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【平成 30年度 第１回 さいたま市環境審議会】 

 

日 時 平成 30年 11月 15日（木）14時 30分～16時 

場 所 さいたま市役所別館２階 第５委員会室 

出席者 （委 員） 

松村  隆 会長  川合 真紀 副会長  西山 佳孝 委員 

作山  康 委員  横山 寿世理 委員  川島  誠 委員 

小山 妙子 委員  森田  博  委員  石川 憲次 委員 

酒井 辰夫 委員  安部 邦昭 委員   大高 文子 委員 

川池 芽美 委員  國府田 明子 委員  山﨑 蓉子 委員 

熊谷  明 委員  金子 賢治 委員 

 

（事務局） 

環境局   新井局長 

環境共生部 中野部長 

環境創造政策課 小林課長、横山課長補佐、中野係長、中園係長、 

吉澤主査、蛭田主事、酒井主事 

環境対策課 熊切主査 

欠 席 なし 

 

1.開会 

（事務局） 

皆様、大変お待たせ致しました。ただ今から、平成 30年度第１回環境審議会を開催さ

せて頂きます。本日はお忙しい中、お集まり頂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頂きます、環境創造政策課の中野でございます。宜しくお願い致しま

す。 

初めに本日の審議会の成立についてご報告致します。会議の成立につきましては、審議

会規則第３条第２項の規定により、委員の皆様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、委員定数 17名のうち 16名のご出席を現在頂いておりますので、本

会議は成立しておりますことをご報告させて頂きたいと思います。 

続きまして、会議開会にあたりまして、環境局長の新井よりご挨拶をさせて頂きます。 

 

（新井環境局長） 

皆様、こんにちは。ただ今ご紹介頂きました環境局長の新井と申します。皆様方には大

変お忙しい中、平成 30年度さいたま市環境審議会にご出席を賜りまして、厚く御礼申し

上げます。また、日頃から本市の環境行政に関しましては、多大なるご理解とご支援を頂
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きまして御礼申し上げます。 

さいたま市は政令指定都市に移行しまして 15年目の節目となるわけですが、今年の９

月には人口 130万人を突破したということで、全国でも９番目の都市ということで、発展

をしてきたところでございます。 

市民の一人一人が幸せを実感できる都市を目指しまして、市長をはじめとして全庁を

挙げてさいたま市 CS90運動に取り組んでいるところでございます。今年度実施しました、

市民意識調査におきまして、「本市に住みたい」という方が 86.1％、「住みやすい」とい

う方が 84.2％ということで、非常に高い結果を市民の方から頂いているところでござい

ます。この結果につきましては、温暖化対策、廃棄物対策、様々な課題に対しまして、委

員の皆様のお力添えを頂きながらしっかり取り組んできた成果であると考えているとこ

ろでございます。 

一方で、新たな課題としましても、マイクロプラスチックの問題などが新聞等でも話題

となっています。環境負荷の少ない持続可能な社会を実現するためにも、これからも多く

の課題に対しまして、取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

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

年次報告であります、「平成 30年版さいたま市環境白書（案）」についてご審議を頂くわ

けでございますが、委員の皆様には幅広い知見から忌憚のないご意見を、また、お力添え

を頂戴できればと思っております。 

最後に、委員の皆様におかれましては、来年の１月 25日をもちまして、２年間の委嘱

の期間が満了するということでございますが、その間に渡りましては、本市の環境行政に

貴重なご助言を頂きまして、この場をお借りしまして、改めて心より感謝を申し上げる次

第でございます。今後も引き続き、ご指導またご鞭撻を頂きますようお願い申し上げまし

て、甚だ簡単ではございますが、ご挨拶に代えさせて頂きたいと思います。どうぞよろし

くお願い致します。 

 

（事務局） 

続きまして、事務局を担当する職員になります。こちらは、お手元にお配りしておりま

す、さいたま市環境審議会委員名簿の「事務局の担当者名簿」で記載をしておりますので、

こちらをご確認頂ければと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

なお、新井局長につきましては、次の公務がございますので、会議途中ですが、中座さ

せて頂きますことを予めご了承頂きたいと思います。 

 

（新井局長） 

すみません。よろしくお願い致します。 

（新井局長、退席） 
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（事務局） 

なお、申し遅れましたが、本日いらしていない川島委員につきましては、30 分程遅れ

るということで連絡を受けておりますことをご報告致します。 

では続きまして、本日机上配布の資料の確認をお願いしたいと思います。まず１点目と

しまして「本日の次第」、２点目に「環境審議会の委員名簿」、３点目に「さいたま市環境

審議会規則」、４点目は「平成 30年版さいたま市環境白書 主な変更点」、最後５点目が

「別紙 平成 30年版さいたま市環境白書（案）に対するご意見、ご要望等について」で

ございます。 

また、「平成 30年版 さいたま市環境白書（案）」につきましては、事前に送りしまし

て、本日ご持参頂くようにお願いしております。資料に不足、もしくは忘れたということ、

何かございませんでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

それでは、これより審議会規則第３条第１項に従いまして、松村会長の方に議事の進行

をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（松村会長） 

はい。それでは議事を進めたいと思います。この審議会、ご案内の通り「公開」という

ことでありますが、事務局に伺いますが、今日傍聴を希望されている方はいらっしゃいま

すか。 

 

（事務局） 

本日の審議会では、傍聴希望者はありませんでした。 

 

（松村会長） 

毎回ちょっと残念な感じもしますが、途中でお見えになったときは改めて諮らなくて

も良いということですか。 

 

（事務局） 

結構です。 

 

（松村会長） 

はい。それでは、次第に沿って、今日は「平成 30年版さいたま市環境白書（案）につ

いて」ということであります。この点について、事務局からご説明をお願いします。 

 

（事務局） 

私の方から、「平成 30年版さいたま市環境白書（案）」についてご説明をさせて頂きま
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す。事前にお配りしております「平成 30年版さいたま市環境白書（案）」と、本日お配り

