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【平成２２年度 第１回さいたま市環境審議会】 

 

日 時 平成２２年５月２６日（水）午前１０：００～１２：００ 

場 所 さいたま市役所 第５委員会室 

出席者 （委員） 

 松本 幸次 会長    久保 徳次 委員    丸山 繁子 委員 

 小坂  宏 副会長   針谷 さゆり 委員   秋元 智子 委員 

 秋吉 祐子 委員    小野 達二 委員    石川 二郎 委員 

 島村 周作 委員    小林 正治 委員    佐藤 正志 委員 

 親松 高穂 委員    中野 あゆみ 委員 

（事務局） 

 環境局     代田局長     環境総務課  金子課長 

 環境共生部   高田部長     環境総務課  辻係長 

 資源循環推進部 矢作部長     環境総務課  若林係長 

 施 設 部   長谷川部長    環境総務課  高力主査 

 環境共生部   小泉次長     環境総務課  矢田部主査 

 資源循環推進部 村田次長     環境総務課  金澤主任 

 施 設 部   柳田次長 

欠 席 （委員） 

 加藤 勝征 委員   柿堺 一二三 委員   酒井 こず江 委員       

 

１.開会 
 

事務局：大変お待たせいたしました。 

定刻になりましたので、会議を始めさせていただきます。   

私は、本日の進行を努めさせていただきます環境総務課の若林でございます。よろしくお

願いいたします。皆様方には、お忙しい中、さいたま市環境審議会にご出席いただきまし

てまことにありがとうございます。 

それでは、平成２２年度第１回さいたま市環境審議会を開催させていただきます。審議

会の開催にあたりまして、代田環境局長よりご挨拶をさせていただきます。 

 

代田環境局長：皆さんおはようございます。ご紹介いただきました環境局長の代田でございます。 

今年２年目になりまして皆様とは顔なじみになりましたのでどうぞよろしくお願い致しま

す。 

本日は、平成２２年度第１回のさいたま市環境審議会を開催いたしましたところ、各委

員におかれましては、大変ご多忙の中、ご出席をいただきましてありがとうございます。

また、日頃から本市の環境行政をはじめといたしまして、市政各般にわたりご支援ご協力

をいただいておりますことをこの場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございま
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す。 

本市でございますが、４月１日付で組織改正、人事異動がございまして、私共環境局に

おきましても、従来の環境共生部から廃棄物対策とリサイクル推進の部分につきまして分

離をさせていただきまして、新たに資源循環推進部を設置させていただきました。これに

よりまして、環境局といたしましては環境共生部、資源循環推進部、施設部の３部体制に

なりまして、本市のこれからの環境行政につきまして積極的な取組をさらに推進していこ

うということで体制の強化を図ったところでございます。 

今年度の新たな事業につきまして少し触れさせていただきますと、既に皆様方には新聞

等でご存知かと思いますけれども、環境面に優れた次世代自動車、とりわけ電気自動車普

及に向けて施策を推進しようということで、「Ｅ－ＫＩＺＵＮＡ Project」を昨年１１月か

ら立ち上げ、去る４月２６日にはこの構想に賛同いただきました東日本を中心とします 

２０自治体の首脳の方、またＥＶ関係に関連いたします様々な業界の企業トップの方々に

もお集まりいただきまして「Ｅ－ＫＩＺＵＮＡサミットフォーラム in さいたま」を開催さ

せていただきました。今後、これが電気自動車等の普及に向け、充電器の設置など環境整

備を進め、環境にやさしい地域作りを目指していきたいと思っております。 

この他、地球温暖化対策事業やゴミの減量、３Ｒ等につきましても今まで以上に各事業

実施してまいりたいと考えております。これらの事業を積極的に推進することによりまし

て、環境先進都市さいたま市として邁進してまいりたいと考えております。 

委員の皆様におかれましては、今後とも本市の環境の保全と創造に向けまして、忌憚の

ないご意見をお聞かせいただければ幸いでございます。 

なお、今回の環境審議会におきましては、環境行政のマスタープランとなります環境基

本計画の改訂についてご審議いただくことになっております。委員の皆様から活発なご意

見をいただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局：続きまして、本年４月１日付でさいたま市の人事異動がございましたので、当審議会を

所管いたします、さいたま市環境局の幹部職員をご紹介いたします。 

はじめに環境共生部幹部職員をご紹介いたします。 

環境共生部長  高田光夫でございます。 

環境共生部次長 小泉憲司でございます。 

次に、資源循環推進部でございますが、 

資源循環推進部長  矢作浩良でございます。 

資源循環推進部次長 村田昇治でございます。 

続きまして、施設部でございます。 

施設部長  長谷川勝美でございます。 

施設部次長 柳田伸郎でございます。 

最後に、本審議会の事務局を担当いたします 

環境総務課長 金子照夫でございます。 

以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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なお、矢作部長、長谷川部長、及び村田、柳田両次長につきましては、次の公務がござ

いますので中座させていただきますが、ご了承いただきたいと思います。（退室） 

それでは、会長、議事の進行をお願いいたします。 

 

松本会長：それでは、これより平成２２年度第１回さいたま市環境審議会を開催いたします。 

はじめに、本日の審議会の成立について、事務局からの報告を求めます。 

 

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

出席をもって会議の成立となっております。本日は、委員定数１７名のうち１３名が出席

で、本審議会は成立しております。まだいらしていない委員が１名おりますが、今こちら

に向かってらっしゃるとのことですので、最終的には１４名の出席をいただきます。 

 

松本会長：次に、本審議会は公開としておりますが、本日の傍聴希望者がありますか、事務局か

ら説明を求めます。 

 

事務局：本日の審議会には、傍聴者はございません。 

 

２.議事 
 

（１）生物多様性地域戦略検討委員会の設置について 

松本会長：それでは議事に入ります。 

はじめに、「生物多様性地域戦略検討専門委員会の設置について」を議題といたします。

事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局：配付いたしました資料の「資料１」と書いてあるものをご覧いただければと思います。 

「（仮称）さいたま市生物多様性地域戦略検討専門委員会について」をご覧ください。設

置の背景ですが、平成２０年６月に生物多様性基本法が制定されまして、法第１３条では

地方自治体には生物多様性の保全と持続可能な利用に関する計画を策定するという努力義

務が掲げられております。特に、今年はご存知のとおり国連が定めました国際生物多様性

年にあたりまして、１０月には名古屋で生物多様性条約締約国会議、ＣＯＰ１０が開催さ

れることもあり、地方自治体でも策定に向けた動きが見られるようになっております。 

今年度、さいたま市では環境基本計画の改訂を進めておりますが、その改訂計画の中に

「生物多様性」という項目を設けることとしておりますので、その内容を充実したものに

しまして、その内容を本市の当面の地域戦略と位置づけていきたいと考えております。 

昨年９月には環境省から地方自治体で地域戦略を策定することを促進するために、生物

多様性の地域戦略策定の手引きが配布されております。その中で、地域戦略に最低限定め

なくてはいけない事項として、対象とする区域、現状、課題、目標、目標に向けての施策

が要件として挙げられております。これは本日ご検討いただく改訂計画の構成と同じ項目

立てになっていることから、この部分の記述を充実させて地域戦略としていく方向で検討
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を進めるために、専門的に検討する委員会を設置したいと考えております。 

２ 専門委員会の概要になりますが、生物多様性地域戦略に関する記述は、改訂する基

本計画の一部に組み込むという方向で考えておりますので、基本計画に関する審議を行な

っていただいております本環境審議会の運営上必要な組織という位置づけで専門委員会を

立ち上げたいと思っております。そして専門委員会で検討していただいた内容は、本環境

審議会にご報告をいただき、委員の皆さんにご確認をいただくという流れを考えておりま

す。 

本審議会規則第６条に審議会の運営に必要な事項は審議会が別に定めるとあり、この第

６条に基づきまして専門委員会の設置を今回ご提案させていただきたいと思います。 

資料をめくっていただいて裏面のスケジュールをご覧ください。非常にタイトなスケジ

ュールになっておりまして、本日設置をご了承いただいた後、６月に第１回、第２回、７

月に第３回、合計３回の委員会開催で、ある程度内容を決めまして、７月下旬に予定して

おります環境審議会で報告していただこうと考えております。なお、１１月に第４回の記

述がございますが、こちらはパブリックコメント対応のために必要になった場合のみ開催

を予定しております。 

次に、資料２をご覧ください。事前送付いたしました資料に一部内容の差し替えがござ

いますので、本日机上配付しました「資料２」という部分の四角囲みが黒く網掛けになっ

ているものをご覧ください。 

資料２では、専門委員会の設置要綱の案をお示ししております。第１条では生物多様性

基本法に基づく内容について検討する専門委員会を、環境審議会規則のもとに設置すると

あります。第３条では、構成といたしまして学識経験者、専門家、環境審議会の委員さん

等により構成するとしております。第５条では、会議の招集、運営について記載しており

ます。また、ここの第３項で専門委員会の会議は非公開にすることにしておりますが、特

に必要な場合は委員会に諮って公開とすることを記載しております。なお、設置期間は改

訂する環境基本計画の公表、今年度末になりますが、そこまでの予定としております。 

以上、（仮称）生物多様性地域戦略検討専門委員会設置につきまして、ご説明させていた

だきました。ご審議の方をよろしくお願いいたします。 

 

松本会長：ただいま、事務局から生物多様性地域戦略検討専門委員会の設置について説明があり

ましたが、質疑、意見等がありましたらお願いします。どうでしょうか。 

 

秋元委員：生物多様性地域戦略というものを今回は検討するということで、その後に地域戦略の

策定をするというスケジュールで考えてよろしいか。 

 

