギー対策というものが問題となっていますが、交通渋

滞に関するデータがありません。交通渋滞に対しては道路を作らないといけないとか、

いろいろなことが関係してくるので難しい問題だとは思います。交通渋滞解消に向け

た情報を、専門家だけではなくて市民にも提供していただければと思います。次年度

以降でそう思います。 

松村会長：どうぞ。 

秋吉委員：57 ページですけれども、環境影響評価の推進という下の枠の中にある内容で

す。件数が非常に少ないです。ゼロとか、多いところで 2件です。課題を見ますと、「見

直しを行い、科学的知見に基づいた内容に改正する必要があります。」と書いてありま

す。こういうことで回数を増やす必要性があるのでしょうか。本来あるとは思うので

すが、あまりそういうことに関しての研究といいますか、検討がないように見受けら

れます。そこをどういうふうに考えてらっしゃるかお聞きしたいです。実際、こちら

で環境影響評価をやっていらっしゃる部門から、統計表をいただいたわけですよね。 

松村会長：どうでしょう。 

秋吉委員：少し説明をいただけるとありがたいです。 
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松村会長：どうですか。 

事務局：こちらは所管のほうが環境対策課というところになっております。この辺はそ

ちらのほうからデータをいただいたものですので、この辺はご意見をいただきまして、

所管にお伝えしたいと思います。 

秋吉委員：それこそ来年以降の問題かもしれないですけれど、環境影響評価というのは、

環境保全に関しましても、すごく大事です。基本計画にとっても重要なことではない

かと思いますので、ここのことも検討して白書の中にそれが反映されたらいいと思っ

ております。 

松村会長：他にもご意見はありますか。 

川島委員：いいですか。 

松村会長：どうぞ。 

川島委員：ちょっと飛んでしまいますが、143 ページです。表現ですが、下の二つで東部

環境センター残渣処分事業ということで、焼却灰を人工の砂にしているということで

す。もう一つ下のし尿汚泥の堆肥原料として再生促進ということです。これはし尿汚

泥を肥料にしているということがあります。表現としては同じですが、上の人工砂は、

人工砂にしたところの民間業者が使っています。し尿汚泥から製造した肥料は、再生

した後に市民に売却しています。市民が買っています。しかも、それは今、順番待ち

をしているような状況で、とても評判がいいそうです。ぜひ、し尿汚泥は肥料として

再生し、市民に販売していると明記していただけたらと思います。 

  それともう一つ、151 ページです。下水処理センターで排出する汚泥のセメント原料

としての再資源化の促進ということで、この下水汚泥を同じ方法で脱水して、脱水ケ

ーキになったものを、こちらはセメント工場に持っていって 100 パーセントリサイク

ルをしているということです。下水汚泥は、し尿汚泥と同じように肥料化することが

できるので、これは希望ですけれども、セメントだけではなくて、し尿汚泥と同じよ

うに堆肥肥料化をすることも考えられたらいかがかと思います。最近、他の自治体で

はやはり 100 パーセント、セメントに頼っているのですけれども、セメント業者のほ

うからの委託料の値上げとか、焼却をしますので機械が定期修理や突然の修理で止ま

ります。そういったときに、非常に行き先に困るというようなことが出ております。

そういった意味で、肥料化を模索している自治体がいくつかございますので、希望で

すが、そういったものを取り入れたらいかがと思います。 
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  元に戻りますと、143 ページのし尿の肥料化の箇所については、大変評判もいいです

