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【平成 28 年度 第２回 さいたま市環境審議会】 

日 時 平成 29 年 1 月 26 日（木）14時 00分～15 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   川合 真紀 副会長  作山  康 委員 

横山 寿世理委員   川島  誠 委員   森田  博 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   熊谷  明 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 

環境総務課 川田係長、中野主査、池田主査、二平主事、小林主事 

環境対策課 武井課長、小山係長、熊切主査 

欠 席 

（委 員） 

西山 佳孝 委員  小山 妙子 委員  栁下 泰夫 委員 

田中 淑子 委員   

１．開会 

事務局：それでは、まだみえていない方がおられますが、時間を過ぎましたので始めさせていただ

きたいと思います。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、環境総務課の川田と申します。よろしくお願

いいたします。 

事務局：それでは、ただ今から、平成 28 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。まず、本日の審議会の成立についてご報告いたします。会議の成立については、審議

会規則第 3条第 2項の規定により、委員の 2分の 1以上の出席をもって成立となっており

ます。 

本日は定員 17 名のうち、現在 13 名の出席をいただいておりますので、本審議会は成立し

ておりますことをご報告いたします。 

次に、会議開会に当たり、環境局長の小林よりごあいさつさせていただきます。 

環境局長：あらためましてこんにちは。 

一同：こんにちは。 
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環境局長：環境局長の小林でございます。本日は大変お忙しい中、さいたま市環境審議会にご出席

をいただきまして、誠にありがとうございます。また、本日委嘱をさせていただきまし

た委員の皆さまにおかれましては、環境をはじめ、さまざまな分野でご活躍され、平素

より市政全般にわたり、ご支援、ご協力をいただいておりますことに、あらためまして

御礼を申し上げる次第でございます。 

昨年、民間シンクタンクが取りまとめました政令指定都市の幸福度ランキングにおきま

して、本市は全 20 市の中で第 1 位の評価をいただくことができました。また、本市で

は、2020 年をターゲットに、市民満足度 90 パーセントを実現する CS90 運動を実施して

おり、最新の市民意識調査では、さいたま市を住みやすいと感じる市民の割合は過去最

高の 83.2 パーセントを記録いたしました。 

特に、市の施策に対する評価では、主要 30 施策の中で、よりリサイクルの分野が 10年

連続で最も高い評価をいただくことができました。これもひとえに、日ごろから地域コ

ミュニティーを支え、地域のために活動されている多くの市民の皆さま、さまざまな団

体の皆さまのご協力のたまものであり、ごみの減量化、再資源化の推進や廃棄物処理の

安定稼働に取り組んできた成果であると、心から感謝を申し上げる次第でございます。 

近来、ごみの総排出量は減少傾向にありますが、今後も引き続きごみの減量化を推進す

るとともに、廃棄物処理施設全体の計画的な更新、再編に取り組んでまいります。また、

地球温暖化対策は、依然として国・地域を越えて取り組んでいかなければならない喫緊

の課題となっております。本市といたしましても、環境への負荷の少ない持続可能な社

会の実現に向けて、再生可能エネルギー等の導入や、省エネルギー対策を推進し、市民

の皆さまが安全に安心して暮らせる、住んでみたい、住み続けたいと思っていただける

よう、さまざまな取り組みを進めてまいります。 

さて、本日ご審議いただきますさいたま市水環境プランは、水環境への負荷を低減する

とともに、豊かで安定した水量を確保することにより、本市のインフラとして、また、

さまざまな生物の生息空間としての水環境の再生を図るため、本市の水環境に対する施

策の方向性を示すことを目的として、平成 18年 3月に策定したものです。目標年次であ

る平成 32年度に向け、さらに水環境に関する施策を総合的に推進する必要があることか

ら、このたび、第 2次改訂版素案を作成したところでございます。委員の皆さまには、

幅広い見地から忌憚のないご意見をいただきますとともに、お力添えいただきながら、

推進してまいりたいと考えております。 

結びになりますが、委員の皆さまが今後ますますご健勝にてご活躍されることを心よ

りご祈念申し上げまして、あいさつとさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願

いします。 

事務局：続きまして、今回、新たに 4名の委員の方に就任いただきましたので、委員の皆さま

にも自己紹介をお願いしたいと存じます。なお、時間の都合もございますので、お名
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前と所属、簡単に一言ずつをお願いしたいと思います。それでは、委嘱状を交付した

順番と同じく、松村委員から順番にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

松村会長：芝浦工大で教員をしております松村でございます。よろしくお願いいたします。 

川合委員：埼玉大学の理工学研究科の川合と申します。専門は植物生理です。よろしくお願いいた

します。 

作山委員：遅くなって申し訳ございません。芝浦工業大学環境システム学科の作山と申します。専

門は都市計画、まちづくりでございます。よろしくお願いします。 

横山委員：聖学院大学の人文学部で教員をしております横山寿世理と申します。専門は社会学とな

りますので、完全に文系ということになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

川島委員：さいたま市環境保全連絡協議会という事業者の集まりで環境保全を目指していくという

会から参りました。川島と申します。よろしくお願いいたします。 

森田委員：さいたま市の農業委員でお世話になっている森田です。よろしくお願いします。 

安部委員：さいたま市環境会議の副会長をしています安部と申します。専門分野は景観生態学です。

よろしくお願いします。 

大高委員：こんにちは。さいたま市水環境ネットワークの副会長をしております大高と申します。

この団体の中で、合成洗剤をやめていのちと自然を守る埼玉連絡会という団体から出て

おります。よろしくお願いいたします。 

川池委員：埼玉県生態系保護協会の川池と申します。主に河川の自然環境のための仕事をしており

ます。よろしくお願いします。 

國府田委員：さいたま市みどり愛護会の國府田と申します。埼玉県生態系保護協会、日本自然保護

協会の会にも所属しております。どうぞよろしくお願いします。 

山﨑委員：さいたま市環境美化会議に所属しています山﨑と申します。よろしくお願いいたします。

私たちは行政と協働で、主婦目線でいろいろな環境問題に対して活動していこうというこ

とで、何人かで活動しております。よろしくお願いいたします。 



4 

熊谷委員：さいたま市立南浦和中学校でスクールアシスタントをしております熊谷と申します。前

職は原子力関係で、環境放射線について環境教育に携わっておりました。よろしくお願

いします。 

金子委員：市民公募でお世話になった、北区の市民の森・見沼グリーンセンターの近くに住んでお

ります金子です。若いときには県の行政の仕事に携わっておりました。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、審議会規則、カラー刷りであります、さいたま市水環境

プラン第 2 次改訂版素案の A4 の説明資料 2 でございます。A4 横のものです。ホチキス留

めであるものです。 

また、さいたま市水環境プラン第 2次改訂版素案へのご意見を募集していますということ

で、クリップで留まって封筒の付いているものでございますが、これはパブリックコメン

トを現在行っておりまして、それの書類になります。これに関しては後ほどご案内申し上

げます。 

横山委員、國府田委員、山﨑委員、金子委員の新任の 4 名の方につきましては、『平成 28

年度版さいたま市環境白書』もお手元に置いてございますので、ご覧いただければと思い

ます。なお、さいたま市水環境プランの素案の冊子につきましては、委員の皆さまには事

前に送付をさせていただいておりますが、過不足等はございますでしょうか。よろしいで

すか。 

事務局：次に、会長および副会長の選出に移りたいと存じます。進行は仮の議長といたしまして、

小林環境局長が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

環境局長：それでは、会長と副会長を選びたいと思うのですが、先ほどお配りいたしました審議会規

則がございます。こちらの 2条を見ていただきますと、審議会会長、副会長を置き、互選

によりこれを定めると書いてあるのですが、これについて定めるための手法というのは、

こちらには決まっておりません。どのような形で行ったらよろしいでしょうか。 

熊谷委員：もし、事務局の方で案がありましたら、そちらの案でお願いしたらよろしいかと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

環境局長：分かりました。では、事務局として何か検討がしてあればお願いをいたします。 
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事務局：それでは、恐縮ですが、事務局から提案をさせていただきます。当審議会の会長には、