事務局：今回生物多様性について深くご議論いただくのですが、その議論いただく内容は基本計

画の中に埋め込みたいと思っています。埋め込むにあたり、項目立てとしては地域戦略の

内容、要件を満たすものを作っていきたいと思っておりますので、環境基本計画の改訂を

公表すると同時に、生物多様性の地域戦略も策定する形で、２つ同時に、しかも環境基本

計画の中に埋め込まれたような形で地域戦略を策定するスケジュールで考えております。 
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秋元委員：では、単独で地域戦略というものを作るというわけではなく、基本計画の中に盛り込

んだものとして入れるということですね。わかりました、ありがとうございます。 

 

松本会長：他にどうでしょう、ご意見あるでしょうか。よろしいですか。 

最後に、この附則の施行日はどうしましょうか。 

 

事務局：本日ご了承いただけるということであれば、本日の日付をもちまして施行という形にさ

せていただければと思っております。 

 

松本会長：この委員会で承認するということで、よろしいでしょうか。どうもありがとうござい

ました。 

 

（２）さいたま市環境基本計画の改訂について 

松本会長：それでは、次の議題にいってよろしいでしょうか。 

では、「さいたま市環境基本計画の改訂について」を議題といたします。この件について、

まず事務局から説明をお願いします。 

 

事務局：それでは引き続きご説明をさせていただきます。 

環境基本計画の改訂についてですが、まず資料３をご覧ください。Ａ４判横のスケジュー

ル表です。前回の環境審議会は、２月５日に開催させていただきましたが、それ以降の経

過も含めまして簡単にご説明させていただきます。 

表の一番左の欄の５段目が環境審議会になりますが、前回は２月５日に開催いたしまし

て、改訂の方向性や改訂計画の背景についてご審議をいただき、そのご意見を踏まえまし

て、改訂計画の素案作成に向けた文章作りに取り組んでまいりました。今年度に入りまし

て環境審議会の１段上、４段目になりますが、さいたま市環境基本計画改訂庁内委員会を

４月２８日に開催いたしまして、庁内の各課、２５課が集合した会議ですが、そちらから

素案の文章に関してご意見をいただき、修正作業を進めてまいりました。というよりも、

今も進めているという表現の方が適切かとは思います。 

本日の環境審議会では、改訂計画の素案となりますたたき台を作成しておりますので、

後ほどあらためてご説明をさせていただき、改訂計画素案のたたき台に対するご意見をた

まわりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

今後ですが、本日のご意見を踏まえまして素案の修正作業をさらに進め、６月下旬には

第２回の庁内委員会を開催し、素案の最終案の作成に向けた検討を進めていきたいと思っ

ております。その後、７月下旬に再度環境審議会を開催させていただきまして、最終のご

意見をいただく機会を設けたいと思っております。 

環境審議会の１段下になりますが、先ほど議題１でご審査を受けました専門委員会につ

いては、３回の検討を踏まえまして７月下旬開催予定の環境審議会で検討結果を報告して

いただき、審議会委員の皆様にご確認をいただきたいと思っております。 
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このような経過で作成いたしました素案を、市の内部の会議になりますが、８月の都市

経営戦略会議に付議いたしまして、９月からパブリックコメントを実施していきたいと考

えております。パブコメ終了後は、意見集約、素案への意見反映を行ないまして、改訂計

画の案を作成し、１２月に最終確認のための庁内委員会、来年１月には本環境審議会でご

審議を賜り、２月の都市経営戦略会議を経て３月に公表というスケジュールで進めていき

たいと考えております。 

資料４をご覧ください。Ａ４判縦でちょっと細かい文字ですが、チャート図のようなも

のがあると思います。こちらが改訂計画の体系図となりまして、前回の審議会でご議論い

ただき、そのご意見等を踏まえて修正した現時点での体系図となっております。庁内各課

から意見がございましたので、表現が多少前回と変わっているところもありますが、この

体系図に基づきまして現在文章作成を進めております。 

それから、資料５をご覧ください。たたき台でちょっと厚い冊子になっています。１枚

めくっていただきますと目次になっております。目次には現在１３ページまでのページ番

号が記載されておりますが、本日はここまでの内容を重点的にご検討いただきたいと思い

ます。 

その右側１ページ目は、改訂の趣旨といたしまして改訂することになりました理由など

を記載しております。 

次ページをめくっていただきまして、２ページから３ページにかけては前回の審議会で

も資料を提出しておりますが、改訂の考え方、どんな視点からどんなことを検討し改訂す

るかといった内容を記載しております。 

４ページには、基本計画の位置づけを記載しております。５ページからは、環境基本計

画の推進の主体について説明をしておりますが、ここはちょっと変えておりまして、現行

計画では市民と事業者と市の３者を挙げているのですが、改訂計画につきましては、昨年

皆様にご審議いただきました環境教育基本方針に基づき、６ページの一番上にあります「学

校等の役割」を追加したのが大きく変わった変更点となります。 

７ページの「１．望ましい環境像」は、現行計画を継承しております。 

その下、「２．基本目標」は、原則継承はしていますが、改訂を前提に実施いたしました

市民意識調査や現在の社会情勢等を考慮して、若干変更しております。変更点は、上から

３つめの「地球規模の環境問題に、地域から行動するまちをめざします」と、一番下の５

つめの「ゴミを減量し資源を有効活用するまちをめざします」です。この２つの項目につ

いては、もともと１本の基本目標になっていましたが、昨今地球温暖化問題が取りざたさ

れていることと、循環型社会への市民の関心も高くなっていること、これらを踏まえまし

て今回の改訂では２つに分けていきたいと考えております。 

８ページをご覧ください。基本目標とその実現イメージについて、記載をしております。

「基本目標１」の「だれもが環境の保全・創造に関心を持ち、意欲的に取り組むまちをめ

ざします」を参考に説明させていただきますが、「基本目標」の下の網掛けで囲ってある文

章はもともと現行の計画にはなかったところですが、基本目標を具体的に説明する文章が

あった方が良いのではないかということもございましたので、新しく加えております。 

また、その下に掲げております「実現イメージ」ですが、これは基本目標が実現した平
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成３２年度にさいたま市内で見ることができる風景や様子を記述しているものです。その

下の絵、イラストは街の様子を表しているもので、現行計画にも記載されています。そこ

で本日あらかじめご連絡をさせていただいておりますが、このような内容が基本目標の１

から５まで、１２ページまでにわたりまして記述されておりますので、新しく四角囲みで

入れました文章の表現、実現のイメージについて、ご意見をいただければと思います。例

えば、実現した姿の情景描写に必要な文章として、こんなものがあった方がいいですとか、

これは要らないのではないか、こういうふうに直した方がもっと雰囲気が出るのではない

かといったようなご意見をいただきたいと思っております。 

また、各目標の一番下に載っている絵ですが、こちらを新しい絵に差し換えていきたい

と考えております。こちらの方にも実現した姿をイメージできる絵としてどんなことが載

っていると良いか、要素についてのご意見をいただきたいと思います。例えば、１１ペー

ジの「基本目標４ さわやかな空ときれいな水のある環境負荷の少ないまちをめざします」

という実現イメージの絵ですが、この絵ですとさわやかな空と言いながら空が見えない、

きれいな水と言いながら水も流れていないという絵になっています。必要な要素には青い

空が広がっているとか、きれいな川が目の前をさらさらと流れているとか、電気自動車が

走っているとか、絵に対しての必要な要素をご意見としていただければと思っておりまし

て、いただいたご意見をまとめて、デザインを起していきたいと考えております。 

資料６をご覧ください。基本目標の５つには絵や説明する文章がありますが、現行計画

の「望ましい環境像」についてはイメージや絵を載せていません。例えば、２枚目の「他

の自治体の参考事例」を見ていただければと思います。上の絵は、京都市の環境基本計画

に掲載されている将来の京都市全体をコンパクトに表現したイラストです。右上に銀閣寺、

左上に金閣寺という代表的な建物があり、街中にはいたるところに緑があり、屋根の上を

よく見ると太陽光発電のパネルがあり、屋上緑化がされているといったような絵になって

います。こういうイラストをさいたま市バージョンでも作りたいと思っております。また、

下の文章ですが、こちらは札幌市の環境基本計画の記述です。札幌市の象徴でありますテ

レビ塔から見た札幌市の景色はこんなふうになっていますというような風景描写がされて

おりまして、このようにさいたま市バージョンが作れればと思っております。例えば、さ

いたま新都心の高層ビルの展望台からさいたま市を見ると、見沼田圃がどうのこうのとい

ったような記述になるのかなという感じがするのですが、こういったような文章が作れた

らと思っております。 

以上、ご説明させていただきましたが、本日はこのたたき台の１３ページまでについて、

特にご意見をいただければと思っております。そして、内容をほぼ確定したものにしてい

きたいと思います。 

それから、本日机の上にお配りした分厚い資料、右肩に「一時配布資料」と書いてあり

ますが、これは資料５で説明しました内容の１４ページ以降にくっついてくる内容になり

ます。本日のご議論にはこの後半部分も欠かせないものだとは思うのですが、先ほどの説

明にて、庁内委員会を開催しまして庁内から意見がまだ続々と来ているという状況がある

ものですから、昨日までの状況を待って本日お配りしております。それでも、まだ表現に

不具合、不都合なところもあり、正式な資料として提出できるほど精度が上がっておりま
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せんので、本日机の上に一時配布資料として配布させていただきました。本日のご議論の

