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別記様式（第４条関係）

会 議 録

会 議 の 名 称 令和３年度第４回朝霞市環境審議会

開 催 日 時
令和３年５月２７日（木）

午後２時００分から午後３時５５分まで

開 催 場 所 朝霞市役所 ５階 ５０２会議室

出 席 者

委員（１０人／１５人）

小島委員、小野委員、田中委員、長谷川委員、原田委員、

平井委員、福田委員、古川委員、松下委員、松村委員（五

十音順）

事務局８人

清水市民環境部長、石井環境推進課長、飯泉課長補佐、

真中環境推進課専門員兼環境対策係長、四方田係長、

内田主事、エヌエス環境（株）土肥、中野

会 議 内 容
（１）第３次環境基本計画骨子（案）について

（２）その他

会 議 資 料

・会議次第

・資料１ 団体ヒアリング調査結果報告

・資料２ 第３次朝霞市環境基本計画策定スケジュール（予

定）

・資料３ 朝霞市環境基本計画（現状と課題）

・資料４ 第３次環境基本計画の環境施策体系について

・資料５ 第３次朝霞市環境基本計画（骨子案）施策体系

・資料６ 第３次朝霞市環境基本計画における「望ましい

環境像」について

・資料６－１ 朝霞市環境基本計画における「望ましい環境像」

の検討要素

・環境審議会委員名簿

・第２次朝霞市環境基本計画施策体系

・第５次朝霞市総合計画後期基本計画 第４章 環境・コミュニ

ティ施策体系

・第５次朝霞市総合計画後期基本計画

・第４章 環境・コミュニティ 具体的な施策

会 議 録 の □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

☑電磁的記録から文書に書き起こした要点記録
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作 成 方 針 □要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間

☑会議録の確認後消去

□会議録の確認後 か月

会議録の確認方法 議事録署名人による確認

そ の 他 の

必 要 事 項

傍聴人 ２人
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

◎開会

事務局（飯泉補佐）

本日は、大変御多忙のところ、お集まりいただきありがとうございます。

それでは定刻となりましたので、ただ今から、第４回朝霞市環境審議会を開催いたしま

す。

本日は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえまして、換気や消毒、検温、パ

ーテーションの設置など、最大限感染リスクに配慮して進行してまいります。皆様にお

かれましてもマスクの着用に御協力いただきますようお願い申し上げます。

初めに、本日の審議会の出席委員は、総数１５名中１０名でございますので、「朝霞

市住み良い環境づくり基本条例」の第２０条第２項の規定で定めております過半数の出

席を満たしておりますので、会議が成立することを御報告させていただきます。

なお、１号委員の外山委員、３号委員の永井委員、４号委員の水久保委員、６号委員

の坂本委員、湯尾委員におかれましては、本日所用のため欠席との御連絡を受けており

ます。

さて、今年度初めての開催となりますが、４月の人事異動に伴いまして、事務局職員

が変更となりましたので御報告させていただきます。市民環境部長の宮村が異動により

退任し、清水が着任いたしました。部長の清水より委員の皆様へ一言御挨拶をさせてい

ただきます。では、お願いいたします。

清水部長 挨拶

事務局（飯泉補佐）

次に、委員の方につきましては、１５名のうち３名の委員が変更となっておりますの

で、ここで御紹介させていただきます。事務局より新たに委員となられました方のお名

前を読み上げさせていただきますので、お返事だけ頂戴いただければと思います。

初めに、朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会会長の松下委員でございます。次に、

埼玉県西部環境管理事務所副所長の平井委員でございます。

また、本日は欠席でございますが、朝霞警察署生活安全課課長代理の坂本委員となりま

す。

それでは、次に資料の確認をお願いします。

まず初めに、事前にお配りさせていただきました資料を確認させていただきます。

・令和３年度第４回朝霞市環境審議会 次第

・資料１ 団体ヒアリング調査結果報告 ２枚でございます。

・資料２ 第３次朝霞市環境基本計画策定 スケジュール（予定）

・資料３ 朝霞市環境基本計画（現状と課題）

・資料４ 第３次環境基本計画の環境施策体系について
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・資料５ 第３次朝霞市環境基本計画（骨子案）施策体系