前回から引き続きまして松村隆委員を提案させていただきたいと思います。また、副会

長には、同じく前回から引き続きまして川合真紀委員を提案させていただきたいと存じ

ます。以上でございます。 

環境局長：今の発言がありましたが、事務局からは、会長につきましては松村委員、副会長につき

まして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。 

一同：異議なし。 

環境局長：お二方につきましてはよろしいですか。それでは、よろしくお願いいたします。それで

は、会長に松村委員、副会長には川合委員を選出いたします。これをもちまして進行の

任を解かせていただきます。ありがとうございました。 

事務局：ありがとうございました。ここで小林環境局長および新井部長につきましては、次の公

務がございますので、会議途中でございますが中座させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

それでは、これより議事に移ります。議事の進行は審議会規則第 3条第 1項に従いまし

て、松村会長にお願いいたします。恐れ入りますが、松村会長と川合副会長につきまし

ては席の移動をお願いいたします。 

２．議事 

松村会長：それでは、この後の進行は私の方で進めさせていただきますが、何か一言あいさつをし

ろということで、名簿を拝見しますと再任の方が多いのですが、きょう初めて私の顔を

見るという方もおられて、一体どういった進行をするのだろうかということで、期待と

不安が混じっていると思います。事務局のお考えは別として、私は時間の範囲内で、耳

の痛い話も含め、皆さま方からできるだけご意見を頂戴することが良いのではないかと

いうつもりでこれまでも務めておりました。 

これまで私と一緒に議論に参加していただいた再任の方はよくご存じでありますが、何

とか時間内には収めたいと思うのですが、私はこの際、思いのたけを言っていただくと

いうことが良いのではないかと思っております。前置きは別にしまして、副会長の方か

ら一言お願いいたします。 

川合委員：松村先生にかじ取りはお任せするとして、皆さま、活発なご意見を聞かせていただける

と良いのではないかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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松村会長：突然振りますので、すみません。きょうは議事は 1件ですか。 

事務局：はい。 

松村会長：議事も始めるわけですが、その前に傍聴の件で、この審議会は公開ということで進めさ

せていただいております。きょうの傍聴を希望しておられる方について、事務局からお

話をいただけますか。 

事務局：本日の審議会につきましては、1 名から傍聴希望の申請が出されております。以上、報告

です。 

松村会長：傍聴のご希望がありますので、ぜひ入っていただいて私どもの議論を聞いていただきた

いと思いますが、よろしゅうございますか。では、お願いをいたします。今、傍聴の方

においでいただきましたが、この後、議事に入ってしまってよろしいですか。傍聴の方

に何かお願い等は良いのですね。 

事務局：大丈夫です。 

松村会長：分かりました。それでは、先ほどの話に戻りまして、きょうは議事が 1件でしょうか。

お手元の議事次第をご覧いただきますと、今日は、さいたま市水環境プラン第 2次改訂

版の素案をお示しをいただいて、委員の方々からご意見を頂戴するという段取りの予定

であります。それでは、お手元に資料をご用意いただきまして、早速事務局の方からご

説明を頂戴するということでよろしいですか。よろしくお願いいたします。 

環境対策課：環境対策課長の武井でございます。あらためましてよろしくお願いいたします。本日は

さいたま市水環境プラン第 2次改訂版の素案につきましてご報告させていただきます。 

委員の皆さまがたには、貴重なお時間をいただきまして誠にありがとうございます。説 

明につきましては、机上に配布させていただいております A4 の資料に沿ってご説明を 

させていただきますので、よろしくお願いします。 

まず、表紙をご覧いただきますと、これは芝川の北宿大橋から南側、東京側を撮った写

真です。芝川の北側を撮ると新都心が写り、自然と新都心というイメージで、良い写真

なのですが、今回は逆に、川と空と自然という形でこの写真を選びました。写真という

のは、撮ってみると、そのときの太陽の角度や風の具合等で、やはり何日か通わないと、

なかなか気に入った写真が撮れないものだと思いました。 

それでは、失礼して着座にて説明させていただきます。まず、1 枚めくっていただきま

して 1ページ目ですが、水環境プランの概要についてご説明いたします。趣旨等は局長

のごあいさつの中にございました。本市は大都市として日々発達を続けております。 
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その一方で、見沼田圃、荒川に代表される自然豊かな水と緑があります。これらの恵ま

れた環境と共生したまちづくりが求められているところでございます。そこで、目標と

する水環境のイメージとしましては、水の中に水草がそよぎ、メダカの泳ぐ川、カワセ

ミのいる水辺、そして、子どもたちが水や生き物と触れ合いながら遊び、大人が憩える

水辺としております。 

2 ページをご覧ください。計画の期間についてですが、平成 17 年度から平成 32 年度と

なっております。今年度末までに、目標年次である平成 32年度の望ましい水環境像の実

現に向け、第 2回目の改訂を行います。事務局の方からも説明がございましたが、現在、

2月 6日までパブリックコメントを実施しているところです。 

次に 3ページをご覧ください。水環境プランの位置付けとなっております。本プランは

さいたま市環境基本計画に基づくもので、他の関連計画等との整合を図りながら、水環

境の保全や創造のための長期的方針と、具体的な取り組みを併せてまとめたものとなっ

ております。 

今回の改訂にあたりましては、関連計画等を所管する関係各課 15 課で構成する、水環境

プラン改訂庁内検討委員会を昨年 5月に設置し、これまで準備を行ってまいりました。

この 3ページの資料の中で、右下に水循環基本法に基づく水循環基本計画というものが

記載されております。水循環基本法につきましては、平成 26年 7月 1日に施行、そして

平成 27 年 7 月 10 日に水循環基本計画が閣議決定されています。 

実は、今月の 16日に内閣官房からプレスリリースされておりますが、全国 17 の自治体

の計画が、この水循環基本計画に定める流域水循環計画に認定されております。本市の

水環境プランもその一つとして、流域水循環計画というような位置付けともなっており

ます。 

次に 4ページをご覧ください。プランの施策改定についてご説明をします。先ほど申し

上げました目標とするイメージを具現化するため、本市における水環境の現状と課題を

整理し、四つの望ましい水環境像を設定しております。一つ目としまして、安全できれ

いな水のあるまち。二つ目が健全な水循環のあるまち。三つ目が生き物にも人にも優し

い水辺のあるまち。そして、四つ目がパートナーシップによる良好な水環境のあるまち

でございます。また、望ましい水環境像を基に水環境目標を掲げ、それぞれの目標ごと

に具体的施策を掲げており、具体的施策は合計 78項目にわたります。 

次に 5ページをご覧ください。ここからが第 2次改訂の内容でございます。第 1回の改

訂時に、目標年次における数値目標を設定いたしました。今回の改訂では、長期目標に

対して、数値を按分するなどして中間目標を設定し、達成状況の検証を行っております。 

なお、総合振興計画後期基本計画の評価基準と同様に、達成率が 90 パーセント以上から

110 パーセント未満の場合は B 評価、それを上回る場合を A 評価、下回る場合を C 評価

としております。結果は A評価が 29.4 パーセント、B評価が 47.1 パーセントで、A評価

と B評価を合わせますと 77 パーセントとなり、施策はおおむね順調に進捗していると考

えられます。ただ、目標年次における望ましい水環境像の実現に向け、さらに積極的に
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施策を展開する必要があると考えております。 