致しました「平成 30年版さいたま市環境白書 主な変更点」という資料がございますが、

説明は「平成 30年版さいたま市環境白書（案）」の方に沿って説明をさせて頂きますので

そちらをご覧下さい。 

さいたま市環境白書は、さいたま市環境基本条例に基づき、環境の現況と施策の実施状

況に関する報告書として毎年作成し、公表するものでございます。今回作成しております、

こちらの環境白書は、平成 29年度における本市の環境の現況と施策の実施状況について

取りまとめたものになります。 

表紙から１枚めくって頂きまして、目次をご覧下さい。全体の構成ですが、前年と同様、

本編と資料編に分かれておりまして、本編は第１部から第３部で構成されております。本

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

し、第 2部では、環境基本計画で設定している５つの基本目標毎に環境に関する各施策の

具体的な実施状況を記載しております。第３部では、総括としまして各指標の評価結果や、

市民アンケートの結果、そしてそれらを基にした総合評価と今後の取組について記載し

ております。 

ページをめくって頂きまして、資料編では、本市の環境関連条例、行政組織、環境局の

事務分掌、用語解説を掲載しております。以上が、環境白書の大まかな全体構成になって

おります。 

続きまして、「平成 30年版さいたま市環境白書（案）」の具体的な内容について説明を

させて頂きます。初めに本編になりますが、１ページから 13ページの第 1部さいたま市

の概況でございます。4ページをご覧ください。大気質の環境基準測定状況についてです

が、さいたま市では市内 15局で大気汚染の状況を常時監視しております。環境基準の定

められている 6物質のうち、光化学オキシダントを除き、全局で環境基準を達成致しまし

た。前回未達成だった微小粒子状物質につきましては、平成 23年度の測定開始以来、初

めての環境基準達成となります。ここで一点訂正なのですが、本文中では「平成 24年度

の測定開始以来」ということで記載しておるんですが、正しくは平成 23年度になります。

申し訳ございません。続きまして 6ページをご覧下さい。河川水質の環境基準達成状況に

ついてですが、さいたま市では市内の主な 5 河川について水質の汚濁状況を測定してい

ます。環境基準の定められている 4項目のうち、2項目について市全体の環境基準達成率

が昨年度を上回りました。年によっては、達成率は多少前後するものの、過去 5年で比較

するとほぼ横ばいで推移しております。 

続きまして 14ページをご覧ください。こちらから第 2部になり、５つの基本目標に基

づく施策体系に沿って実施した施策などについて、各担当部署に原稿の作成を依頼し、取

りまとめたものになります。まず初めに、指標の実績及び指標以外の参考値についてです

が、昨年と同様スペースの都合等により、基準年度及び目標年度以外では過去６年間の実

績を掲載することとしています。従いまして、今年の環境白書では平成 22年度、平成 23
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年度の実績は掲載されないこととなりますので、こちらは冒頭のページにおいてそのこ

とを記載しております。 

続きまして、各基本目標の状況につきまして説明致します。 

初めに 14 ページから 54 ページまでの基本目標１でございます。こちらは他の４つの

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

環境保全活動、ライフスタイルの転換、国際協力等に関する施策の実施状況を取りまとめ

ております。目標指票 11個のうち、８個は前年度より向上し、５個が年度目標値を達成

致しました。こどもエコクラブに関する目標指標につきましては、これまでもご意見を頂

いておりますが、当初の目標値と実績が乖離している状況となっております。また、市の

事業との関連も薄くなっていることもありますので、次回に向けましては総合振興計画

との整合を図り、環境教育事業の中で適切な指標に置き換えることについて検討が必要

と考えております。 

続きまして、18ページをご覧下さい。環境教育拠点施設数の目標指標でございますが、

平成 21年度に８施設だったものを平成 29年度に 20施設にするという目標に向かって取

組を進めて参りましたが、昨年度１施設新しく参加頂きまして、20 施設となりましたの

で、計画どおり目標を達成することができました。新たにご参加頂きました、生活協同組

合コープみらいさんの事業につきましては、隣の 19ページのエコ・ラムにてご紹介させ

て頂いております。 

続きまして 29ページをご覧下さい。ホームページのアクセス件数の目標指標でござい

ますが、こちらにつきましても前回の審議会でご意見を頂いておりますが、今回も前年度

と比較して顕著な上昇が見られております。計画策定時とはインターネット等の普及状

況も変わってきておりますことから、次回に向けましては目標値の上方修正の検討も必

要と考えております。また、もう１枚の資料「主な変更点」の資料、１番目をご覧下さい。

昨年まで掲載しておりました教育研究所主催の「総合的な学習の時間に役立つ研修会」で

すが、平成 29年度は造幣局の見学ということで、環境に関連する研修会は実施しなかっ

たとのことですので、今回は削除致しました。次回以降、環境に関する研修会を行った際

には、再度掲載することと致します。 

続きまして 55 ページをご覧下さい。こちらから 94 ページまでは基本目標２になりま

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

る施策の実施状況をまとめており、目標指標 11個のうち、６個が前年度より向上し、５

個が年度目標を達成致しました。生物多様性の認知度の目標指標につきましては、ここ数

年横ばい傾向が続いております。これまでも環境教育事業やイベント等を通じて啓発を

行っておりますが、目標に近づくためにはこれらの取組を継続するとともに、今後さらに

工夫をして生物多様性への理解を深めるための機会を増やす必要があると思われます。 

次に 66ページをご覧下さい。身近な公園整備数の目標指標でございますが、平成 21年

度に 789箇所だったものを、平成 29年度に 868箇所にするという目標に向かって取組を
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進めて参りましたが、平成 29年度に 882箇所となり、目標を達成致しました。今後も公