・資料６ 第３次朝霞市環境基本計画における「望ましい環境像」について

・資料６‐１ 朝霞市環境基本計画における「望ましい環境像」の

検討要素

本日机の上に置かさせていただいております資料が４枚追加となります。

・環境審議会委員名簿

・２次朝霞市環境基の環境施策の体系が１枚、

・第５次朝霞市総合計画後期基本計画 第４章 環境・コミュニティの施策体系が１枚、

・第４章 環境・コミュニティ 環境の具体的な施策が１枚

資料は以上の１２点となります。不足はございませんか。

なお、審議会は議事録の作成のため、内容を録音させていただきますので御了承くだ

さい。

それでは議事の運営につきましては、「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」第２０

条の規定により、会長が議長を務めることとなっておりますので、松村会長に議事の

進行をお願いしたいと存じます。それでは、松村会長、議事の進行をよろしくお願いい

たします

松村会長

皆様こんにちは。今回から新しい委員も迎え、計画の策定についてよろし

くお願いいたします。今年度末に策定予定で、今回を含めて４回の会議とな

ります。今回がキックオフとのことで、御意見いただきたいと思います。こ

れから具体的な議論に入らさせていただく訳ですが、議事に入る前に、本会

議は、市の会議の公開に関する指針に基づき原則公開となっておりますので、

傍聴を希望される方が来られた場合、その都度入室していただきますので御

了承ください。

また、本日の会議の議事録署名人を選任いたしますが、本審議会では委員

による順番制と決めさせていただいております。今回は田中委員と松下委員

を指名させていただきます。よろしくお願いします。

それでは、早速ですが、会議次第に従い議事を進めさせていただきます。

議題（１）第３次環境基本計画骨子（案）について、事務局から説明お願い

したいと思いますが、資料が多いため次第のとおり４つの内容に分けて説明

するとのことでございます。では１点目、「団体ヒアリング調査結果報告」に

ついて事務局から説明をお願いします。

事務局（四方田係長）

それでは、「団体ヒアリング調査結果報告」について御説明させていただき

ます。資料１をご覧ください。

こちらが、環境関連団体にヒアリング調査を実施しました結果となります。

①調査の目的は、環境基本計画の見直しにあたり、環境に対する幅広い意見
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を取入れ、計画策定の基礎資料とすることを目的として、市内で活動する環