参考にしていただければと思いますが、分厚いのでなかなか読みきれないと思います。ま

た、内容の精度がまだ上がっていないので、大変申し訳ありませんが、会議終了後には回

収させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

説明は以上になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

松本会長：ありがとうございます。 

それでは、本日の委員会の主な検討事項、資料５のたたき台をもとにしてということで

すが、このたたき台で今ご説明がありました７ページの第２章を中心にということで、こ

の細かい部分についてイメージ、文章、文言などを検討いただきたいということです。 

その前に、１～６ページの第１章の部分でこういうことを変更した方がいいのではない

かというようなことがありましたら、まずそこから意見をいただきたいと思うのですがど

うでしょう。 

 

小坂副会長：単なる言葉の問題かとも思うが、１ページの真ん中からやや下のところに「それ以

降も、日本版グリーンニューディールである…」という言葉がある。これは、環境基本計

画のどこかで「グリーンニューディール」などという言葉が使われているのかどうか。意

味としてはわかるが、これがいきなり出てくるとやや唐突かなという感じもする。一般的

に使われているのであれば良いが。 

続けていくつかあるので、上から３分の１ぐらいのところに「現行計画に基づき各種施

策・事業等を…」とある部分に「市民一人一日当たりのごみ排出量の減少といった成果が

あがっています」と書かれている。その通りだろうとは思うが、もう少し具体的なに数値

的な、あるいは定量的な表現ができたらもっと身近に感じられるような気がした。 

３ページまで全部申し上げて良いだろうか。 

２ページの上から２つめのパラグラフで、「地域や地球の環境の現状を踏まえ、適切な対

応を行ないます」の１行目、「ヒートアイランド現象などの本市で新たに発生している環境

問題」と書いてあるが、これは例えばどこなのかということがもうちょっとわかればもっ

と身近になるかなと。ここに書かなくても、どこかに窓が記されているとか、表になって

いれば、わかりやすいのではないか。その次の段落の下３分の２ぐらいのところ、「現行計

画の個別計画・関連計画」というところにいろいろな計画があり、それらとの連携を図り

ますという文言があります。それはそれで当然だと思うが、後ろの方というか具体的な目

標を施策にしていく段階で、例えば都市計画マスタープランとの連携を図るとか、まちづ

くりなら建設系の計画との連携が不可欠になるのだから、環境基本計画とその他のマスタ

ープラン類との相関関係がもうちょっとわかると良い。相関図、位置づけ図みたいなもの

があるとわかりやすいかなと思った。 

最後、２ページの下の最後の段落に、「このことから数値及び数値目標を設定します」と

ある。全てに数値目標が設定できれば問題ないが、なかなか数値では表せない満足度みた

いなものがどこかで上がってきたとしたら、それは定性的評価をすることになるのかなと

思う。数値だけでなく、定性的評価をするところも記入しておいた方が良いのではないか
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と思う。以上。 

 

松本会長：ありがとうございます。最後のところは「満足度のような定性的評価」というような

例を挙げて記入するということですか。 

 

小坂副会長：例えば、そういうことだと思う。そうしておいた方が後で苦しくならないかなあと。 

 

松本会長：数字だけで表現するのはなかなか難しいと。 

 

小坂副会長：そうかなと思っただけ。 

 

松本会長：他にご意見は。 

 

小林委員：ヒートアイランド現象についての表現だが、ここに必ず「新たな」という言葉が入っ

ている。私の感覚からいけば、別に「新たな」ではない。だいぶ前から起きている。こと

さらここで「新たな」というと、何か変な感じがするのだが皆さんの意見はどうだろうか。 

ヒートアイランド現象の解決そのものは非常に難しいし、さいたま市は地勢学的に東京

から熱風がどんどん吹き込んでくる。特にさいたま市でヒートアイランド現象を論ずるに

はそのへんの特徴があるのだということを踏まえて、どう解決していくかを考えていかな

いと、ただ話題だけで終わってしまう可能性が非常にあると思う。何とかして解決したい

という意気込み的な何かが欲しい。でなければ当たり障りのない表現をするしかない。と

にかく「新たな」についてちょっと気になる。 

 

松本会長：確かに、さいたま市で簡単になんとかできる種類の問題ではない。他にご意見はない

でしょうか。 

 

秋元委員：先ほどのお二人の質問だが、改訂計画の体系図の中で「緑の環境と経済」というのは、

「事業者のビジネススタイルの転換」に入ってくるのだろうか。また、もう１つさいたま

市の特徴として、光化学スモッグが挙げられると思うが、これは「光害」に入るのだろう

か。それとも「光害」というのは照明のような光害のことだろうか。この辺が不明なので、

ちょっとお聞かせ願いたい。 

 

事務局：光害のところはいわゆるサーチライトのような光線による害です。光化学スモッグにつ

いては、以前の計画では確か１項目出ていたのですが、それを大気の環境の方にはめこむ

ような形で今検討を進めていまして、そちらで表現できるかなと。 

 

秋元委員：緑の経済戦略、グリーンニューディールみたいなもの、経済と環境ビジネスが相乗効

果で良くなっていくというようなことは、どのへんに入れられるのだろうか。 
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事務局：資料４の体系図で申し上げますと、一番上の基本目標「だれもが環境の保全・創造に関

心を持ち、意欲的に取り組むまちをめざします」のところの施策の上位の柱、上から４段

目に「環境対応型企業経営と技術・サービス開発の推進」という項目がありますので、そ

のへんで環境と経済が密に関連し合うものかどうかということは記載できるかなと思いま

す。 

 

秋元委員：わかりました。ありがとうございます。 

 

松本会長：よろしいでしょうか。他にご意見は。 

 

石川委員：環境基本計画には、指標・目標数値が沢山ある。今度の基本計画改訂版は、いつ頃ま

で効力があるのか。効力というのは変な言い方かもしれないが、例えば現在の基本計画は、

人口が増えると考えて計画した。改訂版では、これからは人口が増えないというこで、そ

の項目を無くしている。計画を策定して、直ぐに変更するわけにいかない。何年くらい先

のことかわからないと議論がし難い。やはり５、６年というところだろうか。 

 

事務局：この環境基本計画は、最終目標年度を平成３２年度にしております。これは、さいたま

市総合振興計画の目標が平成３２年度なので、現行計画でも同じです。まだこの先１０年

あります。今日ご議論の中心としていただく平成３２年度の将来像は動かさなくてもいい

と思いますが、次回の環境審議会においてご議論いただくその下にぶら下がってくるよう

な施策などは５年程度で見直すのがいいのかなと考えております。先日も庁内委員会での

議論の中で、今日一時資料としてお配りした中に目標年度の平成３２年度の数値目標はど

ういう数値か書いてくださいとお願いしたところ、平成３２年度に数値目標を立てている

計画などないといわれてしまいました。今、各計画で何年度までにどうするかという数値

目標として、どういう内容で目標を立てているかという調査をしておりますので、庁内各

課で持っている計画の目標状況を見て、基本計画に記載していく内容も検討していきたい

と考えております。 

 

石川委員：わかりました。 

 

松本会長：他にありますか。 

 

中野委員：資料５の６ページ、これはたぶん言葉のミスだろうが、下から２行目の年度が「20020

年度」になっている。また「３２年」の後にも「度」が抜けている。 

資料４の２つめの基本目標「自然と共生し、歩いて楽しい緑豊かなまちをめざします」

の中の「生物多様性・自然環境保全」の中に「農地の保全」が入っているが、農地という

のは人が利用している土地であり、必ずしも自然とは言い切れないのではないか。例えば、

特定の野菜が植わっているところは自然と言い切れるというより、どちらかというと３つ

めの「景観の保全」に移してはどうか。田んぼにしても、「農村環境の保全」というふうに
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した方が良いのではないか。もちろん生き物が暮らしやすい環境保全型の農地は生物多様

性の保全に役立っているが、もともと自然地だったところを農地にした場合は、生物多様

性は明らかに低下するので、一般的な農薬をたくさんまいているような農地を生物多様性

豊かな場所というふうにこの中で定義してしまうのはいかがかと思う。ただ、農村環境と

いうのは景観としては重要だと考えるので、「景観の保全」に移した方が私としてはしっく

りくるのかなと。 

 

秋元委員：それに関して、私も農地の保全というのはちょっと言葉があれかなというふうに、い

ただいた資料を前もって読んだ時にそう思った。だから、「農地の活用と保全」とか、活用

することがこれからは大事なのではないかと思うので、農地を活用しながら生物多様性も

もっと農地に復活させ、そして保全をしていく。「保全」というよりも「活用」なのではな

いかと思った。そうするといかがか、中野委員さん。 

 

中野委員：農地の活用の種類によるかなと思う。ただ野菜をたくさん栽培して、化学肥料を大量

に投入するなら生物多様性は決して高まらないので、「生物多様性」のところに入ってくる

のはどうかと思う。環境保全型の農業をどんどん進めるのであれば生息場所として機能す

るのでここでも良いかと思うが、たった１行でそれを表現しきるのは難しいかなと。もち

ろん、活用しないと景観も保全できないので、私としては「景観」の方がしっくりくるか

なと考えているが、皆様のご判断に任せる。 

 

秋吉委員：農地の保全というと、やはり化学肥料や農薬をできるだけ使わない方向で地力をでき

るだけもとの自然の状態に戻し、そこで生物多様性も確保できるようなという意味で読ん

だので、これはこれでいいのではないだろうかと思う。この中に入れても不思議はない。 

「景観の保全」というと、私の捉え方で言えば、ふるさととか美しさといった感覚的なと

ころを重視するような意味で捉えてしまうので、農地の保全をここに入れると意味として

はちょっと違ってきて、きちっとした意味が入らないのではないかと思う。だから、農地

の保全は「生物多様性・自然環境の保全」に入れて良いのではないかと思う。 

 