園が不足する地域を重点に整備を進めていくこととしております。また「主な変更点」の

資料２番目と３番目になりますが、75ページの憩える場所の整備延長、78ページの景観

重要建造物、景観重要樹木の指定件数の目標指標につきましては、総合振興計画後期基本

計画と整合させるため目標値等を変更しております。 

続きまして 95ページをご覧下さい。こちらから 125ページまでは基本目標３になりま

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

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

ております。次の 96ページになりますが、温室効果ガス排出量の推移を見てわかります

とおり、温室効果ガス排出量は目標値を上回ってはいるものの、近年は減少傾向にござい

ます。特に排出量の伸び率が高い民生家庭部門への対策等を中心に引き続き取組を推進

する必要があります。 

続きまして 102 ページをご覧下さい。こちらは事業者が温室効果ガス削減の計画を策

定し、市に提出する環境負荷低減計画制度に関する目標指標ですが、環境負荷低減計画を

市に提出した事業者数は、目標値を若干下回っているものの、実績は順調に伸びておりま

す。この制度は、事業者からの温室効果ガス排出量削減に繋がる取組ですので、今後は提

出が義務付けられていない事業者への働きかけを積極的に行い、提出者数の増加に繋げ

て参ります。また「主な変更点」の資料では４番になりますが、こちらの環境負荷低減計

画提出者数の目標指標につきまして、総合振興計画後期基本計画と整合させるため、当初

の平成 32年度に 1,400事業所という目標値を 1,427事業所に変更しております。 

続きまして 126 ページをご覧下さい。こちらから 155 ページまでは基本目標４になり

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

する施策の実施状況を取りまとめており、目標指標 16 個のうち 14 個が前年度より向上

し、14 個が年度目標値を達成しております。一般局における大気汚染に係る環境基準達

成率の目標指標につきまして、引き続き 100％を維持しております。また 129ページにな

りますが、自排局における大気汚染に係る環境基準達成率の目標指標につきましても

100％を維持しております。引き続き全項目の達成を目指して固定発生源、移動発生源へ

の対策を進めて参ります。 

次に 135 ページをご覧下さい。水質汚濁に係る環境基準達成率の目標指標でございま

すが、年によって上下はあるもの目標値を超えた水準で推移しております。また、次の 136

ページの公共下水道普及率の目標指標につきましても、目標値を超えて推移しており、平

成 29年度は 92.9％となりました。引き続き公共下水道普及率の向上を図るなどし、水質

改善のための取組を進めて参ります。 

続きまして 156 ページをご覧下さい。こちらから 180 ページまでは基本目標５になり

ます。こちらでは一般廃棄物及び産業廃棄物対策の推進に関する施策の実施状況を取り

まとめており、目標指標４個のうち２個が前年度より向上し、３個が年度目標値を達成し



7 

 

ました。市民１人１日あたりのごみ総排出量の目標指標につきましては、ごみ排出量は減

少傾向にあり、目標達成に向けて順調に推移しておりますので、引き続きごみの減量を推

進して参ります。また 168ページになりますが、一般廃棄物最終処分比率の目標指標につ

きましても、桜環境センターの供用開始以来、順調に推移しております。さいたま市では

市内最終処分場の埋立率が高くなっておりますので、引き続き焼却灰を有効利用する等、

目標値の達成に向けて埋立処分量の削減を図って参ります。 

続いて、少々ページを戻りまして 162ページをご覧下さい。「主な変更点」の資料では

６番になります。親子リサイクル施設見学会を新たな個別施策として掲載致しました。市

民生活とリサイクルが密接に関係していることを認識してもらうために一般廃棄物がど

のように処理され、リサイクルされているかを紹介する見学会を実施しておりますので、

環境基本計画の施策体系に関連する事業として今回から掲載しております。 

次に 179ページをご覧下さい。「主な変更点」の資料では９番になります。一番下の段

にございます不法投棄対策事業でございますが、前回の審議会で、ドローンを使用した空

からの監視のことを載せてはどうかとのご意見を参考に、新たな個別施策として掲載致

しました。また、併せてドローンを用いた廃棄物の監視に関するコラムも、次のページの

180ページに掲載しております。また、主な変更点の資料の５番目、７番目、８番目にな

りますが、156ページの市民１人１日あたりのごみ総排出量、165ページの一般廃棄物再

生利用率、168 ページの一般廃棄物最終処分比率の目標指標につきましては、「第 4 次さ

いたま市一般廃棄物処理基本計画」と整合を図り、目標年度と目標値を変更しております。

以上が第２部の説明でございます。 

続きまして、第３部についてご説明を致します。181ページをご覧下さい。こちらのペ

ージから、次の 182 ページまでは第 2 部のそれぞれの指標とその評価結果を一覧にした

ものでございます。次の 183 ページから 185 ページは環境基本計画の指標の見直しの経

過を把握して頂けるよう、一覧としてまとめているものでございます。 

続きまして 186 ページ以降ですが、こちら市民 1,000 人を対象に行ったアンケートの

結果でございます。アンケートの問１「基本目標１から５の進捗状況」につきましては、

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

という設問につきましては、「順調」、「まあまあ順調」の合計が昨年より 1.2％減少して

おりますが、「あまり近づいていない」、「近づいていない」の合計も 2.3%減少しておりま

す。次の問３「それぞれの施策への関心度」につきましては、昨年度とほぼ同等の結果で

すが、地球温暖化対策や廃棄物等の項目を除いて若干の減少傾向となりました。続きまし

て、問４「生物多様性の認知度」につきましては、「言葉の意味を知っている」が 3.4％減

少しておりますが、「生物多様性の言葉自体を聞いたこともない」とお答えした方が 0.3％

減少しております。割合と致しましては、例年通りほぼ横ばいとなっております。次の 189

ページから 192 ページまでは指標の評価結果と市民アンケートの結果等を踏まえ、基本

目標毎に総合評価と今後の取組としてまとめております。 
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以上が本編の内容となりまして、次のページからは資料編となります。なお、表紙につ

きましては現在検討中でございますが、今年も本市で例年実施しております、環境保全標

語ポスター作品コンクールの特選作品を掲載したいと考えております。 

最後に今後のスケジュールでございますが、本日の審議会で頂きました環境白書に係

るご意見につきましては、再度検討を行い、原稿を調整した後、各担当課へ最終的な原稿

の確認依頼を致します。12 月中には印刷を開始し、冊子として出来上がり次第、皆様に

ご送付させて頂くとともに、市のホームページ上で公開させて頂く予定となっておりま

す。また、環境白書の修正に係るご意見とは別に、施策の実施状況等に対して頂いたご意

見につきましては、各担当課へご意見を伝えるとともに、ご意見に対する各担当課の所見

を取りまとめまして、３月頃までに皆様へお送りしたいと考えております。説明は以上で

ございます。ご審議の程、宜しくお願い致します。 

 

（松村会長） 

今、大変わかりやすくご説明頂きましてありがとうございます。ご質問、あるいは、ご

意見を頂戴したいと思います。ご発言の際に場所・ページ数を特定していただけると、事

務局の方も答えやすいですが、いかがでしょうか。 

 

（川合副会長） 

全体にわたるところをまずは始めに教えて頂きたいのですが、平成で今回まとめられ

ているのですが、西暦にしなくていいのかなと。平成 32年度とか記述として出てくるの

で、その辺の切り替えに関してはどのように今のところ考えていらっしゃるのかお教え

ください。 

 

（事務局） 

考え方と致しましては、今回は平成 29年度のものを作成するということで、平成 30年

版で出しております。ですので、30年までは平成でよろしいかと思います。平成 31年版

を出すときに、西暦が２つ、平成と何か並ぶようなことがあると見栄えがよろしくないと

考えますので、その年だけは、西暦の方がというような考え方もあります。その辺は、委

員の方々と相談しながらきちんと作りあげて行きたいという所でございます。 

 