境関連団体に対するヒアリング調査を実施しました。②調査の期間は、令和

３年１月２０日（水）～１月２１日（木）、③調査の方法は、環境関連団体に

対してヒアリングシートを郵送または電子メールによる発送、電子メールま

たはＦＡＸによる返送、④調査実施団体は、「あさか環境市民会議」、「ＮＰＯ

法人あさかプレーパークの会」、「動物との共生社会を目指す会 Vest.」、「朝

霞市リサイクルプラザ企画運営協議会」、「わくわく新河岸川みどりの会」の

５団体となっております。

これら団体につきましては、市民活動支援センターで発行しております「あ

さか市民活動ガイドブック」から環境に関わる団体をピックアップしたもの

でございます。

次に、Ａ３の報告表をご覧ください。この表は、縦に団体名、横に左から

番号順に「①団体活動の内容、近年の活動状況」「②環境に関して気になる点、

活動実施における課題、問題点等」「③今後の活動の動向」「④団体での参加・

協力が可能な環境保全活動」「⑤市の今後の環境について意見・提案」となっ

ております。ヒアリングを行った結果をまとめたものとなっており、キーワ

ードとなる単語にアンダーラインを引かせていただいています。

次に、Ａ４の方の調査結果報告に戻りまして、裏面２ページの実施結果を

ご覧ください。

こちらの資料は、Ａ３の資料の結果を総括してまとめたものとなっており

ます。結果のまとめといたしましては、①団体の活動の内容（現状）、近年の

活動状況は、各団体により、里山保全活動、清掃活動、リサイクル活動、緑

地保全活動など、様々な環境改善活動が行われています。コロナ禍において

も、定期的に活動が続けられていることが伺えました。②環境に関して気に

なる点、活動実施における課題、問題点等は、自然環境の保全、外来種対策、

子ども達の遊び場環境、ポイ捨てごみ、不法投棄などについての意見が出さ

れました。課題としては、会員の高齢化や社会情勢の変化、団体及び活動場

所の認知度向上、これらの周知活動が挙げられました。そのような課題に対

して、市からの一層の情報提供や周知活動を求める意見がみられました。環

境問題は、社会情勢の変化や、一人一人のライフスタイルの変化とも繋がっ

ており、市民全体の意識の向上を促す必要があると言ます。③今後の活動の

動向は、コロナの影響により、活動に制限が生じている状況は少なからずみ

られるものの、いずれの団体においても、活動の拡大や新たな活動場所の開

拓、他団体とのコラボレーションなどを検討していることが伺えます。また、

環境に対してあまり関心が高くない層への情報発信や活動に対する周知など

を計画しているとの回答が得られました。④団体での参加・協力が可能な環

境保全活動は、学校での環境教育等の活動を希望する意見や、他市民団体や
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ＮＰＯとの連携により相互に協力活動を行い、行政への共同提案を行いたい

などの意見が出されました。

学校での活動は以前より行われていますが、担当者異動などにより継続実

施が難しいといった意見も挙げられています。⑤市の今後の環境について、

御意見・御提案は、開発による緑地の減少が著しく、緑地の買い取りや税制

措置など、現在ある緑地の保全を進めることへの意見が出されました。また、

自然の中で子育てできるような環境の保全、防災機能を持たせた公園の整備、

計画の評価や柔軟な見直し、事業者・市民・行政が目指す方向性の共有とそ

れぞれが果たす役割を明確にして欲しいなどといった意見が出されました。

次に「第３次朝霞市環境基本計画スケジュール（予定）」について御説明さ

せていただきます。資料２をご覧ください。

こちらの資料は、庁内検討委員会、環境審議会、市民からの意見聴取など

のこれまでの経緯とこれからの予定となっております。令和２年度におきま

しては、こちらの資料のとおり、庁内検討委員会と審議会を各３回実施させ

ていただき、市民アンケート、環境施策に対するこれまでの取組や今後の課

題、環境の変化と現状などについて、主に報告という形で議論を重ねてきた

ところでございます。次に、市民意見といたしましては、下段にございます

ように市民アンケート・事業者アンケート・中学生アンケート実施し、意見

や要望を集約してまいりました。また、市民との環境ワークショップを行う

とともに、先程御報告いたしました「団体ヒアリング」を実施いたしました。

なお、庁内各課におきましても、これまでの環境施策や気候変動適応に関

する取組について照会を実施いたしまして、照会結果などをこれまでの会

議で報告させていただいてきたところです。

次に、令和３年度の予定といたしましては、昨年度収集したこれらの基礎

データを踏まえて、環境基本計画を策定する予定です。本日を含めて庁内検

討委員会を４回、環境審議会を４回開催させていただき、計画書の精度を向

上させていきます。今後の目標といたしましては、令和４年１月に環境基本

計画（案）を完成させ、答申書を作成し、２月に政策調整会議・庁議に諮り

まして、第３次の環境基本計画書を策定という予定で考えております。

続きまして、資料３、「朝霞市環境基本計画（現状と課題）」をご覧くださ

い。こちらは、第１回から第３回までの庁内検討委員会で議論してきた内容

を総括いたしまして、１枚のＡ３の資料にまとめたものとなっております。

左上に、「１朝霞市を取り巻く社会動向と課題」をまとめさせていただきまし

た。これまで国は「低炭素社会」を掲げておりましたが、昨年、２０５０年

までにＣＯ２の排出量ゼロを宣言し、「脱炭素社会」を目指すことを目標とし

て掲げました。また、地球温暖化による世界各地での被害を防ぐために気候

変動への適応が求められるとともに、循環型社会やプラスチックごみ・食品
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ロスの削減についても対応が求められています。