小林委員：「保全」の意味だが、いろんな資料に「環境の保全」という言葉がたくさん出てくる。

そして、ここでは「農地の保全」であり、「保全」という言葉はごく自然に使われているが、

２０年前はごく自然な言葉ではなかった。ごく自然に使われているが、一般市民が誰でも

わかるような表現なのだろうかと、ちょっと思った。それなりの状態、いい状態に保って

手を加えていくというのが「保全」なのだろうが、何かちょっと「保全」というものがわ

かりにくくなってきたなあという感じ。「環境の保全」「農地の保全」となってくると、何

かもう少し工夫が要るかもしれない。 

 

石川委員：「生物多様性」や「自然環境の保全」というと、わかり難くなってしまう。 

さいたま市には広大な面積の農地があり、これを何とかしなければいけない。これをど

の項目でどう表現するかということだろうが、現状、他の項目には入れ難い。これまでの
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ような除草剤と科学肥料を大量に使用する農業は、今後もう成り立たないと思う。自然農

法を採り入れるということで対応可能かもしれないが、どの項目にも入れ難い。農地の占

める面積は非常に大きいので、これを放置すれば荒れた土地ばかりになってしまう。消費

者にとっても、この農地の有効活用が大きな課題だ。このようなことを考えると、どの項

目に入れるのが良いのか、確かに難しい。 

 

秋吉委員：下から５段目に「土壌・地盤環境の保全」という項目がある。 

 

丸山委員：私は、「農地の保全」はここの部分に属していて差し支えないと思っている。 

その項目の上に「里やまの保全・活用・再生」という文言がある。そうすると、「農地の

保全」も先ほど秋元委員がおっしゃったように「保全・土地活用」というような言葉を加

えてあげることで、解決はできないだろうか。 

 

松本会長：今の丸山委員のご提案でどうでしょう。 

 

秋吉委員：私も加えることで、「里やまの保全・活用・再生」とあるのと同じように「農地の保全・

活用・再生」としたらどうか。「再生」は入れても入れなくても良いのだが、同じように考

えられるのではないか。既に農薬や化学肥料でだいぶ荒廃してしまっている土地をできる

だけ自然な状態に戻すという意味から考えれば、さらに再生して農産物を作るというよう

に考えれば「再生」を入れてもいいのではないかと思う。 

 

島村委員：農業に関係ある人を差し置いて、我々がきれいごとを言ってもしょうがないし。 

 

小坂副会長：一時配布資料の３０ページに、例として「農地の保全」があり、必ずしもここで想

定しているのは、純粋に生物多様性を高めるということだけではなく、農地としてはいろ

んな機能があって、防災とか学校教育に活用するとか、いろんな使い方があるから、そう

いうものも含めて農地を荒廃から守るとか市街化から守るというような意味かなと思うと、

ご提案のように保全、活用、再生、利用ということが課題になってくるので、ここでそう

いう文言を加えればいいかなという気がした。 

 

松本会長：そうですね。ではそういう方向で、意見一致ということでよろしいでしょうか。 

 

中野委員：はい。それで、一時配布資料３０ページでは、生物多様性と農地のかかわりについて

はそれほど書かれていないと思うので、ここに今話題に出てきたような、ちゃんと野生の

生き物の住処にもなる農地のあり方ということを、その中に加えていただければいいと思

う。 

 

松本会長：これは次回検討するような事柄でしょうか。 
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事務局：今、農地の保全について意見を頂戴しました。ただ、さいたま市には農業政策課という

ところがありまして、３０ページにも掲載していますが農業振興ビジョンを作っています

ので、それとの表現の整合もありますので、今回ご議論いただいたことを持ち帰らせてい

ただき、担当課である農業政策課とも相談しながら、次回結果を示したいと思います。 

それから、先ほど小林委員から出ました「保全」という言葉ですが、昨年策定しました

環境教育基本方針の用語集の中にも「環境の保全と創造」ということの用語解説を付けて

います。「保全とは環境へのマイナスを防ぐ」という表現をしてあるのですが、改訂計画に

おきましてもこういう用語解説を付けまして、市民にとってわかりやすい計画とするよう

に配慮していきたいと思います。 

 

小林委員：それでいいと思う。 

 

松本会長：ありがとうございます。他にご意見は。 

 

島村委員：地球温暖化対策推進、これは一時配布資料の「４」に関係してくるのだが、これから

申し上げる私の意見は、参考意見として聞いていただきたいと思う。 

地球温暖化対策について、日本がしゃかりきになって温室ガスの排出の規制をしようと

している。でも、アメリカ、イギリス、中国はのってこない。協力しない。なぜか。皆さ

ん原因はわからないだろうが、実は日本でいわれているのは、このままいくと氷河が消え

て地球が砂漠化するという意見が出てきている。このデータは、日本の学術会議の先生方

から出ているらしい。でもイギリスの学会からすると、そのデータは全く嘘で、世界同時

にやっていただくなら良いが、日本だけが先走って２５％削減をやると日本の企業が半分

なくなるか、国民の所得が半減化するというデータが出ている。だからそういう状態をよ

く掌握し、日本だけが先走らないようにしないと、国家が滅亡してしまう。笑うかもしれ

ないが、そういう心配をあるチームはやっている。先日の政権交代からもわかるように、

日本は時代に流れてスーッとみんなが揃っていってしまう民族だから、やはり我々だけは

少なくとも冷静に対応していただきたい。別に、削減について反対はしていないが、先走

ってやりすぎないようにということ。私個人の発言だが、ご参考に。 

 

松本会長：その問題は、この場面ではちょっと難しすぎますので、他にご意見は。 

 

石川委員：今は、３ページのまでの話か、それとも６ページまでか。 

６ページ（３）「学校等」と記載されているが、生涯教育、生涯学習に関しては一切触れ

られていない。教育委員会が公民館などで行う、社会教育、生涯教育の中で採りあげる必

要がある。学校だけでなく大人たちに対する環境学習も重要だ。どこかに文言として入れ

て欲しい。 

 

事務局：一時配布資料の１５、１６ページを見ていただければと思います。 

環境教育の推進ということころで、学校ではこんなことをやっていただいているなどい
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ろいろ書いてあります。１６ページの下の方に環境学習の推進ということで、説明の部分

で公民館、市民会館での開催というようなことが書かれており、「生涯学習」という言葉は

入っていないのですがこのへんが生涯学習になってくるのかなと。 

 

石川委員：それはわかるが、せっかくまとめてあるので一言でも入れて欲しい。 

 

秋元委員：市民の責務のところに入れたらどうか。 

「環境の保全・創造に自ら努めるとともに」というところで、「環境の保全および創造、

学習に対して自ら努める」みたいな。そのように、何か積極的に学習しながら参加します

よというようなことを入れてもらったらどうか。５ページの上の「市民の役割」のところ

に、「自ら勉強し、自ら学習し」という感じで。「積極的に学習に参加し」みたいな。 

 

秋吉委員：今の質問の中で、もちろん市民自体が自主的に参加するということも入るということ

だが、同時に組織的というか行政機関でもＮＰＯ法人でも学校でもそういった生涯環境教

育プログラムのようなものを提供するということがあるとするならば、「学校等」の中にも

そういうものが入ってもいいのではないかと思うがいかがだろうか。場の提供ということ

が、市民の中では出てきていないと思うので、市民側が積極的に行なう、行動をするとい

うことで、そういうものを提供する場所ということでは、何か他に入った方が良いのでは

ないかと思う。そういう意味では、「学校等」の中に入るのがよろしいのではないかと思う。 

 

秋元委員：６ページの上の「学校等」のところに「地域との連携」があるが、場の提供とか教育

機関が果たす役割というのは、ここに入れてあるのではないかと思うのだが。 

 

秋吉委員：具体的な文言があった方が、より理解されやすいのではないかと思う。 

 

石川委員：公民館の学習プログラムを見ても環境学習に関するものが少ない。開催してもほとん

ど人が集まらないということだろう。学校で一生懸命教えることは大事だが、やはり我々

も学習しなければ子供達に教えられない。ここを何とかしなればならない。 

 

島村委員：今、学校の問題が出たが、資料１６ページにさいたま市環境フォーラムが出ている。

これを我々も含めて大勢でやっているのだが、学校によって非常に一生懸命取り組んでい

る学校と全く無関心な学校が両極端である。小中学校で何が原因かというと、これは先生

方に問題があるのではないか。熱心な学校は校長以下みんな協力的だが、非協力的な学校

は「それがなんだ」という態度であり、そこも直していかないと、いくら学校、学校と取

り上げてもあまり上向きにならないのではないかという気がする。これも、環境審議会で

触れておいたほうが良いのではないか。熱心な学校については、それなりに「よくやって

いただいています」という態度も示すべきではないか。そういう学校には環境フォーラム

の方から感謝状も出ていて、校長先生がものすごく喜んでいる。そういう努力もしないと、

われわれが机上の論議をやっても全然上向きにならない。学校が協力しないのには我々の
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方にも原因があると捉えた方が良い。 

 

松本会長：具体的に動かす方策を考えた方が良いと。 

 

島村委員：そう。丸山委員さんも一生懸命やっている。本当に熱心な学校もある。 

 

松本会長：ここでそういうことを決めるのはちょっと難しいのではないか。 

 

島村委員：いや、あくまでもこれは論議であって、そういうことを市の方にやっていただくとい

う形をある程度入れればいいのではないか。そのような学校に対する呼びかけも行政の側

から積極的に行なうという感じで、対応すれば良いのではないか。 

 

松本会長：では、一時配布資料の施策のところにちょっとこういうことができないかということ

を、この審議会として書き込みをお願いするということはしますが。 

 