次に 6ページと 7ページをご覧ください。今回の改訂において、新たに追加した具体的

施策の一覧です。一つずつ個別に説明するのは少々時間が要りますので、この中で 3、6、

9 につきましては重点プロジェクトに位置づけたため説明しますと、3 の地理情報シス

テムを活用した情報発信の推進につきましては、水環境に関する情報を地理情報システ

ムにより、市民に対し視覚的に分かりやすく発信しようとするもので、健康科学研究セ

ンター環境科学課の所管となっております。 

6 の雨水貯留タンク設置による雨水の有効利用の促進につきましては、環境対策課が所

管しておりますが、昨年度創設いたしました雨水貯留タンク設置補助制度に関するもの

です。初年度から 109 件の申請があり、大変ご好評をいただいていることから、今後と

も推進してまいりたいと考えております。 

9 の水・緑と調和したまちづくりについては浦和東部まちづくり事務所の所管になって

おりますが、本市では、美園地区において、健康、環境・エネルギーをテーマとしたま

ちづくりを進めており、みそのウイングシティ整備基本方針において、水や緑等の自然

環境と調和した街の形成を図ることとしていることから、重点プロジェクトに位置付け

たところでございます。 

8 ページには、新たに掲げた具体的施策について、達成状況を最終目標年次に検証、評

価するため、可能な限り数値目標を設定いたしました。最後になりますが、9 ページと

10 ページには、昨年 8月に実施いたしました市民意識調査の結果を抜粋して記載させて

いただいております。 

9 ページをご覧いただきますと、水環境に関するイメージとして、良いイメージの上覧

を見ていただきますと、3 番目と 4 番目に水辺に関するご意見が出てきております。悪

いイメージを見ても、2位、3位、4位に水辺に関するご意見をいただいているというこ

とです。悪いイメージの 1位が河川が汚いということにもなっておりまして、水質につ

いては大幅に改善はされているものの、市民の皆さまにとってはまだ汚いと見える場面

もあるのかもしれません。また、良いイメージ、悪いイメージともに水辺に関するもの

が多いということは、市民の皆さまの水辺に対する関心が高まっているのではないかと

考えているところです。 

10 ページには総合評価を載せてあるのですが、どちらかといえば良い、良いとお答えい

ただいた方が 46 パーセント、どちらかといえば悪い、悪いという方が 32パーセントと

いうことですので、水辺環境については、どちらかといえば良いイメージを持っている

方が多い結果になっております。 

今後のスケジュールにつきましては、現在、パブリックコメントを実施しておりますの

で、その結果を踏まえまして、今年度中に水環境プラン第 2次改訂版を策定したいと考

えております。以上でさいたま市水環境プラン第 2次改訂に関するご説明を終わらせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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松村会長：お疲れさまでした。委員の方々のご意見を頂戴したいと思いますが、その前に、私は少々

不勉強で分からないので、二つ事務的なことを教えてください。この水環境プランとい

うのは、環境基本計画の中に位置付けられているという感じなのですか。計画の位置付

けについて、少々不勉強で申し訳ありません。 

環境対策課：環境基本計画の中に水環境プランを策定するという形で位置付けられています。 

松村会長：すると、市の任意の計画ということですか。先ほど水循環基本計画等というご紹介も少々

ありましたが、良い意味で、市の任意の計画という位置付けなのですか。それを今回、ご

説明いただいたのは、5年ほどでローリングする計画になっているからということでしょ

うか。 

環境対策課：もともと市の任意の計画として作ったのですが、今月 16日に内閣官房から記者発表がさ

れておりますが、本プランが水循環基本法に基づく水循環基本計画の流域水循環計画に

位置付けられました。 

松村会長：分かりました。もともとは市の先導的な取り組みで行われたものが、常に後追い的な国

の中で、後付けでそうなったということですね。分かりました。 

環境対策課：水循環というところが水循環基本法の考えを先取りしているということでございます。 

松村会長：分かりました。結構なことかと思います。二つ目は、これはカワタさんとの関係で言う

と、ここは先ほど聞かずに、意地悪な、先走った質問になるかもしれません。このよう

な封筒付きの資料が用意してあるので、恐らく終わった後に、そこでご説明があるのか

もしれませんが、先ほどのご説明で、今、これについてはパブリックコメントを募集中

であるというお話がありましたが、これから委員の方々のご意見を頂戴しようと思いま

すが、その位置付けや性格について、それはそれで申し上げることに意味があるのか、

そうではなくて、分かりやすく言うと、言っても良いけれども、しょせんはパブリック

コメントで出さないと駄目なのかということです。 

中身ではありません。もちろん皆さん、熱心ですから、恐らくパブリックコメントを出

されると思いますが、ここでの発言は一応ノートしていただけるのかどうかという手順

のみの話です。先ほど伺えば良かったのですが、検討しますということであればそれで

結構です。 

環境対策課：本日いただいた意見は検討させていただきまして、またパブリックコメントという形で

付けさせていただいたのは、きょう以降、また何かご意見がありましたら、大変申し訳

ありませんが、活用してお出しいただければということで付けさせていただきました。 
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松村会長：また例によって、初めての委員の方には、なぜ議長がこんなに時間を使うのかと思われ

るかもしれません。今のお話では、ここでお気付きの点は忌憚のないところのご意見を

頂戴して、ただ、持ち帰っていただいて、あるいはきょうも言ったけれども、もう少し

念を押したいという場合は、もう一つの方法もあるようです。この後は、きょうはあと

1時間程度あるのですか。 

事務局：4時までです。 

松村会長：では、まだ結構時間があるようですので、大変よくご説明いただき、きれいな資料も以

前、別にいただいておりますが、順不動でお気付きの点、ご質問あるいはご意見も含め

てございましたら、遠慮なく手を挙げてください。いかがでしょうか。 

國府田委員：意地悪な質問で申し訳ないのですが、近年、乾燥化してきているのですが、この水辺と

湧き水の関係は、このようなプランには入らないのでしょうか。 

松村会長：井戸や湧き水が枯れ始めている印象があるということですね。 

國府田委員：そうです。水辺も乾燥化してきて湿地帯が減っているということがあると思うのですが。 

松村会長：それは恐らくこのプランの範囲で、水そのものが、地下水やあるいは井戸等を含むのか

というお話と、また、今の國府田委員のお話で、恐らく周りの広がりで、水があれば良

いというわけではなく、湿地があることが非常に良い環境を形成しているということで

す。ですから、縦と横と、恐らく他にもいろいろ考えられると思います。この水環境プ

ランの対象範囲はどこなのでしょうかというご質問なのだと思います。 

國府田委員：そうです。 

環境対策課：このプランは主に四つの望ましい水環境像というものを設定しておりまして、ご指摘の

地下水ですと、健全な水循環のあるというところで、地下水のくみ上げの規制や、降っ

た雨をなるべく地下に浸透させましょうという地下水利用のこともこのプランの中に

は入っております。 

また、どの辺を水辺と言うかというご質問ですが、公園の水辺等、そういったものも

含めておりますので、水というものは大体全てこの対象には入れております。以上です。 

國府田委員：その乾燥化してきた湿地帯や公園の水等というのは、何か対策を考えているというもの

はありますか。 
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環境対策課：この水環境プランは、今、担当からも申し上げたとおり、水の循環ということに非常に

重きを置いて対策しております。その辺が国の方にも認められたというところなのです

が、あくまでも水循環を良くすることによって、このプランの中では、水循環を再生、

保全するために、地下水の取水規制や地下浸透、あるいは雨水の有効利用等、そういっ

た形で水循環の健全化を図っていくというような計画となっております。また、例えば

三貫清水の会等、水環境ネットワークにも当初から参加していただいて、積極的に活動

していただいておりますがそういったパートナーシップによる良好な水環境のある町と

いうのも掲げておりますので、協働事業を推進するということも含めて、水循環という

形で大枠で推進していこうと考えております。 

松村会長：次に行く前に、國府田委員のご意見のポイントは、範囲に入っているかどうかという話

と、仮に範囲に入っているとして、事務局の方も水環境についての評価をお持ちだと思

いますが、國府田委員は、いろいろ見渡しているとどうも乾燥化が進んでいて湿地が心

配だ等ということも言っておられると思うので、プランを変えるかどうかは別にして、

範囲に入っているかどうかということとその範囲の中の評価がどうかということは違い

ますから、このようなご意見があったところは記録していただきたいと思います。 

大高委員：地下水の涵養や湧き水の保全化等というものは、まださいたま市の方では、見たところ

では、このプランの中には目標に入れられていないのではないかと思ったのですが、ま

だそのようなところまではこのプランの中には入っていないのでしょうか。 

松村会長：どうでしょうか。厳しいですね。きょうは大変ですね。 

環境対策課：ページ数で言うと 5ページの中に、河川および用排水路・池沼等の水辺地とその周辺、

湧水、伏流水の存在といったように、湧き水も計画の対象ということで入れております。 

事務局：委員がおっしゃられているとおり、具体的な施策としてあるかといえば、確かにさいた

ま市内ですと、湧き水自体がなかなか認められないということもございますので、積極

的に湧き水ということに力点を置いてという施策は掲げていないところです。 

松村会長：どうぞ。 

金子委員：今の関連で、市内が乾燥化しているのではないかというのは私も実感するところですが、

湧水が市内に存在しているかどうかというところの現況について、まず、きちんと把握

するような調査というのはされていないのではないかと思うのです。例えば先日、氷川

神社の前の池のかいぼりが行われましたが、あのときは水を抜こうとしても、結局、湧

いてきてしまって抜けなかったという話を聞きます。また、隣の大宮公園等でも、かい
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ぼりをしたときに、やはり水が抜け切らなくて水が出てきたということです。なので、