（事務局） 

恐らく目標年度として 32年度というのを使っておりますので、その点も整合が図れて

いないところも主な部分だと思うんですけれども、これにつきましては他の計画なんか

でも、まだ元号がはっきりしない段階では注意書きを付した上で 32年度というものを使

ったりもしております。ここには注意書きの表記がございませんので、今年度の白書につ

きましては、注意書きを加えるような形でよろしければ、対応させて頂ければと考えてお
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ります。 

 

（川合副会長） 

県の、昨日会議があったのですけれども、全部もう書類が西暦に変わっていたので、皆

さんそういうふうにするのかなと思ってたので、逆にどうするかは決めて頂ければと思

います。 

 

（松村会長） 

元号の表記は今、先生からお話がありましたけど、環境白書だけ特別な工夫をするって

ものではないのだと思いますが、それについては整理される中でお進め頂ければと思い

ます。他にご意見ご質問があれば頂戴したいと思いますが。 

 

（國府田委員） 

すみません、私だけかと思うんですけれども、表なんですけれども、すべてに関してな

んですけれども、平成 32年度だけ目標値を書いてるんですね。それっていうのは、他の

年度の目標値を入れて頂ければ、この目標値比っていうのが分かりやすいので、入れて頂

ければ助かるなというのが、見た目にも分かりやすいので。いくつになるかわからないの

で。対年度の目標値比っていうふうにすると、基準に対しての対年度なのか、その年に対

しての対年度なのか見た目で分かりにくいので、最後の目標値だけ書かれると、すべての

ことなんですけど、そこまで、もし書いてないと逆になぜかなと、すごく疑問に思うんで

すけれども。申し訳ありません。 

 

（松村会長） 

例えばたまたま開いた 15 ページで表 2-1-1 っていうのがあって、それが平成 21 年度

から数値が並んでて、目標値は 32年度に 75っていうのが目標です。それで、これをどう

すると良いですか？ 

 

（川合副会長） 

もう一度、表の作り方を説明しておいた方が。 

 

（事務局） 

昨年も、おそらく同じようなご意見を頂戴していまして、こちらでも考えはしたところ

なのですが、目標値として書かれて何年度にいくつにするというとことは、計画上で明確

な数字として出ている所なのですが、その年度途中の所っていうのはあくまでもその経

過として、年度いくつにするという所を、便宜上たてている数字になりますので、なかな

か表記するっていう所が難しいところがございます。 
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図のなかでは直線で表したりはしているのですけども、これを１個１個表記するとい

うのはやはり差し控えたほうが良いだろうと昨年も検討致しまして、そういう結論に至

った経過がございますので、できればグラフの中ですとか、そういう所で読取って頂くよ

うな形で対応をお願いしたいと、こちらとしては考えている所でございます。 

 

（國府田委員） 

この線と線というのは、いくつからいくつまでと考えるとよろしいですか。 

 

（事務局） 

例えば 14ページにグラフがありまして、直線が点々で引いてありますけれども、年度

年度でそこの数字がいくつかというのは、計算上では出しているんですけれども明確に

数字として立てているものではなくて、目標として立てているのは何年度にいくつにす

るという所を明示している部分ですので、バックではそういった数字は取っております

けれども、その数字に対して比較して「○」か「×」か評価はしておりますが、そこは数

字としては出しづらいものは、こうした形で表記させて頂いております。 

 

（國府田委員） 

逆に 32年度の「75」というのは、この線の高さの上の方とか下の方とか。 

 

（事務局） 

要するに 32 年度のところにくる部分ですね。破線が上がっていって、ちょうど 32 年

度という所がこの数字になるという、そういうイメージです。 

 

（松村会長） 

すいません、中身を整理したいのですが、要するに計画期間の最終年度の目標値しか計

画上ないんでしょ。要するに計画最終年の目標しかなくて、便宜的に点線で結んでいるだ

けだからということでしょ。だから毎年毎年数字が出てくるけど、達成状況の評価は、計

画上の目標として最終年度の目標しかないから、厳密にはできないってことでしょ。 

 

（事務局） 

そうですね。 

 

（松村会長） 

そこの所をきちんとご理解頂かないと。要するに、この点線に意味は全くなくて、最初

のところから、最終の目標のところまで線を引いただけってことでしょ。 
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（松村会長） 

それがよく分からないですね。だから混乱されるのだと思う。計画上は最終年度の目標

しかなくて、そこがきっと十分ご理解頂けないと、読む方は線があって、対年度目標値比

というのは何だろうという話になっちゃいますよね。目標値っていう評価は、この表で言

うと 32年度の目標値しかなくて、対年度目標値比って書いてあるのは、一体何の何に対

する比率か分からないっていうことをきっと言っておられるのでしょ。 

 

（國府田委員） 

そうなんです。「基準年度」と書いてあるので、「基準年度に対しての目標値比」なのか、

それとも「最終年度に対する目標値比」なのか。「対年度」というのはその年度に対して

ですよと言うのは、前のページ（のグラフ）を見て「そうなのか」と思うんですけど、こ

の目標値に定めるものが、高くなっていくのに逆に下がっていたりするから、分からなく

なる。 

 

（川合副会長） 

私もちょっと分かりづらいと思い、混乱をしたのですが、３枚目の裏ですね、どういう

ふうに対年度目標値比を出しているかという説明が、ここに書かれていたと気がつきま

して。これを見れば、ちゃんとこれに基づいて計算されているなと私自身は理解できまし

た。そこにありますよっていうのに気づけば、分かって頂けると思うんですけれども。 

 

（國府田委員） 

いくつからいくつまでっていうふうに括弧で書いて頂けると助かるんですけれども。 

 

（川合副会長） 

あとやっぱり「△」というのが、50％以内であれば「△」で、それを超えてしまうと「×」

ということですよね。それもグラフを見たときに、「え、これが△なの」と一瞬思えるも

のもあるんですが、確かにこの計算方法を使えば「△」だということになっており、一応

この基準を今まで使われてきていると思うので。 

 

 

（事務局） 

この評価方法自体が、環境基本計画をたてる段階で、こういった評価をしていくってい

うのを決めたものになってますので、途中で評価方法自体は変えづらいですね。なので、

とりあえず 32年度が今の計画の最終年度になりますので、そこまではこの方法でいくし

かないと思いますが、次期の計画を作る段階ではもうちょっと適切な方法があるかどう

かという所は、再検討が必要と考えております。 
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（松村会長） 