事務局：学校においては、教育委員会の方で「さいたま市の学校における環境教育基本計画」が

出ております。 

幼児期から小学校、中学校、高校と発達段階に応じた環境教育の取り組み方をまとめた

計画です。その半分以上のページに実際にこういうことを授業で取り組むという事例が出

てくるので、先生方もそれを見て授業に取り入れたりすることもあると思います。庁内検

討委員会には学校の指導に回っている指導１課の先生にも入っていただいていますので、

そちらからのご意見もいただきながら、学校と環境教育の関連について、もう少し入れて

いければと思っております。 

 

久保委員：表現だけの問題だが、拝見すると「連携」「パートナーシップ」という言葉がいろんな

ところにたくさん出ている。ところが、「ネットワーク」という言葉があまりない。環境と

いうのはかなりフラットなテーマで、放っておくと一生懸命やる人はやるが、やらない人

は自分の損得にならないからとやらない。依然として、底辺にはそういう大きな課題があ

る。それを進めるには、「ネットワーク」という言葉はどうか。特に、基本方針の中にそう

いう魂みたいなものを入れて、それで行動計画を見直すというような、非常に漠然とした

言い方だがそのへんのエキスが足りない気がする。 

 

松本会長：ネットワークですか 

 

久保委員：ネットワークというか、要は市民や全体の横のつながりです。表現が良いかどうかは

わからないが、それをどこかにうまく盛り込み、そして全体的な意識の底上げを。 

 

丸山委員：先ほど小坂副会長から、資料５の１ページの６行目の文言「市民一人当たりのゴミ排

出量」は、具体的数値が書かれるとわかりやすいのではないかという意見があったが、そ
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れは１２ページの「基本目標５」の中の「ゴミ減量」の中にその数値が入り込めばいいと

思う。例えば、２２年度目標が８４０グラムだったが、２１年度に既に８４７グラムとい

う数値を達成しているので、そういう言葉を１２ページの網掛けの中のどこかに入れてい

ただくとよろしいかなと。おもての方でなくても、この後ろの部分でも構わないかなとい

う気がする。 

それと同時に、１２ページに「発生抑制・再生・再利用」とあるが、その後にやはり市

民がふっと飛び込みやすい言葉、タッチしやすい言葉、カッコ書きで「３Ｒ」とか、そう

いうものをちょっと書き加えてあげると、子供などは「３Ｒ」とか言うので、市民が読ん

だ時に理解しやすいかなと思う。 

それと、絵というか写真のところに、できれば先ほどから出ている学校教育などで環境

目標のポスターなどもずいぶん行政でもやっているので、そういうポスターで選ばれたも

のの中から、これに適しているポスターがあれば、そういうものも掲載してはどうか。作

品者の個人情報などの問題もいろいろあるが、そこがクリアできるならそういうものも載

せてあげるというのもどうか。 

 

小野委員：ちょっと議事進行について、いつも前段の話し合いが長くて、肝心かなめのところの

時間が少なくて終わってしまう。既に７ページ以降の話も出ているので、よろしければ６

ページまでの話し合いはこれで打ち切っていただき、なるべく早く７ページ以降に進んで

もらわないと、肝心なことはいつも議論しないで終わってしまう。 

 

松本会長：今、動議が出ましたが、６ページまでの意見は打ち切るということでよろしいですか。

それでは、最初の説明で議論していただきたいと言われました第２章の計画目標の個々の

部分について、議論をしていきたいと思います。 

第２章の「１．望ましい環境像」について、短いところですが、文言等変えなければい

けないか、どうでしょうか。 

 

小野委員：固定的な意見ではないが、基本目標が５つあるうちの３番目について、別に内容的に

は問題ないが、ちょっと難しい表現である。「地球規模の環境問題」では、一般市民からピ

ンとこないと思う。市民にわかりやすいのは、例えば「地球温暖化に歯止めをかけるため

に」と始めて後に続けるなど、市民感覚でもピンとくるような表現に変えた方が良いので

はないか。 

例として、「地球温暖化に歯止めをかけるために」というわかりやすい表現に変えた方が

いいのではないかという気がする。別に固定的な意見ではないが。 

 

松本会長：７ページのところから確認していきたいと思うのですが。 

 

石川委員：環境について討議しているが、最初に、さいたま市の環境は一体何なのかということ

を明確にする必要がある。さいたま市は広い。山もない、海もない、湖もないのは明らか。

何が残るかというと台地と川と傾地、野地。これがひとつの地形的な特徴。そのイメージ
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図も入れないと。 

京都には山があるが、さいたま市にはない。そういうイメージの観点でさいたま市とい

うことを前面に出すようなことを何か考えないとピンとこない。 

それともう１つ、さいたま市は同じような市に囲まれている。そういう場所であるとい

うことを念頭に置いたイメージ図が必要であり、図を描かないとピンとこない。環境とい

うとみんなすぐにきれいな山や海を思い浮かべるが、これはさいたま市のことなのだから、

そういうことを何かみんなで考えたいと私は思う。 

 

小林委員：それには、私も異存はない。さいたま市という観念をなくして読めば、この文章は全

国どこでも共通する文章だから、出版元がさいたま市というだけのものになってしまう。 

やはり石川委員さんのおっしゃるように工夫がいるだろう。 

 

石川委員：交通にしても、物流の通過地点だから、我々が一生懸命やっても本当に良くなるのだ

ろうかとも思う。幹線道路は他県の車が多く走っている。 

 

島村委員：これはやはり難しい。我々は子供の頃から住んでいるが、さいたま（市）には特徴が

何もない。そういう感覚で育ってきているので、あらためて考えても何も出てこない気が

する。それが、特徴といえば特徴だが。 

 

小林委員：確かに書かれていることは非常に立派なことが優秀に書かれていて、どこに出しても

恥ずかしくない。でも主体が問題。 

 

久保委員：絵の話だが、参考の絵として添付する基準は、なぜ絵でなければいけないのか。それ

と、京都の金閣寺、銀閣寺などは、環境という視点では何の意味もない。観光ガイドでは

ないのだから、明確な絵柄のコンセプトを持ってきちんと文章がないと、何を絵柄や図柄

で訴えたいのかがわからない。ただ単に、味噌汁の具を今日昆布にするかネギにするかと

いう話では困る。 

絵というのはたぶん１面カットの絵で、その画面の中で文章を全部あらわすのは巨匠で

もできないと思う。もうちょっとアイディアを出して文章の視点に合わせて、カットを出

すとか考えないと。さいたまバージョンとして、もし絵を入れるのであれば、工夫が必要

だと思った。 

 

石川委員：これは、目標実現後のイメージだから写真は難しい。こんなふうになりますよという

イメージとしての写真があれば良いが、目標実現後だから。合成写真ならいいかもしれな

いが難しいだろう。そうするとイラストしかない。イラストに川や緑など、さいたま市ら

しいものを徹底的に入れていただくしかないのではないか。 

 

小野委員：ちょっとわからないのだが、一番大元のさいたま市総合振興計画にさいたま市の現状

や望ましい将来像が出ている。だから、ここでは省略してしまっている感じがするが、そ
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のへんどうお考えなのか聞きたい。 

 

久保委員：９ページのイラストだが、農地と田畑と山みたいなものがある。木が枯れない限り、

これは今も３０年後も大して変わらないと思う。だから、何を表現しているのかわからな

い。こういうふうにしたいというけれど、これでは今と同じ。 

 

秋元委員：そういう意味ではなく、これは私達の将来像として、２０２０年にどういうさいたま

の街を作っていたいのかというイメージなのだから、私達がどんな街を望むのかというこ

とをここに表現する。 

 

久保委員：望むということには必ず目標があって、あるべき姿がある。でも９ページのイラスト

は今ももうこのようになっている。だからそれはどんなものだろうと。表現したいものが

何なのか、もうちょっとコンセプトを考えた方が良い。 

 

秋元委員：たぶん環境のビジョンは、自然共生と循環型社会と低炭素社会、この３つのキーワー

ドで未来像を語れると思う。そういったことを視点に入れて、この未来像は考えられてい

るのではないか。例えば９ページの絵だと、もっと自然と共生して、私達が川でも遊べた

りとか、田んぼで環境教育ができたりとか、市民と自然と環境が共生できるような、そん

なイメージ情報を入れていかれるのだろうなと思っている。 

 

 

久保委員：私が言いたいのは、これは現状の環境をそのままイラストにしているだけだからです。 

 

秋元委員：これは仮。 

 

久保委員：仮ではあるが、この絵が最悪の例だと思うので、だからこそ、ある程度基準を設けな

いと。 

 

佐藤委員：１枚の絵にまとめようとするからいけないのではないか。 

実現イメージが文章では６項目もあるのだから、それを１枚の絵でまとめようというペー

ジ作りから見直した方が良い。２、３項目簡単なものでもいいので、例えば「基本目標２」

でいえば残す自然と新しく街の中に作る自然があるわけで、残す自然としてはこの絵のよ

うに昔からある自然があって良いのではないか。そこに、また別に作る自然とか他の多面

的な自然の見方を入れていくことが大事なのではないか。 

 

小坂副会長：今９ページが話題になっているが、実現のイメージがここには仮に描かれていて、

平成３２年度にこれが実現しているという想定であるわけだが、下から２つめの「環境負

荷が少なく誰でも不自由なく利用できるユニバーサルデザインを取り入れた、便利で快適

な交通網や公共交通機関が体系的に整理されています」を平成３２年度に実現できれば本
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当はいいわけだが、これを書いてしまって大丈夫なのかなという感じがする。この段階で

こうあって欲しいというのが、いろんな項目で出てくること自体は良いが、それが平成３

２年度までに実現できそうだということを、実行計画も含め、次に議論するべきことも含

め、ここまで書いて大丈夫なのかなというのが正直なところ、こんな甘っちょろいことで

はだめだという話はもちろんあるが。 

 