把握していない所で湧水がたくさん出ているという所もあるでしょうし、以前に比べて

減っているという事実も恐らくあるのではないかと思うのです。 

まず、その現状をきちんと把握しないことには、この先どう変化していくかというの

も分かりませんし、それに対して何をするかという議論もできないわけです。そういっ

た点について、現況の把握の予定や、今、持っているデータがどこかに書いてあるのか、

今はそのようなことも分からないのですが、それについて少々教えていただきたいので

すが。 

環境対策課：湧水の現況の把握の調査は最近は行っていません。 

環境対策課：ただ、地下水位については 3カ所観測井がありますので、地下水位の把握はしておりま

す。 

松村会長：水環境プランのフルレポートを以前いただきましたが、その中には入っていないのです

か。水環境の現況というのは、あれは違ったのでしょうか。このようなものをいただい

たような気がするのですが違いますか。 

安部委員：場所は具体的にはありませんが、何カ所あるというその場所はどうでしょうか。 

松村会長：現況も何もざっとしか見ていないのですが。 

國府田委員：一応 14 ページに地下水位は記載があるようです。 

松村会長：安部委員、國府田委員、委員に質問をして良いのかどうかよく分かりませんが、このフ

ル報告書で言うと、例えば地下水位の低下等についてはデータがあるのですから、誰か

が調査していると思うのですが、単純に質問なのですが、乾燥化というときには具体的

にどのようなことが気になるという感じなのですか。地下水位の問題がありますよね。 

國府田委員：湿地帯ですね。見沼田んぼ周辺の、私が活動しているのはそうなのですが、合併記念見

沼公園や大和田緑地公園周辺の湧き水等も枯れてきていると思うので、そういう関係で

湿地帯というのはあります。 

松村会長：安部委員、どうですか。乾燥化と一言で言ったとき、どのようなことを気にしてほしい

というご注文でしょうか。 

安部委員：都市の乾燥化というのは、都市化すると乾燥化すると一般にいわれますし、水溶生物等
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を見ていてもそのようなところは見てとれる部分があるのと、また、地下水位が下がっ

ているのではないか等、そのような所については、例えば河川改修して深く掘ってしま

って、そのせいで水が抜けているということがあるのですが、そういったことでも減っ

ていますし、当然、上を都市化してふたをしてしまうことによって地下水位が減ってい

るということもあるので、地下のことというのは感じることはできないので、感じると

いう部分については、表面が乾いてきて生えている植物が変化している等といったとこ

ろが基本になるのではないかと思います。 

川池委員：補足なのですが、一般的に湿地が乾燥化しているという場合は、水分条件が悪くなるの

で、湿地に生えるような植物がなくなって、一般的には樹林が進んでいくのです。それ

は植物の生理なのですが、ジュクジュクしていると、割と背丈の低い水辺に生えている

ような、水の中や水に浸かっていない、生えていないような背丈の低い植物が生えてく

るのですが、水が抜けていくと、柳から榎やクヌギ等に変わってきて、うっそうとした

森に変わっていくのを見ると、この湿地は乾燥化しているというような表現をすること

があります。 

また、湧水も地下水位が下がるだけではなく、やはり樹林がなくなる、あるいは都市化

が進行することで、土地が持っている涵養機能が減ることで、ただ地下水位が下がった

だけではなくて、上の土地利用も関係してくると思うので、地下水位が下がったから等

の理由で湧水が把握されているというのは、もう少々情報が必要ではないかというふう

には感じます。 

松村会長：親切なご説明をいただきましたので、反映できるもの、反映できないものがあると思い

ますが、今の関連以外も含めて他にお気付きの点があればご意見を出していただくほう

が良いと思いますが、いかがでしょうか。 

川合委員：今の件に関しては、水環境プランの 4ページの望ましい水環境像の中の 3ではないかと

思うのですが、例えばそれに関する施策として 4項目挙がっていたり、具体的な施策で

16 項目挙がっていたりするので、そのような中に今回、お話に出てきたようなものがう

まく取り上げられ、回復や保全というところに結び付いていくような形が取れれば良い

のではないかと思いました。 

今のところで非常に大前提なのですが、あらかじめいただいているこの厚い冊子ですが、

こちらは今回、白黒でいただいていますが、正式なものはカラーになっていますか。 

環境対策課：そうです。 

川合委員：市民の方等が白黒で見るような機会はないということですね。 
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環境対策課：これは第 1回目の改訂版ですが、同じように作ります。 

川合委員：分かりました。白黒で分からなかった所があったのです。 

環境対策課：今、パブリックコメントで資料を配布しているのですが、パブリックコメントの資料は

白黒です。 

川合委員：そうなのです。例えば 15 ページの図等も分からない部分があって、また、測定地点等も

書かれているのですが、カラーで色が付いていれば恐らく分かるのだと思うのですが、

白黒でいただいたのだと、どこだろうと探してしまったりというのがあったのです。た

だ、全部カラー刷りにするというのは大変で、予算上の問題もあると思うのですが、白

黒でも見やすいものになるように、今後、少々考えていただけたら良いのではないかと

思っております。 

松村会長：分かりませんよね。 

環境対策課：承知致しました。 

川池委員：私は基本的なことをお伺いしたいのですが、まず、この本文の 3ページにある対象地域

という所で、市内を流れる河川、農業用水路と書かれていましたが、管理者が国土交通

省と埼玉県が載っているのですが、一応ここの川も対象にされているということですよ

ね。表紙にわざわざ芝川が載っているのですが、これは県の河川のようなので、芝川も

対象になっているということになるのでしょうか。 

環境対策課：さいたま市内の河川は全て事業の対象になります。 

川池委員：芝川第一調整池等の調整池もありますが、それも対象になっているということですか。 

環境対策課：大枠でとらえていますので、具体的にそこに事業があるかどうか、水環境プランに反映

する事業があるかどうかは別として、対象としてはさいたま市内全てを対象としており

ます。 

川池委員：また、隣の 2ページの 1の 1、一番最後の行で、さいたま市水環境プランを見直し、第 2

次改訂を行いましたと書かれているのですが、私が全く不勉強なのだと思いますが、何

が見直しされたポイントなのかというのが、これと今日いただいたこの資料だけではよ

く分からないのですが、これはフル改訂ということなのですか。前回と比べて何が変わ

ったかがよく分からなかったのですが。 



15 

環境対策課：まず、構成で前回の改訂と比べて一番変わったのは、目次の 4章、水環境目標の達成状

況を追加しました。前回は 3章の中に指標として入っています。前回は指標を作りまし

ょうということで終わりました。これからはこれを行っていきましょうということです。

今回は、前回の改訂時に設定した指標に対して中間的な評価を行いたいので、それはそ

れで別個に章として独立させたので、それが 4章になります。ですので、全体で 5章か

ら 6章に増えています。 

作山委員：それは良いのですが、そこはどこを見れば分かるのですか。改訂の方向性はどこですか。

どこを見れば分かるのですか。要は、施策の方向と具体的な施策を見直しましたという

所はどこかに書いてありますか。 

環境対策課：62ページに追加した具体的施策等を示したのですが、まず、10 の具体的施策を追加し

ました。追加した施策は 62 ページの下の表にあります。前回で言うとモデル事業、今

回で言うと重点プロジェクトを三つ追加しました。 

川池委員：それが GIS ということですね。 

環境対策課：そうです。さらに 51 ページの表 2 をご覧になっていただきたいのですが、前回は平成

22 年度の現況値と最終目標値だけだったのですが、今回は中間目標値というのを新たに

設定しまして、予定どおりいけばこの中間目標値程度になっているだろうというような

値を設定し、この中間目標値と現況値とを比べ、計画どおりに進んでいる、進んでいな

いということで A、B等と評価しています。主に変わった点は以上です。 

川池委員：分かりました。ありがとうございます。 

環境対策課：その辺は確かに分からなくて、基本的には改訂ですので、大枠というのは変えないの

です。5年間の課題を整理して進捗状況を管理し、それで、今言ったように一番下の方

の具体的施策や施策の方向性を見直すという形で、大枠は変えない形の改訂になりま

す。 

川池委員：ありがとうございました。 

松村会長：他にご意見はございますか。 

金子委員：全く初めてなので分からなくて、質問も少々的外れかもしれません。 
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松村会長：そのようなことはありません。 