から、表現を工夫してもう少し良く書いていただけたらと思います。 

松村会長：143 ページの所は、これは直していただきたい。それから、151 ページの下水

というのは、環境局の所管になりますか。 

事務局：違います。 

松村会長：違うのですか。きっと委員のご指摘は、課題で、同じ 100 パーセント維持率

で多様な再資源化のルートを念頭に置いて、引き続き 100 パーセント維持していきま

しょう、ということですよね。所管が違うので、今ここでイエス、ノーは言えないか

もしれません。そういうご指摘があったことをお伝えいただくといいと思います。 

  さっき田中委員からご指摘があったのをちょっとページは忘れましたが、温室効果

ガスの評価でしたか。あれはまずいかもしれません。確かに排出係数が見かけ上増え

ている話と、実際の値として増えている場合と、数値の解釈として完全にミスリード

していますからね。許されるスペースの範囲でただし書きを付けるなり何なりしてお

かないと、原発が止まってしまって、排出係数が増えているでしょう。使用量が同じ

でも排出係数が大きくなったら、出した排出総量が増えているものと、使用量そのも

のが増えていることによる押し上げ効果と両方あるのではないかという指摘です。そ

れは簡単に計算をすれば分かります。そこは確かに数値の評価だから、まずいかもし

れません。 

  1 時間めどでと言いましたが、11時 40 分になってしまいました。どうしてもこれを

言っておかないと、きょうは帰れないというご意見があれば頂戴をします。どうぞ。 

安部委員：来年度の初めでもいいのですが、やはりどうやったら使ってもらえるかをど

うしても思ってしまいます。例えば、このポスターコンクールの入賞作がここに載っ

ています。これは結構、一般論的なことが並んでいるだけです。小学生には難しいか

もしれませんが、これを描くときに、こっちを参考にして描くことといったような縛

りを入れるとか、願わくは白書自体にインフォグラフィックというような分かりやす

いグラフのようなものを部分的に入れるとかするのが望ましいとは思います。それを

やると、デザイン屋さんにお金を結構払わないといけなくなります。それを兼ねて、

この中身、さいたま市の環境の現状というのが分かるようなテーマのポスターコンク

ールにすると両方兼ねられていいのではないかと思いました。 

秋吉委員：すみません。 
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松村会長：どうぞ。 

秋吉委員：このさいたま市環境基本計画の全体像というのは、白書に付けて出されるの

ですか。 

事務局：これは今回の会議のためのものです。 

秋吉委員：今回のためですか。そうですか。だったらいいです。いいというのは、「望ま

しい環境像を実現するための基本目標」という所が 5 項目ありますけれども、その最

後に技術的なことですが、文章になっているので丸を付けるべきではないかと思いま

した。これを皆さんに配るのでなければ、白書に付くのでなければ、訂正はなくてい

いと思います。 

  もう一つ、「ご意見・ご感想をお寄せください」というこれは、白書に付けて出すも

のなのですか。それとも、大勢の方に意見をいただきたい場合に、白書が置いてある

場所というのが決まっていて何カ所かあるわけですか。どのぐらいあるわけですか。

どういうふうになさるのか聞きたいと思います。何か工夫があれば、今回、加えてい

ただけたらどうかと思いました。 

事務局：このご意見をお伺いするフォーマットは白書の中に一緒に入れてあります。 

秋吉委員：実際に、ご意見がある方はこれをコピーするとか、そういう形になるわけで

すね。 

事務局：フォーマット自体はホームページにあります。 

秋吉委員：ホームページにありますか。 

事務局：このフォーマットによらなければいけないということもありません。 

秋吉委員：ありがとうございました。 

松村会長：会長の不手際で、私自身がずいぶん時間を使ってしまいました。まだ、ご意

見が尽きないかと思いますが、一応、ここで区切りにさせていただいて、これは事務

局への要望であります。今日はいろいろなご意見があって、今回のバージョンで直せ

るものはずいぶんあったと思っていますので、ぜひ反映させていただきたいと思いま

す。 
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  二つ目は、これが大きな話かもしれませんが、この審議会の回数そのものについて、

強いご意見がありましたので、ご検討いただきたいです。その趣旨は秋吉委員がいい

アイデアを出していただきました。要するに年に 1 回の集まりでは有意義なものにな

らないのではないかというのがご趣旨です。その意をくみ取っていただくような工夫

を、年度明けにやってみるのはどうかという具体的なご意見もありました。 

  三つ目は、これは今のお話もそうだと思います。これをぜひ、皆さんに読んでいた

だくような工夫をいろいろな形態があると思いますが、やっていただいたらどうだろ

うかということだと思います。ウェブサイトに載せればいいのかもしれないし、そう

ではないのかもしれません。ご工夫をいただきたいです。 

他にもいろいろご指摘があったと思います。できるものはできるだけ反映していた

だいて、また関係部局にも今日のご指摘をそのまま伝えていただいて、皆さん、応援

団のつもりでいらっしゃると思うので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

  今日の議題はこれだけでいいですか。他にありますか。 

事務局：これだけです。はい。 

松村会長：それでは、また不手際で時間が前後してしまいました。事務局のほうに進行

をお返しします。 

３．閉会 

事務局：ありがとうございました。2点、事務局より事務連絡をさせていただきます。ま

ず 1 点目ですが、本日、さいたま市環境白書(案)に対しまして、貴重なご意見をいた

だいたところですが、追加意見がございましたら、お配りしました別紙により 11 月 28

日までにファクスまたは電子メールで事務局までご提出いただければと思います。 

  次、2点目が本日の報酬の振込先についてです。新たに委員になられた方につきまし

ては、振込先をお届けいただく必要がございますので、この後、事務局のほうに依頼

書をご提出していただければと思います。また継続して委員になられた方につきまし

ても、変更がございましたら、同様に依頼書を提出していただければと思います。以

上でございます。本日は、ありがとうございました。 

一同：ありがとうございました。 