秋元委員：やはり書き込んでおかないと。これは上位計画なので、一応書き込んでおかないと個

別計画ができていかないと思う。わりと理想的に入れていって、上位計画の中に入れてお

けば、また各々の計画が続いて出て来るということなので、私は書いておいたほうがいい

のではないかと思うがいかがですか。 

 

小坂副会長：当たり前のことだが、実行計画を回してもう一度見直すという話になるわけか。 

 

秋元委員：あくまでもこれは環境の上位計画になっているので、やはり入れておいたほうがいい

のではないかと思う。 

 

小坂副会長：そうすると、先ほどご意見のあった下のイメージ図はユニバーサルデザインを取り

入れた交通体系の絵と見沼田圃や河川敷の絵とがなかなか重複して一幅の絵にはなりにく

いので、時系列も含めたやや抽象的な絵になるのか、あるいは別の複数枚の絵になるのか。 

 

石川委員：基本目標にはっきり書かれているので、それに合ったもので良いのではないか。要す

るに「歩いて楽しい緑ゆたかな街」なのだから、それを全部は描かなくとも、イメージに

すればそれでいいのでないか。 

それと「自然の恵み」というのが大事で、要するに自然からいろんな恵みを受けて、我々

は生きているのだということが基本なので、そういうイメージが出せると。要するに、破

壊というよりも受けているのだということを出した方が、皆さんにはいいような気がする。

それを具体化するイメージというのも難しいだろうが。 

 

小林委員：ここに出席の審議会委員の皆様は絵が描けない。絵が描けない人達に、何かいい絵は

ないだろうかと相談しても無理な話だと思うので、むしろ市役所内でそういう絵の描ける

人がいるのではないか。そういう能力のある人がいる可能性もあると思うので、そういう

人を探してはどうだろう。また、必ずしも絵にこだわらなくても良いのではないか。もし

描くとしたら、非常にわかりやすいものを例にする。全部を網羅するのは、やはり難しい

と思う。おそらく手塚治虫にも、全体を網羅する絵を描くのは無理だろう。ましてや、我々

審議会委員には絵は難しい。 

 

石川委員：要するに、重点的なティピカルな絵で良く、何も全体を網羅する必要は全くない。参

考の京都市のイメージみたいに全体を示す必要はない。個々に分けているのだから、その

目標に沿った特徴のある絵を描けばいいのではないか。ただ、絵はないと。今は絵のない
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本は好かれない。さいたま市らしいイラストをひとつ描いてもらいたい。 

小野委員：さいたま市のみどり推進課では市民ネットワークと一緒に毎年写真コンクールをやっ

ている。見沼田圃という限定はあるのだが、さいたま市に残っている原風景はいろいろあ

るので、その写真などを参考にすると、非常に具体的な絵が描けると思う。 

 

秋吉委員：質問だが、ここに「仮」と描いてあるさいたま市に関する絵だが、これは既にどなた

かが描いてくださったものだと思う。そのことと作者について、また、これから新しく入

れるものはどういうふうにして絵なりイラストを考えているのかを聞きたい。募集するの

か、あるいは発注するのか。 

 

事務局：こちらの絵は、実は現行計画において基本目標ごとに入れているものです。 

「仮」と書いてあるが、これは実際に現行計画に使われている絵であり、ただ、基本目

標が実現した時をイメージできる絵とはかけ離れているものもあるので、ぜひ今回の改訂

にあわせて作り変えたいという趣旨です。絵を描いてくださいというよりは、山があると

か、青い空が見えるとか、電気自動車が走っているとか、絵に必要な要素をぜひいただい

て、今回１０個とか２０個とかいただいたその要素を取り入れて、作っていきたい。デザ

インできる予算もとれているので、その中で作っていけたらと思っています。 

 

秋吉委員：では、６つの絵と文言を見て、入れるべき要素は何かということをここで出して欲し

いという意味か。 

 

事務局：そうです。どういうものが描かれているといいのか。 

 

秋元委員：絵の議論はまだ続くのか。そろそろ絵の議論は終わりにしてもらって、私はちょっと

文言の中で質問があるのですが。 

 

松本会長：そうですね。文言を通して、どういう絵のイメージにするかということなので、文言

について、前の方からやっていきたいと思うのですが。 

 

秋元委員：８ページと１１ページの両方に同じような文章でエコドライブのことが書かれている。

どちらかに整理した方が良いのではないか。これだと、とってもエコドライブが好きなん

だな、みたいな感じ。 

 

事務局：エコドライブの推進を担当している課から、エコドライブの目的が多岐にわたっている

ので、あちらにもこちらにも影響するのだという意見があったからです。環境審議会でご

意見があったことはお伝えします。 

 

秋元委員：でも、全く同じような文章になっているので、ちょっと文章は変えた方が。 
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松本会長：私もそう思います。大事だという観点もあるのでしょうが、全く同じ文章が３回にわ

たって出てくる。例えば、８ページ一番下の「市内を走る…」という部分を取り除き、 

１０ページ、１１ページに残すとか。３回同じ文章が出てくると、読む時にも「え？」と

思う。 

 

秋吉委員：８ページと１０ページと１１ページか。確かにちょっと多すぎ。手を抜いたと見られ

てしまうかもしれない。 

 

針谷委員：今の再掲の話ですが、環境問題の場合はいくつかの目標に重ねて書くということはあ

ると思う。重複するということはあると思う。それがそれぞれのところに属しているとい

うことを、どこかに提示したいという行政の方の希望もあるとは思うが、こういうふうに

大きく最初に皆さんに見せる時に、あまり「再掲」という言葉がいっぱい出てくると一体

どこがどうなんだということになるので、そのへんはちょっと工夫していただいて、どの

目標に対して一番力説したいのかを、決めていただいた方が良い。 

 

丸山委員：別のことでよろしいか。８ページの基本目標だが、「環境の保全・創造に関心を持ち」

というのが、どういう環境のことなのか修飾語というか、形容詞が入っていた方がわかり

やすいと思う。 

「環境」はいろんなことを意味するので、悪い環境も「環境」の１つになってしまう。

だから、「豊かな自然環境」とか「健全な環境」など何かしら、この環境を一言でイメージ

させるような言葉があった方が良いのではないかと思う。 

 

松本会長：基本目標の冒頭の言葉ですが、これは以前に検討したことになっているのですが、ど

うでしょう。考え直すか。 

 

秋元委員：「環境の保全」で、良いのではないか。より良い環境を保っていくことなのだというこ

とで、前回の審議会でもこの話になったと思うが。 

 

丸山委員：検討なさっていたのなら、すみません。 

 

秋吉委員：その前の７ページに「望ましい環境像」「望ましい環境像実現のための基本目標」とい

う項目があるので、それでいいのではないかと思う。 

 

松本会長：そうですね。では、そういうふうにさせていただきます。次は何ですか。 

 

石川委員：実現イメージが出ているが、これは各部局から出てきたものを添付しているという感

じなのか。新たに全体を見直してやったということでなく、それぞれが提案してきたもの

を一応羅列しましたという程度のものなのか。 
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事務局：現行計画にもイメージのところがあるので、それを踏襲しているものを基本としていま

す。ただ、今回庁内各課に照会を出したので、特に「再掲」と書かれているところは、今

回新たに加わったもの、あと、中には多少文字が変わっているものなどもあります。６年

前に現行計画を策定した時には、エコドライブという言葉はたぶん一般的ではなかったと

思いますが、ここ数年、非常に注目されておりますので、新しく３箇所に入れてしまって

いる状況です。 

増えているところは、今回新たに加えているものですから、もともとあるもの、新しく

加えたもの、または一部修正したものが入り混じっているという状況です。 

 

石川委員：わかりました。 

 

小野委員：１０ページに、いわゆる自然エネルギーの利用ということで雨水の利用が載っている。

これは肝心なこと。１０ページの下から２つめ、雨水の利用は非常に大事だし、確かにさ

いたま市は他の自治体に比べて雨水の利用が遅れているので、そういう意味で書いたのだ

ろう。ここに雨水の利用とあわせて風力発電、太陽光発電、そういったものも取り入れて

もらいたい。 

さいたま市は太陽光発電や風力発電が遅れているので、それはぜひ入れていただきたい

と思っている。 

 

松本会長：この件について、ご意見いただけますか。 

 

事務局：さいたま市、埼玉県、このへんの土地の特徴として太陽光発電というのは適しており、

県も市も推進しているので、非常に良いと思います。ただ、風力発電はさいたま市という

土地柄あまり向かないという話も聞いておりますので、あまり大きく前面に出すのはどう

かと考えています。 

 

久保委員：これは「自然エネルギーの利用」だろう。大きな概念として、雨水だけに特定するの

か。概念として自然エネルギーなので、「自然エネルギーの利用」と書き直すか。風、太陽、

水。 

 

石川委員：「再生可能エネルギーの利用」だろう。 

 

秋元委員：あと、バイオマスも再生可能なエネルギー。 

 

松本会長：よろしいですか、このような意見が出ていますが。 

 

秋元委員：「太陽光発電をはじめとした再生可能なエネルギー」とか、そういう文言で。 

それからもう１ついいでしょうか。 
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松本会長：その前に、小野委員さんがもう１つ意見を言いたいということですが。 

 