金子委員：先ほど会長が言ったように、このプランの位置付けは、3 ページの資料で言われたよう

に、水環境基本法や水基本計画に付されたものが水環境プラン、市の環境基本計画の中

で来ていますと。そして、上を見ると、平成 28 年度も 3 月で終わるのですが、平成 32

年度に一応この希望の実現を目指したいと書かれておりまして、今、話を聞いています

と、先ほどの 51ページで、達成率は最終目標で 92.7 パーセント、100 パーセント、100

パーセント等と来ているわけですね。 

私も少々確認というか教えてもらいたいのが、さいたま市の水環境ではきれいな住み

やすい水なのですが、河川は上の方から下へ流れるわけですね。単純な話なのですが、

流れてきます。この場合、さいたま市でこのようなプランを作って皆さんで取り組んで

いるのですが、県は上へ被さっていますが、他の例えば上尾市等、関係の隣接な市町村

等は同じようなプランを立てて、水に対する関心を持って何かされているのだろうかと、

そこだけ確認して聞いておきたいのです。どうなのでしょうか。 

松村会長：いかがでしょうか。 

金子委員：素人の単純な話なのですが、さいたま市が一生懸命きれいにしているつもりでも、変な

話ですが、上からどんどん汚染物がというのが少々気になっていたので、これを初めて

見せていただいて、よその市町村は別ですよと言えばそれで終わりなのですが、何かこ

のような教育の場等を持たれているのですが、それが少々疑問です。 

環境対策課：では、私の方からお答えします。 

松村会長：ありがとうございます。 

環境対策課：もちろん埼玉県でも川の国埼玉という計画で、埼玉県内の川はアユが住める川、BOD3mg/L

以下を目標にさまざまな施策を行っているところでございまして、もちろん市も埼玉県

とは連携を図っています。例えばこの重点プロジェクトもそうです。これだけではあり

ませんが、重点プロジェクトの 9の水・緑と調和したまちづくり、これは実は川の国埼

玉のプロジェクトに申請しておりまして、一緒に作っていこうというような形で協働は

しております。 

金子委員がおっしゃるとおり、川というのはつながっていますので、さいたま市だけで

行っても、なかなかうまくいかないのです。それが水循環基本法の考え方で、もっと大

きければ地球規模なのですが、水環境基本計画では、流域ごとに流域水循環計画を作り

ましょうということになっています。流域水循環協議会というのを設置して、流域ごと

の計画を作るというような考え方もございます。 
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今後は水循環基本法に基づき、もう少し流域ごとの計画に発展していくことになるので

はないかとは考えております。このプランはさいたま市のプランですが、流域の意味で、

国や県等とは連携を図ってまいります。 

金子委員：ありがとうございます。この辺もいろいろなこうしたイベントを埼玉の水、使われてい

ますので、頑張っていきたいと思います。 

環境対策課：ありがとうございます。 

金子委員：以上です。 

松村会長：では、どうぞ。 

熊谷委員：いただきましたこのプランの素案を見て、随分広く行っているのだなと、まず、感心し

て読ませていただきました。きょう、ぜひ質問したいと思っていたことを、実は金子委

員がもうおっしゃってくださいました。やはり水というのは川上から川下の方に流れて

いくわけですので、開かれた空間でこのプランというか、いろいろなことが作成されて

いると思うのですが、隣接の市町村の所へ定期的にこの水環境に関する連絡委員会等、

そういったことを持ちつつこのプランができているのか、あるいは市の単独のプランな

のかというところです。ここの中から読み取れなかったものですから。 

環境対策課：隣接市との連携についてはプランの 69 ページにありまして、庁外組織との連絡会等に

よる水質改善ということで、県や他の市町村とも連携していきます。 

このプランを策定するとき、最初に作った平成 18年には、外部の方も集めた専門委員

会を開きまして、国土交通省や埼玉県も委員に入っていただいているので、恐らく外

部との連携も保ちながら策定したという部分があります。 

松村会長：どうもありがとうございます。金子委員でしょうか。言われたご意見、私は非常に重要

だと思います。今、六十何ページと言われましたが、私が最初に読んだときは 102 ペー

ジでしょうか。要するに、計画の進行管理の話だと思って読んでいたのです。書いてあ

るといえば書いてあるのです。例えば図の 6の 3に、国、県、周辺自治体と一緒に行い

ますと書いてあります。しかし、見出しは進行管理における市民参加と書いてあるでし

ょう。 

ですから、金子委員が言われたのは、これが欠陥商品だという意味ではなく、これから

進めるときに、この計画を作るときに周辺と相談したものではなくて、この計画を進め

るときに周りの人の手を借りたほうが良いでしょうということを言っておられるのだ

と思うのです。 
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私の記憶で言うと、先ほど事務局の方のご説明の中にありましたが、例えば、水質汚濁

に限ると、荒川水系等は恐らくよくあると思いますが、1 級河川の場合は水質汚濁防止

協議会といって国土交通省等が旗を振っているものがありますが、確か準用河川や 2級

河川というのはそのようなものがほとんどないのです。ですから、必要がないのに行う

必要はないのですが、この計画を作るためではなく、進めるときに、ぜひ、いろいろい

な周辺自治体と、周辺自治体というのはどこでしょうか。川で言うとどこでしょうか。 

環境対策課：上尾市や蓮田市、下流域ですと川口市等です。 

松村会長：上尾市、蓮田市ですか。上尾市は割とそういうことに熱心ではありませんか。そうでも

ありませんか。余計なことを言ってはいけませんが。周辺の自治体と相談しながら、こ

れは「おいこら、やれ」と言うのでは進まないので、少しずつ広げていかれると、文字

通りトップランナーになっていかれるのではないかという、金子委員か熊谷委員の言わ

れた話を聞いて思いました。 

また、もう一つだけ申し上げます。申し訳ありません。私がいつも話してしまっていけ

ないのですが。少々話を戻しますが、私はそもそもこれをよく読んでいないのでいけな

いのかもしれないのですが、乾燥化の前に、取りあえず水質そのものはあまり心配しな

くても良い状態なのですか。市内のいわゆる物理的な水質そのものです。 

環境対策課：環境基準との比較という面から見れば、ほとんどの BOD や pH、SS という生活環境項目を

おおむね達成しております。 

松村会長：大体大丈夫そうだということですね。健康項目はいかがですか。 

環境対策課：健康項目はずっと達成しております。 

松村会長：私は読んだら何か、水質の話からすぐ下水道になってしまったので、今、課長さんがお

っしゃいましたが、これは作山先生がご専門かもしれませんが、都市というか、さいた

ま市そのものの姿が変わってきたときに、今までのままの位置付けで良いのかどうかと

いうのはよく分からないので、今、OK になっているものが将来 OK だという保証は恐ら

くないでしょうから、そのようなところは手堅く行っていったほうが良いのではないか

と思ったのです。私より先生の方がご専門ですので、先ほどからずっとご意見がないの

でぜひお願いします。 

環境対策課：よろしいですか。環境基準を達成しているというレベルですので、実はこのプランは水

草がそよぎ、子どもが遊び、さまざまな生物が生息し、人が憩える水辺ということです

ので、水質についてはさらにもっと改善していこうという考え方があります。 
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松村会長：では、まさに幅広い環境の評価ということですので、どうぞ。 