よく分からない。年度目標値って定義されてないのでは。 

 

（川合副会長） 

線が引かれてる時点で、これが年度目標値ですよということですよね。 

 

（松村会長） 

そういう意味なんですか。線を引いて、年度の上の交点が目標値ということですか。 

 

（事務局） 

年度年度についての評価をするにあたっての数値としては、そこを採用しています。目

標に向けて推移しているかどうかという所を評価してます。 

 

（國府田委員） 

読み進めていくとわかるんですけど。 

 

（松村会長） 

単純に（折れ線グラフを目標値まで）伸ばしたときの年度の交点を仮の年度目標値にし

てるってことなんでしょ。それと実績値の比でもって達成率で評価をしてて、50％を目安

にして「○」、「×」、「△」つけてるってことですよね。 

僕ばっかり時間とってすみませんでした。計画そのものも新しくするという話もござ

いましたので、この後でまたお知恵を頂いて、新しい計画、その後の評価っていうことに

なるでしょう。他にご質問、ご意見があれば頂戴をしますけれども。 

 

（西山委員） 

今の所なんですけれども、やっぱり分かりにくいという話なので、ひとつ例を出してお

けばどうでしょうか。３枚目か４枚目の所に出てますけれども、例えばひとつグラフを出

してきて、こういうふうに評価してますよというような。標準的な例を引き合いに出して、

こういう風にグラフを読み取って「○」、「×」、「△」をつけますよっていう風な、何か例

を一つ出しておけば分かりやすいと思います。 

 

（事務局） 

評価方法の例示につきましては検討させて頂きます。 

 

（松村会長） 
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他にいかがでしょうか。時間を差し上げるために私から質問をしますと、目標値に対し

て実績がどうだったかという評価は、今のご説明でよく分かりましたが、課題のところに、

15 ページの例でいくと「より多くの市民が環境への関心を高めるきっかけ…提供してい

く必要があります」と書いてありますよね。目標値に対しての実績の到達率の評価ではな

くて、それをもとにして去年、こういうことをやりますっていうのをきっと課題に書いて

あったのではないかと思うんですが、それは実際にやったんですか。評価はしておられる

んですか、おられないんですか。 

 

（事務局） 

当然、個々の事業をやる上では課題がありますので、課題に書いてあるか書いていない

かに限らず…。 

 

（松村会長） 

いやいや、そういうことを聞いてるんじゃなくて、やりますって書いてあったのが、実

際にやったかどうかっていうのを確認しておられるんですか、おられないんですかって

いう質問です。 

 

（事務局） 

全部に関してでしょうか。 

 

（松村会長） 

少なくともご自身の担当課でしょ、これ。そういうのをやっておられますか、やってい

ませんかっていうだけの質問。 

 

（事務局） 

こちらの課としては、こういった課題があるという所は意識して事業には取組んでお

ります。 

 

（松村会長） 

課題に対する認識を問うているんではなくて、それに向けて「こういうことをやりま

す」、「こういうことを検討します」というくだりが他の所を見ると書いてあるんですよね。

だから検討したんですかっていうことですよ。去年の物を持っていないので分かりませ

んが、去年検討すると書いといて、それから検討したんですかっていうことを聞きたいん

だけど、そんなのいちいち分かんないから、そういう検証作業をされたんですかっていう

こと。だから評価は２つあって、「目標値に対する実績値の到達度の評価」と、「到達はし

てないけども、こういうことをやります、こういうことを検討します、それは現にやった
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んだけど、目標には届きませんでした」という話なのか、「一応検討しますと書いたけど、

そういう認識が日々、心の中に持っているので、改めて聞かれるまでもないから、検証は

しません」というのか、どっちですかっていうこと。 

 

（事務局） 

検証してないというよりは、日々…。 

 

（松村会長） 

うん、わかった。もういいや。というのは、そちらの課は違うかもしれないけど、公園

の面積を増やすとか、目標値を立てて色々努力しても、その担当の方だけで出来ることで

はないから、「これだけ拡大に向けて努力してたけども、目標には届きませんでした」と

いうのがありますよね。だからそういうのを逆に目標値を達成してないというよりも、目

標値との乖離ではなく取組の所を評価してあげないと、正当な評価にならないんじゃな

いかという観点で聞いているわけ。去年のことは忘れちゃったから質問にならないと答

えにくいと思いますが。ここまで引っ張ったので、何かご質問があれば是非お願いします。 

 

（酒井委員） 

173 ページに産業廃棄物の不法投棄の件数についてはこういった記載があるんですけ

れども、一般廃棄物の不法投棄については、さいたま市に限らずどちらの市町村もほとん

ど記載がないんですね。実態からいけば、毎年 200件くらい検挙されているんですが、産

廃っていうのは 10件くらいで、残り 190件は一般廃棄物が検挙されてます。先ほど局長

さんの挨拶にもあったんですが、マイクロプラスチック対策を進める上では、こういった

ポイ捨ての状況を把握しない限りは、なかなか対策が難しいので、そういった所を今後市

民の方に公開していくということは、検討されるんでしょうか。 

 

（事務局） 

ご意見頂きましたので、廃棄物の所管課に伝えまして、その辺の見解を伺ってみたいと

思います。 

 

（酒井委員） 

県は産廃しかやっておりませんから、一般廃棄物ができて、産廃ができるっていうのは、

さいたま市さんの最大の特徴だと思いますので、そこで産廃と一般が協力して何か事業

ができれば全国に発信できるような事業が作れるんじゃないかと思いますので、状況を

よく把握して事業を進めて頂ければと思います。 

 

（松村会長） 
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他にいかがでしょうか。はいどうぞ。 

 