小野委員：８ページの実現イメージの３つめ、「講演会やイベント等」とあるが、私が気に食わな

いのは、さいたま市は講演会のようなデスクワークの学習会やイベントが多い。フィール

ドワークの学習やイベントについて、行政があまり熱心でなく一般的にも広がっていない。 

デスクワークも大事だが、フィールドワークも大事。講演会では年中莫大なお金を出し

て、あまり意味のない講演会もさいたま市はやっている。ある時は水問題で講演を頼んで

全然水に触れていない講演会もあるし。要するに言いたいことは、講演会というのはデス

クワークの方に頭がいってしまっているので、例えば「環境に関する屋内外のイベント等」

としたらどうか。アウトドアにおける学習やイベントを、もっと重視してもらいたい。そ

のように手直ししてもらえれば、ありがたい。 

その上の２つめ、「学校」は出ているが「大学」がない。大学の先生もいるので、申し上

げにくいが、我々が学校への体験学習をやっている中では、小学生が一番環境に熱心。そ

れが中学高校大学になると、だんだん自然環境に対する関心が薄れてきてしまう。だんだ

ん上級学校になるにつれ、そういうこともあるので、当然大学も学校なのだから、ここに

「大学」も入れていただいた方がいいのではないかと思う。 

 

秋吉委員：賛成。 

 

小坂副会長：私も後でそのことについて、質問しようと思っていた。 

賛成。何か、はずしている理由があるのか。 

 

事務局：はずしているわけではないです。８ページの２つめの項目は、特に教育委員会を意識し、

教育委員会の所管を対象にしています。ここに大学を入れなければとは考えていたのです

が、昨年ご議論いただいた環境教育基本方針でも「専門知識と技術を有する大学は市民、

事業者、学校、市との連携が期待されます」とうたっておりますので、この文言を生かし、

盛り込めるようないい文章をぜひください。 

あと、体験学習につきましても、この方針の中で「体験学習の機会を持つことは環境を

学ぶ上で非常に有効な手段」と言っておりますので、このへんも意識して入れていきたい

と思います。 

 

秋元委員：たぶん、これは都市マスタープランにも繋がっていくと思うが、「自転車」という文言

が入っていない。私はあまり自転車には乗らないが、公共交通機関と自転車で作っていく

というような都市構造の見直しが入れられないか。ここに「自転車」を入れることによっ

て、都市マスタープランの方に入っていくのではないかなということと、低炭素な社会、

街を作っていくためにはコンパクトシティみたいな考え方を入れれば、また都市マスター

プランの方にも施策が反映されるのではないかと思うので、そこらへん、どういうふうに

具体的な文言で入れていいかはわからないが、ちょっと入れておいていただけると反映で

きるかなと思った。 
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松本会長：コンパクトシティとは、どういう内容なのかわからないのですが。 

 

秋元委員：さいたま市は、わりとコンパクトシティになっていると思う。中心地にいろんな機能

を持たせ、高齢化社会になっても病院や役所が近いというように、サービスがすべてコン

パクトな中でできる。エネルギーもそのコンパクトな中で使うような、今スマートグリッ

ドという考え方も起こっているのだが、そのコンパクトシティの中でエネルギーも供給で

きる、というような。 

都市づくりから考えていけば、低炭素な街ができていくと思うので、そういう考え方の

中で、都市政策をしていってもらうといいかなと。浦和があり、大宮があり、もっと小さ

な街がポンポンとあるのを、ＬＲＴでつなぐとか、今そういうような考え方もできてきて

いる。 

 

石川委員：郊外にできた住宅団地は、住民の高齢化が進み、買い物も十分できなく、日常生活が

困難な状況、「都市型限界集落」になろうとしている。そのような状態が現実に起きている

ので、それも書ければいいのだが、難しいだろうか。でも将来像として、そういうのは確

かにある。だから、コンパクトシティという取り組みがあればありがたい。 

もう１つ、最初に「自然の恵み」と言ったが、さいたま市で得られるものとしては、太

陽光、雨水、風、河川が考えられる。川筋に沿って吹き抜ける風、「風の道」と呼んでいる

のだが、そういうものを最大限に使った環境まちづくりをしたい。雨水は降ってくるのだ

から、それを何も川から海に流さずに何かに使うとか、そういうことがイメージとして欲

しい。 

せっかく自然が与えてくれたものを循環利用しないで、放置、廃棄してしまってはもっ

たいない。だから、そういうものの使い方を、例えば「風の道」など非常にいい言葉なの

で、そういう概念を取り入れて、川に沿って涼しい場所とか、そういう概念を入れると、

新しいまちづくりになるのではないか。そうすると、そのためには、緑のネットワークを

どうするか、水のネットワークをどうするかという考え方に及ぶのではないか。そして、

そこを散歩したり、サイクリングしたりというふうに、うまく繋がっていくと良い。ない

ものねだりではまずいので、まずは我々が自然から享受できるものを最大限に使うという

ことを考えた方が良いのではないか。 

 

秋元委員：「自然の資源を活用し」みたいな感じだろうか。モノだけでなく、自然の資源も活用す

るみたいなイメージ。 

 

石川委員：そう、太陽光もいいと思う。 

 

秋吉委員：今のと関連があるが、民間では今スマートグリッドと言っていると思うのだが、エネ

ルギーを作るところが太陽光とか、ゴミ発電とか、いくつか地域でそういうものをうまく

コントロールするところがある。地域でパワーを供給するという。家庭が太陽光で余った
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発電を売電できるとか、そういうエネルギーシステム作りが、海外では既に地域別に行な

われているところがある。日本も、これからそういう時代になるのだというようなことを､

民間の会社などは言っている。１０年先というと、さいたま市もそういうことを、市で考

えておられるのか。民間の企業など行政だけではないところが入るかとは思うが、そうい

うことがどこかで考えられているのかどうかをお聞きしたい。もしそういうものが萌芽的

にあるのであれば、基本計画の中に入れてもいいのではないか。いかがだろうか。 

 

松本会長：この件に関してご意見ありますか。 

 

石川委員：もう１つそれに関連して、例えば上水、下水でも何でもある所に集中し、そこがやら

れるとアウトになる。適正配置して、そこがダメージを受けてもバックアップできるよう

な危険分散、安全対策が必要。それをうまくネットワークでと。例えば、今の浄水場が水

没するともうアウト、焼却場も水を被ったらアウト、そういう危険分散のために、コンパ

クトな、だけど繋がっているというようなイメージで。 

さいたま市は大きいし、人口も多いので地方都市としてはすごい都市。地理的、地形的

条件に沿って区ができているので、地理的環境に適合したもので、なおお互いが連携して

いるようなイメージが描けると良い。 

 

久保委員：その意見に関連して、今までまちづくりや都市基盤整備、都市振興に、環境基本計画

がどのようなすり合わせになっていて、どのぐらいそれぞれが関連する各部署のリコメン

ドなり、方針に、この環境基本計画が盛り込まれているのか。先ほどこれを作るにあたっ

ては、都市振興計画とのすり合わせのためにという言葉が出てきたが、ベクトルはむしろ

逆で、この環境基本計画がいろいろな都市計画の基盤整備、市民の生活のためのいろいろ

な整備、そういうものにどういうふうに影響力を出し、先ほど私はネットワークと言った

が、環境をネットワークすると同時に、他の部署、他の市のための計画とのネットワーク

ということも含めてお伺いしたい。今の石川委員さんの話と連動するような話で申し訳な

いが。 

 

石川委員：環境はいつもそこが問題になる。縦割りの部局の中にあって横割りだから大変だ。 

現状としては総合振興計画が大元で、それがあってそれぞれの基本計画に分かれている。

しかし、環境というのはそれを包括してしまう。だから、総合振興計画と基本計画が似た

ものになる。ではどうやって吸い上げるかということで、大変な思いをしていると思う。

命令したって聞かないだろうから、そのへんを調整するというのが、非常に重要な役割に

なる。 

 

久保委員：まさに環境とはそういうこと。 

 

石川委員：そういうこと。大事だから、みんなでやろうと言っていて、環境共生部もいろいろア

プローチしているのだろうが、それぞれが縦割りでやっていて横のつながりがない。その
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辺をどうリーダーシップを取っていくかということだと思う。 

 

島村委員：９ページに実現イメージが出ており、その前にも見沼田圃が出ている。我々が子供の

頃の見沼田圃と、今は全く様相が違うから、どうもピンとこない。どちらかというと、見

沼緑地に近い。それと、見沼用水の西側については田圃がないから、用水はほとんど使わ

れていないと思う。かろうじて旧大宮の東側に、見沼田圃らしきものが残っている。その

ように、この言葉が合わないのであれば、これからまた昔のような見沼田圃の復活を目指

すとか、見沼の西縁用水を専門に使われるようなイメージを作っていったほうがいいよう

な気がする。どうもこれは見沼田圃のイメージという気がしない。 

 

小野委員：今の件で、確かに見沼田圃の場合、生物多様性という問題で言うと、今残している森

にはいろんな生き物が残っているが、実はさいたま市の低い土地の中で一番生物多様性が

貧しい。市内ではむしろ低い土地であれば、丸ケ崎、深作の水田地帯、それから荒川の水

田地帯の低い土地にいろんな生き物や動植物が残っている。見沼田圃の場合にはかなり荒

地が広がって乾燥化し、一方農地は長いこと農薬漬けになっていることから、見沼田圃の

場合にはいわゆる外来種、帰化植物の天下。その点、今お話があったように抜本的に見沼

田圃を昔の状態に変えていかないと、現状を守ったのでは全く意味がないと思う。 

 

石川委員：このように言葉の持つイメージと実際が違うところが、結構出てくる。鎮守の森とい

うのもそう。でも、言葉は言葉で残した方が良いと思う。そして、現代的な活用や意味合

いを加え、解釈を変えて使用したら良い。「見沼田圃」と呼ぶのをやめて、見沼畑や見沼緑

地というのでは、やはりイメージが湧かない。「見沼田圃」のイメージを再生することは大

事だが、その現代的な活用の仕方、現代的な解釈の仕方を考えた方がいいと思う。だって

できてしまったものを元に戻すというのは容易ではないから。そのへんを上手く使い分け

ることが大事だという気がする。 

 