作山委員：私は個人として、最近、止まっていますが、実は国の方の荒川市民会議のような、あの

ようなものをずっと十何年行っていたり、また、実は県の前の、今は事業名が変わって

しまいましたが、浦和美園のこちらの事業の前の委員会も参加させていただいて、実は

浦和もそうなのですが、やっと今回、手を挙げてもらったのですが、なぜさいたま市は

手を挙げなかったのかと思って不思議なのです。 

実は、会長のお話から言うと、私はまちづくりや都市計画を行うほうですが、都市の評

価で何を一番見るかというと、やはり水流があるかどうか、川の水が美しいかどうかと

いうのが、その美しい都市の、まず最初の評価の軸なのです。それはやはり、水がきれ

いだということは、この都市はきちんとしているのだ、つまり素晴らしい都市であると

いうことで、最も大事なところなのです。 

一応、環境基準を見ると、取りあえずはクリアしているのですが、それは最低基準なの

で、どこを目標にするかということです。ですから、今の段階ではやっと最低基準をク

リアしたので、いつの段階で次の高い目標をクリアしていくのかというようなところが

大事なのではないかと思います。 

実は、このプランの中では、内容等は結構しっかりしているのですが、例えば健全な水

循環のあるまちで、水の流れがある川を目指し、水量の確保に努めます等と書いてある

のですが、実は本編の 60 ページ等を見ると、水量の確保が増えていく具体施策はほと

んどないというようなことで、もちろん雨水貯留や個人住宅の雨水利用の推進等はある

のですが、それは本当に微々たるものなので、もっと戦略的なものが必要です。 

本当は次は先ほども出た湧水をきちんと調査して、それをどのようにつなげていくか等、

そういうものも含めて、本来は、今回の計画に関し、今の段階ではこれで良いのではな

いかと個人的には思っているのですが、次の段階に行くとすれば、もう少しそのような

ものを、次の段階で結構なので、もっと戦略的に行ってほしいと思います。 

もう一つ言うと、それが本編の 89 ページで、浦和美園の方で、やっと県と連携しなが

ら、調整池や河川の整備も行っていくようになった、やっとここまでなのだということ

です。これは役割分担で県が行ってよというだけではなくて、市もきちんと行ってくれ

なければ困るという発想で恐らく採択すると思うのです。 

すると、水循環のこの環境が、市としてはきちんとこのようなまちづくりをするので、

県も河川の方も協力してくださいということだと思うのです。ですから、調整池も普通

の調整池ではなくて、私が関わった所で、柏の葉キャンパスタウン等は最近、非常にき

れいにした調整池があるのです。 

実はこれは非常に大変で、柏市はもう行いたくない等と言ったのを、三井不動産がそこ

をお金を出しながら非常にきれいにしたのです。今度、小さいものができるのですが、

もう夜の照明等も美しい調整池を作り、健全な生態系も考えながら、河川整備と調整池
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と、本当はその緑道等のような整備も一緒に考えているのです。そのような攻めの、非

常にポジティブなプロジェクトなり、向上するような計画が次の段階にあるとありがた

いと思います。 

今回はそれがやっと一つ出てきたので、これを足掛かりに次のステップに行っていただ

けると良いのではないかと思いました。感想です。 

松村会長：ありがとうございます。まだ時間がありますので、もちろん今までご発言いただいた委

員からも頂戴しますが、言いたかったけれども、我慢していたという方がまだ我慢して

いるようですので、川池委員と大高委員から、その間にご意見があれば、安部委員も結

構です。 

川池委員：すみません。幾つかあるのですが。 

松村会長：どうぞ。 

川池委員：申し訳ないのですが。そもそもこの目標とするイメージの所に、水の中に水草が、メダ

カが、カワセミがと書いてあるのですが、カワセミを調査しないようなのですが、これ

が戻ってきたというのをどのように知るのだろうというのが全くこの中に書いていなく

て、行うのは植物と魚と生成で鳥は全然出てこなくて、どうしたらこれが戻ってきたと

分かるのかというのが素朴な疑問です。 

また、54 ページに、生き物にも人にもやさしい水辺のある町と書かれているのですが、

私にはこれは人にやさしい水辺にしか見えてこなくて、生き物にやさしいポイントとい

うのはどこなのか分からなかったので、もし、生き物にやさしい水辺としてのコメント

があるのであればお聞かせください。人にはやさしいのかもしれないのですが、生き物

にやさしいという部分が見えないので、あるのかどうかも分からないという部分です。 

それから、86 ページなのですが、ネットワークとしての水辺整備と書かれているのです

が、基本的にネットワークというと、道路等でもそうですが、このようなネットワーク

のうちのここですというような、何か全体像のような絵があると思うのですが、何かあ

るのであれば、そのようなものを入れたほうが良いのではないかと思います。ないので

あれば、今すぐではなくても良いのですが、今後、作るというのも考えても良いのでは

ないかと思いました。取り急ぎその 3点です。 

環境対策課：ありがとうございます。 

松村会長：今、作山委員と川池委員が言われたわけですが、きょうは課長さんに非常に丁寧にご説

明いただいたので、つい注文が多くて申し訳ないのですが、恐らくこのようなことなの

です。これからご意見を頂戴しなければいけないので、今言うのは早いかもしれません。 
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この計画がどうということではなく、水環境の中身、あるいは位置付けが少し広がって

きているので、今までの調査のウイングをもう少し広げなければいけないのではないで

しょうか。自ら行わなければいけない場合もあるかもしれないし、そうではなくて、誰

かに頼めば良い場合もあるかもしれません。これも作山委員の方が良いのですが、要す

るに、私は汚染対策を行っていた人間なので、きれいな水があれば良いでしょうという

人間ですが、それは都市内では違う意味、もっといろいろな意味を持っているのです。 

大変だと思いますが、湿地等やカワセミ等のいろいろな話もあったし、カワセミの調査

を全部皆さんが行うのが大変であれば、誰かに頼めば良いわけで、中身がだんだん進化

していくのですから、それに合わせて調査項目、調査の対象も横と深みが広がっていく

わけです。そのとき、お力を借りられるところは借りて行っていくということです。水

質から始まって、今、水と量でしょう。それはもう少し水辺や都市の中における役割等

がどんどん進化しているので、課長さんは大変だと思いますが、応援演説というか、頑

張ってくださいということだと思うのです。 

環境対策課：では、先ほどの回答を申し上げます。先ほどのご意見、ご質問について、取りあえずカ

ワセミなのですが、確かにカワセミがいるかどうか探しにいくといったことで、そうい

った調査は行ってはいないのですが、私の個人的な経験ですが、笹目川でカワセミの写

真を撮っている方がいらっしゃるし、また、とある市民の方からもカワセミがいるとい

うことを聞いたことがあるので、いることはいると思います。 

環境対策課：私からも良いですか。 

松村会長：どうぞ。 

環境対策課：私は芝川の端の南部浄化センターという所へ勤務していたことがあるのですが、その

ときも何度も見ました。また、水辺のサポート制度という環境美化の集まりがあるの

ですが、これも市民との協働事業として行っているわけなのですが、芝川のさいたま

かっぱ村さんという団体のフィールドで、共同清掃活動を去年の年末に行ったのです

が、そのときもカワセミがいました。私はカワセミというのは、護岸さえされていな

ければ巣を作れるので、恐らく結構いるのではないかと思います。また、多少水が汚

くても、小魚がいれば餌は捕れるので、恐らくいるのではないかと思います。 

カワセミについてはあくまで目標とするイメージです。川の生態系を考えると、カワ

セミがいれば魚もいる環境だというイメージとして考えていただけると良いと思いま

す。 

川池委員：そうですね。では、むしろ、カワセミはただのシンボルだったのですね。一体どのよう

な生き物がいるのかというのを、たくさんいるということを表現したくてカワセミと言

っていらっしゃると思うので、カワセミさえいれば良いというわけではないと思うので
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す。あれを見た、あそこで見たというだけではなくて、シンボルにすぎないので、その

ようなことを把握されたほうが良いのではないかという提案です。 

環境対策課：ちょうど今回の事業の中でも、生物多様性の調査等、そのようなものも今後、現状でも

生物調査等を行うのですが、そのような調査を行いますので、よろしくお願いします。 

環境対策課：また、生き物にも人にもやさしいということで、生き物に対してどうなのかというご指

摘についてです。 

松村会長：人間も生き物ですから。しかし、そうではない意味だと思います。どうぞ。 

川池委員：であれば、人をわざわざ入れなくても良いと思います。 

環境対策課：ページ数で言いますと 85ページにあるのですが、多自然川づくりや、また、蛍がいる

池を管理しています等、そういった形で、生き物に対してもやさしい施策は入ってい

るのではないかと思っています。 

川池委員：であれば、それもこの 54 ページに入れたほうが良いのではないのですか。 

環境対策課：そういったことが指標として、数値目標として入っているのが高沼用水路だけでしたの

で、54 ページはこの高沼用水路だけになりました。 

環境対策課：数値化されているものを別出しにしているのです。全体を見るとどこを見れば良いので

すか。 

環境対策課：施策全体を見ると 60ページ、61 ページになるのですが。 

環境対策課：全ての事業について目標数値を設定しているわけではないのです。今のところは、数値

目標を設定したところについては評価するということです。今、何もかも数値目標を付

けようという風潮があるのですが、ここでは無理して付けるよりも、付けられるものは

極力付けましょうという形で、数値目標がない、つまり、定性的な目標評価にしている

ものもございます。 

作山委員：一つだけ良いですか。 

松村会長：どうぞ。 
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作山委員：貴重なデータあると良いと思うのですが、私は荒川市民会議でずっと国の方に関わって