（川池委員） 

まず 5ページの表、たぶん単位が抜けてますよね。 

それから、63ページなんですけれども、「樹林地の保全」ということで、実施状況とし

て地域制緑地がこれだけあるよといった風に書かれてるんですけれども、例えば「荒川近

郊緑地保全区域」というのは、国の法律に基づいて指定されている地域だと思うんですよ

ね。それと、例えば、「生産緑地」もそうだと思うんですけど、さいたま市みどりの条例

に基づく自然緑地とかあると思うので、根拠になっている法令とか条例とかを入れてお

いて頂ければ、読む側も色んな法律使って、指定されているんだなというのが分かるのと、

それがどれだけ担保性が高いかどうかというのも自分で調べることができると思うので、

緑地の根拠法というのを、掲げておいてもらうと良いのかなと思いました。 

似たような状況で、隣の 64ページなんですけれども、たぶんほとんどが「さいたま市

みどりの条例」の指定だと思うんですが、「保存緑地」はたぶん条例じゃないんですよね。

色んな条例に基づいた緑地が織り交ぜられている感じなんですけれども、例えば、「自然

景観の保全・整備」のところでいうと、今現在、73ヘクタールほどあるんですけど、前の

ページの、樹林地だと 2,444 ヘクタールある。要は、2,444 ヘクタールにこの 73 ヘクタ

ールは含まれているのか、それとも別のものなのかとか、その関係性を見るためにも、根

拠法になっているものが違うとか整理していってもらえると良いかなと思いました。 

あと、65 ページのホタルなんですけれども、これ自生のホタルじゃないのであれば、

生物多様性の項目に入れてはならないものだと思うので、全国ホタル研究会からも指針

が出てますので、外来種になりますから、その辺ちょっと気をつけないと、これを生物多

様性の項目には入れてはならないと思います。 

それから、76 ページの一番上の多自然川づくりなんですが、去年も聞いたんですが、

内容が普通の河川工事と何が違うんだろうなといつも思うんですけれども、これが事業

でやった多自然川づくりですよというのが分かる写真があると、良いのかなと思うので、

その辺もあった方が、ただの河川工事とは違うよっていうのが分かるようになるのかな

と思いました。 

取り急ぎ、以上です。 

 

（松村会長） 

色々細かく読んで頂いて、関係課に繋がないと難しいのもあると思いますので、宜しく

お願い致します。 

 

（安部委員） 

63 ページの地域制緑地についてよく見ると、よく分からないというか。増減の理由と
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か中身っていうのを見えるようにした方が良いと思うんですね。例えば、2022 年問題で

生産緑地なんかも、この後どういうふうに整理していくのかというのはすごく気になる

ところですし、どの法律に基づくどの指定がどのように変化してるのかというのが分か

るように、例えば、拡大を示した棒グラフとかあると良いなと聞いてて思いました。 

あとは、生物多様性の認知度が低くなっているのは、大変、私の専門からしても極めて

残念なんですけれども、例えば、「環境学習の推進」のところで、生物多様性の理解を推

進している施設として、桜環境センターにビオトープがあって、そこでも色々やってるん

ですね。このページに限らず、桜環境センターのビオトープでやってることとか、まだ入

れる余地があるんであれば、是非入れて頂きたいと思っています。ごめんなさい、57 ペ

ージですね。 

 

（西山委員） 

私は個別のことではなく、先ほどの産業廃棄物に関連することなんですけれども、毎回

この会で局長さんが何を言われてるかいつも聞いてるんです。多分その時、最も重要なメ

ッセージを発せられる。今日の一言はやっぱりマイクロプラスチックだったと思うんで

す。これが、たぶんここ 1年ぐらいで最も重要なことなんですが、今回の環境白書には、

マイクロプラスチックは一切書かれてないんですかね。ぱっと見たところ、全然見当たら

ないんですけれども、もし可能だったら、コラムかなんかでも作っておいて、あとは用語

解説みたいな所を少し入れた方が。もし今回間に合わなければ、また、間違いなく来年度

の環境白書にはそういうことを入れないといけないと思うんですけれども。 

 

（事務局） 

29 年度中に何かやっているかという確認と、コラムに載せられるかどうかという辺り

で確認させて頂きます。 

 

（西山委員） 

どうしてもタイムラグができていく。マイクロプラスチックはタイムリーな話ですの

で、そういう意識を持っている人が見たら記載が何もないと思われる。 

 

（松村会長） 

今、お答えの通りだと思いますが、厳密にはこれ環境基本計画に基づく実績報告書だか

ら、その枠組みの中で一生懸命考えようとすると、３，４年前には気がつかなかったけれ

ども新しく問題になってる。例えばマイクロプラスチックかもしれないし、次に新しいの

が来るかもしれないし、そういうのをどうやって入れておいたら良いだろうかというの

を考えられると良いと思います。 

そうすると、その時々の計画の実施状況や、その時々の、市として重要視している、必
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ずしも計画の中に盛り込まれてないけど、新しい問題も入れていくと。入れ方は今、お答

えになったコラムとかそういう所ぐらいにしかならないのかもしれないけど、確かにそ

ういう形で入れていくと、良いかもしれないですね。 

 

（西山委員） 

確か１年前にこの会で、やはり局長さんがパリ協定の話をされたんです。その内容を入

れといたら良いなと思ってですね、去年は入らなかったんですが、今年度版をみるとコラ

ムにそういうのが載って、ずいぶん改善されたなと思います。だからこういう感じでたぶ

ん予想としては、今年度は難しいかもしれませんけど、来年度はマイクロプラスチックに

関する取組み内容を入れられたら良いかなと思います。 

 

（作山委員） 

まちづくりの専門から見て、今回の改定ではないんですが、107ページのパリ協定の所

を僕も気になって。そうすると SDGsをちゃんと入れないといけないよねと。これはたぶ

ん全市的な取組なので環境白書だけではないんですが、今や民間の方が進んでますから。

SDGs に基づいて何の目的のために環境白書をやるんだと。最初はコラムくらいでも良い

んですが、次年度でも構いません。 

併せて、実は 52ページに浦和美園の件もあるんですが、あれはスマートシティの一環

なんだろうけれども、最初はエネルギー系なんだけれども、スマートシティの定義もだん

だん広くなって、むしろ浦和美園あたりが少しモデル的、あるいはさいたま市の非常に重

要な都市づくり、それがエネルギー政策や産業だけではなくて、環境という部分をもっと

膨らませてそれをアピールしても良いのではないかと。公民連携のまちづくり拠点みた

いな話にちょっとなったので、もったいないなあと。もうちょっと全市的に乗っかって、

本当は河川どうするんだ、みどりどうするんだというのも含めて。 

今はちょっとエネルギーに偏っているようにやや見えるのは確かなんだけれども、担

当課が違うかもしれないけれども、市全体としての代表的なまちづくりなので、次年度か

らはアピールしても良いのかなと。 

 

（松村会長） 

前に比べて良くなっているというお褒めも頂いたので、みんな応援団のつもりで。結果

的に注文が多いですが、宜しくお願いします。いかがでしょうか。 

 