島村委員：結局見沼田圃が、どうなったのか我々はよくわからない。例えば、本来あそこは建物

を建ててはいけないのに建ててしまう。違法行為だが、それをみんな認めてしまう。そし

て１軒成功すると、みんな建ててしまう。そして県は困るから、結果的に何をするかとい

うと、公園にしてしまう。だから、大宮の第二公園も全部昔は田圃だったのが、住宅をど

んどん不法に作るから、それに対応するために公園にしている。本来の見沼田圃の様子は、

全く変わってしまっている。だから、私はピンとこない。田圃が公園になってしまってい

るのだから、それも運動場の公園だから、緑が全然ない。だから今小野委員さんが言った

ように、元に戻すような努力もすべきだという言葉を入れてやった方が良い。 

 

小坂副会長：ここの「見沼田圃」という言葉には、たぶんそういう思いもこめられているのだと

思う。現実とは乖離しているところが確かにあるが、先ほどのユニバーサルデザインの話

も期待を込めてこういう実現イメージを描いているということだから、そういう意味では

残したほうがいいのではないか。逆に言うと、残したほうが良いのではないか。 
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島村委員：残すのが、いけないのではない。何らかの言葉を加え、田圃らしきものに戻すという

ことを入れてもらえばいい。それを入れないで、ただ単に「見沼田圃」と言ってもみんな

家が建って公園になっているじゃないかと。 

 

松本会長：１２時までに終わってくれと言われているので、どうしても今ここできちんと議論し

ておかないと非常にまずいことになるとお考えのことだけに、絞りたいのですが。 

 

小林委員：８ページから最後まで、これらは平成３２年度のイメージということは、あと１０年

後であり、１０年後というのはあっという間、そういう観点から考えると表現が全て心配。 

例えば、９ページの２番目、生垣があって緑が街中にあふれている、動植物の生息環境

がいたるところにあるなど、１０年後に本当にこうなっているだろうか。最後の「歩いて

楽しい整った街並みや歩道など」も出来上がっているだろうか。それから、１０ページの

１番目「みんなが地球温暖化の防止に向けて取り組んでいる」「どこへ行くにも便利なまち

になっている」、こういう文章が次々出てくる。みんなが安心して快適に電気自動車を使っ

ているとか、１１ページには騒音や振動がなくなっているとか、やすらかな環境になって

いるという。それから地盤沈下がなくなっている。こういうのが続いていくのだが、１０

年後に本当にできるだろうか。そのへんも少し考えた表現にしておかないと、後で「でき

ませんでした」「かくかくしかじかでできませんでした、しょうがありませんね」で終わっ

てしまう。ちょっと心配。これはぜひ議論してほしい。 

 

松本会長：先ほども似たようなことがあり、理想だからぜひ書いておきたいというご意見もあり

ましたけれども。 

 

小林委員：１０年後に実現できる理想であれば結構だが、どうもなあというのはやはりちょっと。 

 

島村委員：さいたま市の歴史を見ると、人口が急増している。これは理想論だと言うが、実現す

るためには人口を増やさなければ良い。そこまで踏みこまないと、これは実現できない。

だからこれは理想で良いと思う。人間を止めることはできるから。そういうこともできれ

ば１０年後にこれはある程度守られると思う。これからはそんなに人口は増えないと思う

が、我々大宮の場合は６万人から７万人、最終的に４５万人。そうするとこういうのは、

いくら努力しても守れない。だから理想論で、市民が努力していけばいいのではないかと

思う。 

 

石川委員：景観１０年、景色１００年、風土１,０００年という。本来は１,０００年単位。でも、

景観は１０年で達成できるわけだから、ある程度は努力してやりたい。 

 

島村委員：いや、努力はする。でも、実現できるかどうかはちょっと。 
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小林委員：実現できないことを、審議委員が一生懸命審議しましたということになると、変な話

になる。 

 

島村委員：いや、私はやむを得ないと思う。 

 

小林委員：ただ、理想像と考えて、ここにはあくまでも「実現イメージ」と書いてあるので。 

 

島村委員：だからイメージで良い。 

 

小林委員：基本は「平成３２年度まで」という言葉が、どこかに隠れている。 

 

佐藤委員：「実現イメージ」という言葉を、変えれば良いのではないか。 

 

小林委員：「１０年以内の実現イメージ」とか。 

 

佐藤委員：「向上していくための具体的な目標」としたら良いのではないか。 

 

小林委員：１０年というのはあっという間。 

 

島村委員：いろんな要因がどんどん変わってくるのだから、「私にはできませんよ」となってしま

う。 

 

秋吉委員：努力目標という感じだろう。 

 

島村委員：それ以外ない。 

 

事務局：一応目標年次は平成３２年度ということで、イメージ図をお願いしているところですが、

そこへきてまだ理想に到達しないということは、当然あり得ます。その時はまたさらに次

の計画でそのイメージと目標をそのまま継続させていくか、あるいはさらにもう少し高い

ハードルを設けて実現のイメージを描くかは、その段階でまた検討していただくべきこと

かと。あくまでも、今回は理想像をここでイメージさせていただくということで、１０年

という限られた期間で実現できるかどうか果たして難しいかもしれませんが。 

 

松本会長：佐藤さん、何か提案がありますか。 

 

佐藤委員：やはり「実現」という言葉を使ってしまうと縛りになるので、「実現」という言葉は、

入れない方が良いのではないか。 

 

石川委員：「イメージ」という言葉も要らないのではないか。 



 29

 

事務局：今のご議論は、基本目標ごとにそれぞれの文面と下の絵について、ご議論いただいてい

るのですが、基本的な考えとしては先ほど課長からも言ったのですが、やはりここでイメ

ージを書き込んでおかないと、「もうやらなくていいのかな」というイメージも出てきてし

まいます。少なくとも、実現はかなり難しいかもしれませんが、当然やる必要のあるもの

は、イメージとして残すというような考え方でお願いしたい。現実にできるかできないか

で、本当にもう全然できないものは明らかにはずしてもいいのですが、取り組む必要性が

あるものとしては、やはりイメージとして残しておく。特に重要なものにつきましては、

全部項目は挙げられませんので、そういう考え方で整理させていただければと思います。 

それと、イメージのところにつきまして、先ほどスマートグリッドというお話がありま

したけれども、これはすごく旬というか、これから重要な言葉ですので、こういう象徴的

な言葉を使ったものを残したほうがいいのではないかというご提案があれば、お願いした

い。文面につきましては大変なので、この言葉のように１０年後にはすごく必要で重要な

のではないかという言葉をご提言いただければ、それを書き込むとかで表現していきたい

と思います。 

絵につきましては、象徴的な要素をできるかぎり盛り込む。やはり、全部は無理かなと

思います。そうするとまたこれがない、あれがないと始まりますので、しかもイメージ自

体も全部を表しているわけではありませんから、象徴的なものということで考えていただ

ければと思います。一応そのへんにつきましては、そのような考え方で進めさせていただ

ければと思います。 

 

秋吉委員：文言でいえば、たとえば「理想実現イメージ」とか、「基本目標」に対して「努力目標」

という言葉が該当するのではないかと思う。でももっと適切な言葉があれば、それにして

いただければいいのではないかと思う。 

 

島村委員：中心でやるのは行政だから、それについては行政にお任せしたい。我々が旗を振って

やるわけではないので、いくら議論してもまとまらないので、そういう形でお願いしたい

と思う。 

 

松本会長：では議論がまとまりそうもありませんので、意見がまとまらない時のために、あらか

じめ用紙が配られています。 

「さいたま市が目指す環境の姿のイメージへの意見」という一枚紙をいただいているの

で、ぜひこれに書いていただきたいと思います。どうしても必要だということについての

イメージ像の意見を書いていただくということで、今回の審議会は閉じたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

事務局：いろいろご意見をいただき、今日事務局の方で明確にお答えできなかったものも多々あ

ると思いますが、それにつきましては、「最初からこれは無理でしょう」というもの以外は、

基本的に検討させていただきたい。そして次回に事務局の案を提示させていただくという
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形でお答えしたいと思います。 

 

松本会長：では、閉じるにあたり、事務局から何かありますか。 

 

３.その他 
 

事務局：次回の日程ですが、先ほどのスケジュール表にありますように、７月に開催させていた

だきたいと思っております。ただ、会場等今のところまだ詰めておりませんので、７月の

最後の週、２８、２９日の水・木あたりのどこかで開催させていただきたいと思います。

それにつきましては、また改めてご案内させていただきます。 

追加意見については、本日「意見提出書」を配付させていただいているところです。特

に今ご議論いただいた基本目標１～５までの絵の要素、キーワード、もしお帰りになりま

して何かございましたら、意見書に書いてファックスまたはＥメールでお寄せいただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。その他に追加意見、言い足りなかったこ

とがありましたら、様式は問いませんので、送っていただければと思います。 

あと、追加で全く関係ないことですが、色塗りのチラシを置かせていただきました。川

口市主催の環境講演会についてのご案内です。川口市で、６月に環境講演会を開催すると

いうことで、今回市外にも積極的にＰＲしたいという趣旨で協力依頼がありましたので、

皆様に配らせていただきました。 

それと申し遅れましたが、今日一時配布資料としてお配りいたしました資料につきまし

ては回収させていただきますので、机に置いたまま退席をお願いいたします。 

 

５.閉会 
 

松本会長：ありがとうございました。 

では、これで環境審議会を終わりにいたします。どうもご苦労様でした。 

 