いたときに思ったのは、やはり行政というのはあまりデータを持っていないのです。大

学も多少ある程度でほとんどなくて、皆さんの団体のような所の方が貴重なデータを持

っているので、このパートナーシップで、そちらのデータを行政側もきちんと共有する

ということをしない限りは、行政が調査を行うというのは相当大変ですし、実際、予算

もあってできません。ですから、ぜひその辺と連携を取った上で管理をしていくと良い

のではないかと思います。 

松村会長：そうですね。もう安部委員や川池委員等にぜひお声を掛けて、課長さんが何かこのよう

なものを行わなければいけないというときに、恐らくお力を貸してくれると思います。 

環境対策課：よろしくお願いします。 

松村会長：もちろん他の委員の方もいらっしゃいますが、作山先生がおっしゃるとおりだと思いま

す。では、お待ちいただいてすみません。どうぞ。 

大高委員：すみません。環境白書のときにも意見を言わせていただいたのですが、69 ページ、有害

化学物質の影響のパンフレットを送るというところで、PRTR 法のことにまた触れられて

いるのですが、これは有害化学物質の影響に関する研究ということで意義を書かれてい

るのですが、これだけでは PRTR 法の説明は不十分であると私は思います。前にも環境白

書のときに言ったのですが、やはり届出の排出量と PRTR 法に関しては、逆に届出以外と

いうところが水環境には非常に大きな役割を果たしていると思うのです。 

届出外のものは環境省のこういったガイドブック等にもあって、私どもの活動をしてい

るものでも、家庭から排出される物質の中の 3分の 2以上が合成洗剤の成分であるとい

うことです。これは全て市内に流れる河川や下水道に流れていっているのです。そうい

う部分はかなり水環境に負荷を与えているのではないかということです。 

ですから、先ほど先生がおっしゃられたように、いかに市内に清流があるか等というの

は、最初のこの説明の市民の評価の中等で、一番良いイメージ、悪いイメージというも

のがありますが、その中で河川の水が汚いとあると、今まで議論していましたが、やは

りこれは河川の水がきれいになることで生き物に優しい水辺環境というところにつな

がっていっていると、私は常々活動の中で思っていますので、この辺の PRTR 法の説明

のところをもう少し丁寧に説明していただきたいと思います。その対案はもちろんあり

ますので、後でまたお伺いしたいと思いますし、そういった視点でも、やはり水環境も

検討を市の方でぜひ進めていけたらと思っています。以上です。 

松村会長：後で委員からご意見があるということなので、それをお受けいただければと思います。 
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環境対策課：こちらで少々回答をさせていただいてよろしいですか。 

松村会長：どうぞ。 

環境対策課：PRTR の説明が少々足りないのではないかというご指摘なのですが、PRTR の届出、集計結

果は、こちらでも当然集計なり公表等はしております。 

大高委員：ただし、推定外の届出外のものは出していませんね。 

環境対策課：市単独では出せないので出していません。 

大高委員：しかし、それは計算すれば出ますので、環境省も埼玉県も出していますので、さいたま

市がそのデータを出せないということはないので、公表はもちろん公表しましょうとい

う PRTR 法の趣旨があって、要するに、指定された有毒な化学物質を減らしていきましょ

うというのが目的ですので、もう少し丁寧な説明なりをと思っています。すみません。 

環境対策課：もう少し丁寧な説明は必要かもしれません。 

松村会長：私が言うのも変なのですが、恐らく今、委員が言われたのは 68ページでしたか。これは

研究のところでしょう。ポイントは、研究のところであれば、ここよりも上の健康科学

研究センターでまず、データを把握するというステップがあって、それをどの物質につ

いてどの範囲まで公表するかで、私は PRTR 法はよく覚えていませんが、排出事業者名は

別にして、公表して良い項目というのは別に制約がなかったような気がします。どこか

ら出ているかというのは何か制約があったような気もしますが。 

環境対策課：PRTR 法は基本的には全部公表できます。企業の秘密というか、成分の量を出せない等、

企業の利益につながるところだけは隠すことができるので、基本的には全部公表です。 

松村会長：ですから、どちらかというと、この水環境プランの話ではなくて、先ほど委員からもお

話しがありましたが、環境白書、環境基本計画の問題かもしれませんが、研究するうん

ぬんではなくて、出すことが許されているデータについてどのように出すかという話で

すので、私はそれはもう委員のおっしゃるとおりだと思います。私はどちらかというと、

測定に必要であれば、きちんと行っておいたほうが良いのではないかということなので

す。 

大高委員：これは 2001 年に制定されて、もう 2016 年なのです。15 年もたっていますので、さいた
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ま市はこのことに対して取り組みが進んでいないと私は思っています。 

松村会長：きょうは環境審議会で環境白書というか、基本計画を、おまとめいただく責任の方の下

でまさに行っているわけですから、環境対策課長さんがこちらへ回って、そのような意

見があって、対策課の方で行っていただく部分と、環境白書というか環境基本計画の中

でお受けいただく部分と、中の方でよくご検討いただければと思います。いつものとお

り、私がだいぶ話し過ぎたようです。他にまだご意見はございますでしょうか。まず、

こちらからどうぞ。 

川島委員：すみません。あまり関係ないかもしれないのですが、8 ページの所で指標というのがあ

るのですが、私はある人に少々お伺いしたことがあるのですが、埼玉県というのは、全

国で晴天日数が一番多い県なのだというのを伺ったことがあります。 

さいたま市もそうかどうかは分かりませんが、もし、必要であれば調べてみて、そうで

あれば、その特徴を、穏やかで住みやすい気候の一つに入れられるのではないかと思っ

たのです。 

それが一つと、また、23ページの上水道の所のグラフで、給水人口および総給水量の推

移というものがございます。この給水人口の折れ線グラフは平成 27 年まで上に上がって

いっているのですが、総給水量が平成 27 年でガクッと下がるのですが、これはどのよう

な加減なのかという疑問があります。 

また、76 ページになるのですが、雨水の地下浸透をさせる取り組みの推進ということで、

下の 2 行目から、一般廃棄物やその焼却灰等を溶融処理して得られる溶融スラグを材料

とした透水性ブロックの活用を推進していきますということで、さいたま市でも東部環

境センターと桜環境センターで灰を溶融してスラグを作っていると思うのですが、確か

それは売却か何かしてリサイクルされていると思うのですが、この透水性ブロックをそ

のスラグから作っていらっしゃるのでしょうか。もし、さいたま市でそういったものま

で作って、それを利用しているというのであれば、また資源の循環で良いことでありま

すので、ここにさいたま市排出の等と入れられたらインパクトもあるのではないかと思

ったのです。以上です。 

松村会長：今、川島委員に 3点ご指摘いただきましたのは、特に 2点目のこの図 2-21 で総給水量が

減っているのは確かに不思議といえば不思議ですね。総給水人口が増えているのでしょ

う。後でご確認をいただくことでも構いません。 

環境対策課：そうですね。これは水道の方からもらっているデータなので、確認させていただきます。 

松村会長：何でしょうか。それでご確認いただくのと、また、溶融スラグのものは、これは後ろに

説明が入っているので、ですから、もちろん事務局の方からご回答いただきますが、今
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のご指摘は、要するに地元産があるのであれば、本文に書くか、本文に書くのが不可能