（川島委員） 

165ページなんですけれども、市全体のリサイクルシステムの構築っていうのがありま

して、右横に「一般廃棄物再生利用率の推移」というグラフがありまして、折れ線がかな

り下の方にあり、上に空間がある。見づらいっていうのと、再生利用率がかなり低いのか
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なっていうような印象を持ってしまう。この形式の図面、ほかのページにあるのを見ると、

折れ線が真ん中に来ていて見やすいんですが、縦軸の値をもう少し減らしてみてはどう

かなと。例えば、目標値が 25.1％になってます。去年は 25.8だったんです。これは下が

ってるんですけれども、平成 29年の 23.6％を含めて、政令指定都市の中では悪い数字で

はないんですね。千葉市はダントツで 30％台なんですけれど。少し上にあげた方が正確

に伝わるんじゃないかなと思うんですけど。 

もう一点なんですが、11 ページ、基本目標５というのが一番下にあるんですが、その

枠の下から３行目の右側の方に「資源の循環的利用」があります。これは何かっていうと、

リサイクルをして分別をして再資源として作って、それを材料として再生品を作って、そ

れを使って初めてこの循環の輪が回るということだと思うんですね。ところが、その再生

品を使いましょうということが出てこないんです。 

例えば、159ページの一番下に「出前講座の開催」というのがありますが、ここでは「ゴ

ミの減量化」ということを出前講座で言ってるんですね。それと、161ページの下の方に

いくと、事業者に対して、ごみの減量化と再資源化の推進をしていきましょうって言って

るんです。さらに、166 ページにいきますと、「家庭から排出される資源物」で何を言っ

てるかというと、資源化量を増加させましょうということで、どこにも、再生品を使いま

しょうということが出てこないんです。 

ところが、さいたま市さんはよくやってるというか、例えば、176ページでいきますと、

下の方に、「市が発注する公共工事」ということで、再生アスファルト、再生砕石を公共

工事で使うようにしていますと。戻って、43 ページなんですが、さいたま市さんとして

は環境負荷の少ないグリーン購入をしていますということで、使う方のこともこういう

ふうにやってますよということを書いているんですが、市民や事業者に対して「再生品を

使いましょう」という所が出てこないので、是非その辺を、啓蒙して頂くなり促して頂く

なり。さらに、市民にはグリーン購入を、事業者にはグリーン調達をっていう形で、ご検

討頂けたらと思います。 

 

（松村会長） 

これも担当の所にお繋ぎ頂くということだと思いますが、担当課名が書いてあって、そ

れぞれの中ではきちんとやっていると言うけども、文字通り横断的に、川島委員に言われ

たこともきっとやっているんだろうという気がするんですけれど、廃棄物や資源循環に

関係する部分を全体的に眺めて、うまくストーリーが出来ているかどうかという「見る作

業」が必要なのかもしれないですよね。それから、廃棄物だけじゃなくて、他にもあるの

かもしれない。 

 

（川島委員） 

余計な事を言って申し訳ないんですけど、リサイクルってすごい落とし穴があって、
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「出せば良い」ということではなくて、その出したものを使って、一旦、経済市場に出る

と、いつもバージンとの戦いなんですよ。バージンより安くなければ、再生品を買ってく

れないんですよ。バージンが下がってしまったとき再生品はどうなのかと言ったら、一切

売れないんです。でも、普通、製造業でいったらば、売れる分だけを材料を仕入れて作っ

て売るじゃないですか。リサイクルってそうじゃないんです。分別は良いことだっていう

ことで、限りなく出てくるんですよ。売れる売れないは関係ないんです。それを解決する

には何かって言うと、買って頂くということなんですよ。分別して出した所で、市も市民

の方も終わってしまいますけど、その先はリサイクル業者がやれと。といっても、あまり

にも多すぎて、１業者、１業界だけではなかなかできない。やっぱり、リサイクルの輪と

しては使って頂くと。そこを是非お願いしたいなと思います。 

 

（松村会長） 

ということで、お伝え頂ければと。私が申し上げることじゃないかもしれませんが、結

局うまく（循環の）枠が閉じなければ、また市民に問題が戻って来るわけで、ということ

をよくお分かり頂きたいということですね。他にいかがでしょうか。 

 

（森田委員） 

環境問題について詳しく載せて頂いてるんですけれども、また、子供たちでも学習で、

社会見学なり色々な観点から勉強してもらってるんですけども、実は地域でも、クリーン

作戦だとか、地域を皆さんで綺麗にしましょうという時に、子供さんの親達があまり出て

きてないんですよね。そういう所に出てくるのは、おじいちゃん、おばあちゃん達で。も

う少し子供さんがいるお父さん、お母さん達が参加できるような啓発活動っていうのを

できないんでしょうか。色々、こういう文章には確かに良いこと書いてあるんですけど。

どうしても放棄されている田んぼがありますが、そこにわざわざゴミを捨てに行く人達

も多いんですけれども、そういうのも皆でクリーン作戦をやっているので綺麗になって

るんですけど、そういう所に出てきてくれる人が限られた人数で、是非啓発活動というも

のを。 

 

（松村会長） 

計画の見直しの時に、「目標との乖離が大きいので、目標の見直しをこの先進めていき

たい」というご説明があったと思うんですが、その時に、目標そのものを見直した方が良

いのか、今までやられてる取組みを点検して見直すことで、目標に接近出来るかもしれな

いし、目標そのものをもう一度見直した方が良いということかもしれない。それを限られ

た期間で全部やるのは大変だと思うので、関係課とよくご相談されて、年次計画をもって、

優先度の高いものから対策の点検をしていくとか、そういう風にされると、今日いくつか

委員の方から気になる点、ご指摘ありましたが、そういう所が少しずつ消えていくんじゃ
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ないかという気がします。他にどうでしょうか。 

 

（國府田委員） 

光化学オキシダントなんですけど、全局で環境基準が「×」なんですね。それに対して

の対策というのを何か考えていらっしゃるのでしょうか。 

 

（川合副会長） 

すいません。何ページか分からないです。 

 

（國府田委員） 

5ページです。 

 

（松村会長） 

光化学オキシダントの問題ですが。 

 

（事務局） 

光化学オキシダントについては、さいたま市だけではなく、どこの自治体も大体環境基

準をクリア出来ていない所が、関東近辺では多いです。その対策なんですが、私が聞いた

ところでは、光化学オキシダントが発生するメカニズムがあんまりよく分かっていない。

ひとつの原因としては、シンナーとか炭化水素みたいなものが原因のひとつではないだ

ろうかと言われておりまして、炭化水素の発生を抑えるとか、気温が高い時に（光化学オ

キシダント濃度は）高くなるものですので、温暖化対策が（光化学オキシダントの）対策

に繋がるかと思います。 

 

（國府田委員） 

ありがとうございます。 

 

（松村会長） 

光化学オキシダントは、確か大気化学反応で出来る二次生成物なんじゃなかったでし

たっけ。群小の発生源がいっぱいあって、なかなか抑える対策が効果を上げてないってい

うのがひとつと、さいたま市さんというより霞ヶ関の環境省が苦労して、色々な原因物質

の対策を強化しようということだったように思いますが、何か補足出来ることがあれば、

後でお教え頂ければと思います。他にいかがでしょうか。 

 

（金子委員） 

今日の議題とはちょっと違うかもしれませんが、テレビを見てますと、買い物袋の有料
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化、プラスチック製ストローなど、非常にアメリカをはじめ、やってますけれども。海の

ない県ですけれども、テレビであれだけやってて、これらについてこの中で多少触れてい

るのか分からなかったんで、ゴミ問題の所であるのかなと思いまして。小さい問題なのか

大きい問題なのか分からないんですけれども。どんな風に捉えて見たら良いか、ちょっと

感じたものですから。 

 

（事務局） 

先ほど西山委員からもご意見頂きまして、問題としてはおそらく地域レベルというよ

りは広範囲なレベルで、廃棄物であったり水問題であったりというものと絡み合ってい

る問題になってまして。最近、そこがかなり分かってきて、これから色んな所で取組始め

ていくという所だと思いますので。今年度のものにつきましては、まだ取組として恐らく

始まっている状況ではないと思うので、今後色々やっていくような形になると思います

ので、もしコラムのような形で何らかの問題提起や情報提供みたいなものができるよう

であれば、入れるようなことも考えていきたいと思います。 

 

（金子委員） 

よろしくお願いします。 

 

（松村会長） 

どうぞ。 

 

（熊谷委員） 

97ページの下の方で、○印で記載されている基準値はどこが出してるんですか。 

 

（事務局） 

東京電力さんになります。 

 

（熊谷委員） 

そうですか。 

 

（事務局） 

エネルギーをつくるのに、どうしても火力だとか、燃やしているわけですね。そうする

と、どうしても二酸化炭素が出ます。1kw／h つくるのに、大体どのくらい二酸化炭素を

出しますかというもので、東京電力の管内のものを使うので、この辺は当然、東京電力の

基準で出します。 
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（熊谷委員） 

37ページのグラフなんですけれども、14ページの「こどもエコクラブ事業」は外に委

託しているから、あまりきついこと言えないんじゃないかなと思いながら見ているので

すけれども、ところが、37ページの「ライフスタイル」の方は、市独自でしてるんですよ

ね。これが下がっていくというのはどういうことなんでしょう。 

 

（松村会長） 

今、お答えをお持ちでしたらお願いします。 

 

（事務局） 

下がった要因は、この年度別に書いてあるのを見て頂くと一目瞭然なんですけど、学校

なんです。学校の先生の異動とかでよく言われるのは、熱心な先生が他の学校に行くとや

ってくれないとかいう所、後は市の営業活動が弱くなってしまったのかなという所が考

えられます。 

 

（金子委員） 

私もこの表を見て感じたのは、同じ所に「ある１日」と書いてますが、夏場の熱中症対

策が騒ぎになってますでしょ。ですから、子供たちの活動が少ないのかなと。それでこの

数値が、去年や一昨年よりぐっと下がったのかなと。素人が見たら「ある１日」とは外で

何かをやるのかなと安易に受け取ったんですけど、子供がさいたま市は増えてるんだと

思うんですけど、減ってるんだったら減っても良いんですけど、だとすると、何をこの１

日はやるのかわからない。 

 

（事務局） 

「ある１日」というのはフレーズなので、変えられない部分はあるんですが、要は指定

した１日。私どもはこの日にやってくださいと。でもその前後で良いんですよっていう幅

広い意味を持たせてます。１日どんな行動をしましたかっていうのを「○」でつけて頂い

てご活動をして頂く。どれだけ出来ましたかということを、検証頂く１日のことを「ある

１日」としております。 

 

（松村会長） 

今みたいなご指摘を受けて大変だと思うけど、順々に確認していくことが重要なんだ

ってことを、このきっかけに。 

言い足りないことがおありだと思いますが、締め切りいつっておっしゃいましたっけ。 

 

（事務局） 
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ご意見、ご要望ということで、期限短いんですけれども、11月 21日水曜日までにご提

出をお願いできればと思います。 

 

（松村会長） 

拝見すると、色々付箋が入ってたりするものをお持ちの方もいるので、事務局の方は少

しぐらいは、お付き合い頂けるでしょうから、21 日と言わずに、この後お声をかけて頂

ければよろしいのではないかと思います。僕も、少しずつ良くなってきていると思うので、

是非、引き続き取組んで頂ければということで。白書についての審議は以上ということで、

事務局にこの後お任せしたいと思います。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。先ほど松村会長がおっしゃったとおり、まだ皆さんご意見等々

色々おありかと思います。一応こちらの様式になっておりますけれども、提出は任意でも

構いません。メールでも、FAXでも、もしくはお電話で口頭でお伝えする形でも構いませ

ん。ページも相当ございますので 11 月 21 日ぐらいを目安に、ご意見等おありかと思い

ますので頂戴出来ればと思います。 

また、さいたま市環境基本計画は、平成 32年度までの計画年度となっております。ま

た、来年以降の話になりますけれども、次の計画の策定の方に来年度から入っていくこと

になっております。これにつきましては、決定次第皆様にはご連絡したいと思います。ま

た委員の皆様には、この新しい計画の策定にご協力を頂くということでお力添えを頂け

ればと思っております。宜しくお願い致します。 

では、以上をもちまして、さいたま市環境審議会の方は終了させて頂きたいと思います。

委員の皆様におかれましては、２年間に渡り貴重なご意見賜りまして、誠にありがとうご

ざいました。本日の会議をもちまして、今のところ１月までの任期となっておりますけれ

ども、それ以降、今のところ会議の予定はございませんので、これをもちまして第７期の

委員としての活動は終了となります。今後も引き続き、さいたま市環境行政にご支援、ご

協力を賜りますよう宜しくお願いしたいと思います。本日はどうもありがとうございま

した。 

以上 