であるというのであれば、用語解説に、この文章から見る限り、121 ページは下のスペ

ースがずっと空いていますので、これもご確認の上、ご検討いただければと思います。 

環境対策課：そうですね。これも部署が違う所が出てきたものですので確認させていただきます。 

松村会長：ご担当の所にお願いします。 

環境対策課：もちろんさいたま市自体ではブロックを作っているわけではないので、そのようなブロ

ックを作る事業者に対して、このような趣旨でいっていると思いますので。 

松村会長：これも内容をご確認いただいて、必要ならばということだと思います。先ほど止めてし

まったので、安部委員からお願いします。それでこちらに行きます。 

安部委員：全体的なところで見ていてよく分からない部分があるのですが、これは計画なわけです

よね。ここではよく白書についての審議等をするのですが、白書と計画の違いというの

はありますが、この指標の所に書いてある事業ですとか、あるいはこの施策展開の所に

書いてある事業というのは、これは全部環境対策課の事業というわけではないのですよ

ね。 

他の課が行っておられる場合、どこの課が行っているのかというのを書いていただかな

いとさっぱりよく分からないのです。その他の課と連携して行うときに、環境対策課が

どのような役割をするのか、旗振りなのか、進行管理なのか、その辺の役割というのが

いま一つよく見えなくて、これがこの先どのように進められていくのかよく分からない

ということです。 

例えば、私はさいたまこどもエコ検定の委員もしているのですが、既にあるものをこち

らに持ってきて載せているというときに、例えばこどもエコ検定のものに対して、水環

境プランではこのような理想とする目標を掲げています。ぜひ水環境についてももっと

推していきましょうという呼び掛けを、環境対策課の方からするのか、それともそれぞ

れが進んでいくのを「やっていますか」といった感じで見ていくのか、その辺のスタン

スというか、この計画自体の持つ意味合いというのがどうなのかというのが知りたいと

いうのが一つです。実際は、そういう意味で、それぞれの事業の所に、これが何課だと

いうのが書いていないと、その課にしかさっぱりよく分からないというふうになるので

はないかと思います。 

また、これはデザイン的な話で、計画提案でそこまで行うかというのはあるのですが、

今、パッとページを開いても、そこがどこのページかよく分からないのです。一番上の

方にヘッダー で、ここは第何章のどの項目であるというようなものがあれば、施策の

体系と一緒に、これを見ながらの理解も進めやすいと思いますので、その辺はぜひ工夫
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をしていただけたらと思うところです。 

松村会長：よろしいですか。議事次第ではこれだけで良いのでしょうか。私は例によって甚だ進行

不手際でありまして、あらためてシナリオを見ると、この後に何かご報告を頂戴するの

ですね。 

今、40 分なのでこのようにしたいと思いますが、あと何人か手が挙がっていたので、も

ちろんご発言いただいて良いのですが、ご意見はご意見で言っていただいて、ご質問が

あれば、取りあえず併せて全部聞いて、それで事務局や課長さんにご質問については極

力お答えいただいて、先ほどの分かりにくい、デザインがうんぬんと安部先生が言って

おられるようなご注文はご注文としてお受けいただくことにして、弁解は言う必要はな

いので、ご質問にはお答えいただくということでお願いいたします。すみません。いつ

もながら暴君的な進行で。 

環境対策課：安部委員のご質問に事務局から簡潔に答えさせていただきます。課名をというお話なの

ですが、われわれとしては、さいたま市は一つとして行っているという感覚を持ってお

りますので、内部的にはもちろん課名、課ごとというのはあるのですが、プランとして

は、事業ことに課名というのは書いていないところです。 

環境対策課の位置付けやこのプランの位置付けですが、施策が 15 課にわたっておりま

す。環境対策課がそれらの施策をまとめ、進行管理、評価を行う事務局となっています。 

環境対策課：ヘッダーについては、製本のときに、付加して作成する予定です。 

松村会長：よろしいですか。あと何人か手が挙がっていましたね。 

熊谷委員：簡単にお願いします。 

松村会長：私が簡単ではありませんので、どうぞ。 

熊谷委員：66ページの公共用水等の浄化対策の推進という所を見ると、上の方はさいたま市内の施

設の紹介で、下の方は県の施設の紹介ですが、事業所を紹介しているというのは非常に

勉強になるのですが、これはただパンフレットから抜き出したものなのか、そろえてい

くパラメーターといったものが全然違うのですね。ですから、比較のしようがないとい

うか、これを見ただけではこれで十分なのか、あるいはもう少し良い性能のものが欲し

いのか等、いろいろなことを考えると、これだけでは分からないということがありまし

た。 

また、ピント外れかもしれませんが、今は行政ベースのお話で審議しているのですが、

実際の実行ベースになると、どのようなことでも、いわゆる市役所が直接行うのではな
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くて、業者なり何なりが入札か何かをして、工事が多いと思うのですが、いろいろなこ

とをしていただくわけですが、その業者なり何なりは大体さいたま市内にある業者がほ

とんどなのですか。 

環境対策課：基本的には、入札については、指名競争入札でしたらある程度市内業者を指名する場合

が多いと思います。ただ、大規模事業になるとなかなかできない場合もありますので、

そのようなときは少々話が異なりますが、基本的には市内業者優先です。 

松村会長：では、甚だ不手際で申し訳ないのですが、ここでいったん切らせていただく前に、1 点

確認させていただきたいのは、この水環境プランというのは、この審議会が了承しない

とできないものなのか、私たちは意見を申し上げているという位置付けなのかというこ

とだけ確認させてください。個人的な勉強で、どちらなのですか。私たちは意見を言え

ばよくて、あくまでも事務局の方で責任を持って作っていただくときに、私たちが意見

を申し上げているということでよろしいのでしょうか。 

環境対策課：そうです。 

松村会長：分かりました。ここで意見を申し上げる際、私は相変わらず毎回不手際で、誠に恐縮な

がら、意見を取りあえずここで切らせていただきます。ですから、了承、了承ではない

ということではなくて、今までご注文あるいは少々至らないということがあれば、先ほ

ど大高委員にも少々我慢していただきましたが、場合によってはご質問がまだ残ってい

るかもしれませんので、事務局の方にお伝えをいただくということでお許しをいただき

たいと思います。きょうは課長さん、どうもありがとうございました。 

環境対策課：ありがとうございました。 

松村会長：この後、注文がたくさん届くかもしれません。この後は何かご報告があるのでしょうか。

水環境プランについては、審議と言って良いのかどうかよく分かりませんが、何かまた

ご質問なりご意見があれば重ねて頂戴するということで、いったんここで切りたいと思

います。事務局の方から何かあればどうぞ。 

環境総務課：お礼が大変遅れて申し訳なかったのですが、環境白書の発行にあたりましてのお礼とい

うことで、前回、引き続きご承認いただきました委員の皆さまには、白書の作成にあた

りまして多大なご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。完成いたしま

した環境白書につきましては既にお送りさせていただいてございますが、前回の環境審

議会等でいただきましたご意見、ご提言等を踏まえまして、修正を加えまして作成をさ

せていただきました。 
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ただ、中にはご意見の方を十分に反映できていないところもございますので、そういっ

た、いただいたご意見等につきましては、今後、引き続き検討させていただきたいと思

っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。以上でございます。 

松村会長：それでは、きょう、予定をされておりました案件はここで終わりまして、この後、事務

局に進行をお返しをするということのようでありますが、その前に、きょうは環境対策

課長さん以下、おいでいただきまして、懇切なご説明と、私の進行がこのようなもので

すから、千本ノックだったかもしれませんが、大変ありがとうございました。 

委員の方々のお気持ちがほとばしっているのだと思います。課長さんの先ほどの言葉で

もう私は大変安心しました。恐らくウイングが少々広がって、少し違うぞというご意見

が出ているのかもしれませんが、ぜひ課長さん以下のお力で、その違うぞとの水平展開

をしていただければと思います。取りあえず私の方の進行は以上でございます。ありが

とうございます。この後は事務局の方でどうぞ、お願いします。 

３．閉会 

事務局：活発なご意見、ありがとうございました。まだ言い足りない部分があるかと思うので

すが、そういったご意見につきましては、何回かお話ししていますが、お手元にあり

ます水環境プランの方のご意見を募集していますということでありますので、パブリ

ックコメントになるのですが、こちらでご意見の方をいただければと思います。 

今、募集期間も既に始まっておりまして、1月 5日から行っております。2月 6日の月

曜日までが募集期間になっておりますので、これを今、お手元にあるものを書いてい

ただいて郵送、ファクス、ご持参、もしくは市の方ムページの方からもご意見の方を

頂戴いただけますので、いずれかの方からいただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

事務局：それでは、以上を持ちまして、さいたま市環境審議会を終了させていただきます。本

日は誠にありがとうございました。 

一同：ありがとうございました。 

(了) 