次に、その下、「２ 市民意見」をご覧ください。市民アンケート・中学生

アンケート・事業者アンケート・団体ヒアリングなどの調査結果をまとめま

した。矢印の下で黄色でまとめたとおり、市民から求められていることとし

ては「家庭用省エネ設備導入の支援、環境美化の意識啓発、自然豊かで住み

やすいまちづくり、自然災害、健康分野等における適応策の推進、環境学習

の機会提供と環境活動に取り組む意識啓発、地球温暖化対策の推進、事業者

への情報提供と意識啓発、支援制度の充実、事業所と連携した施策の推進、

団体活動の認知度向上や市からの情報提供、活動の周知、学校の環境教育へ

の参画、他団体等との連携による活動への協力支援」となっております。

次にページ右側をご覧ください。「３ 第２次計画の現状と課題」こちらで

ございますが、第２次環境基本計画の５つの環境目標の柱ごとに、これまで

の各課の取組から現状と課題をまとめたものとなります。

これらの社会の動向や、市民からの意見、今までの取組などから見えて

きた課題を総括させていただきまして、下段の「４ 課題の総括」としてま

とめました。

１つ目、自然環境分野としては、「河川や緑地などの保全、自然に残る緑の

確保や農地の保全、樹林や河川環境の生態系の保全、緑化の推進、自然とふ

れあえる環境の創出」が課題となっております。

２つ目、生活環境分野としては、「きれいな空気・水・土の保全、安心・安

全の生活環境の維持、ごみのポイ捨てや廃棄物の不法投棄への取組、環境美

化への意識啓発、住み良いまちの実現」が課題となっております。

３つ目、脱炭素・循環型社会分野としては、「温室効果ガスの排出抑制、再

生可能エネルギーの導入、気候変動への適応、循環型社会の構築、ごみの減

量や再資源化、連携による３Ｒの取組、環境負荷の少ない活動の取組」が課

題となっております。

４つ目、環境教育・学習分野としては、「環境活動への支援、環境活動を実

践する人材の育成、連携による環境教育・環境学習の機会の提供、子ども達

や子育て世代等に対する環境教育・環境学習の推進」が課題となっておりま

す。説明は以上となります。

松村会長

まず、資料 1については１月に行いました団体ヒアリングの御意見がまとめられてい

ます。スケジュールでは、残り４回の会議でまとめて答申を出して欲しいと。資料３は

さきほどのヒアリングも含めて、エッセンスがまとめられております。右側は今の計画

と照らして書いてあるということですか。

事務局（四方田係長）

右側は各課に照会をかけたものを柱ごとにまとめたものです。
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松村会長

これらの環境の現状や団体の御意見を踏まえて計画をつくりたいと。わからない点な

どがあればお受けしたいと思いますがいかがでしょう。

古川委員

資料３で、この項目については異論はありませんが、ただ右側の「低炭素・循環型社

会の構築」は、社会の流れ、国策だからやらなければならないのは分かりますが、朝霞

市として補助金が潤沢に出せるほど財政が豊かでないのならば、ここはあまり重点をお

いても。では、電気自動車を買ったら国の補助金プラス朝霞市は４０万出しますとか、

太陽光ならどうだとかって補助金が出せないのならば、重みや優先順位をつけた方がい

いんじゃないですか。それと朝霞市全体としては、市民もマンションなどがたくさん建

っているので、環境としておおむね良いと思っているんだと思います。ただ、川越街道

の近くに住んでいる方は騒音だったり、排ガスのことだったり、川の近くに住んでいる

人は、川の増水だったり、その地域によって悩み事は違うんだと思います。昨年もお聞

きしたと思うんですが、公害的な騒音振動大気汚染に関して、なになには市の窓口だよ、

なになには西部環境だよという説明を受けたんですが、市民は分からないので、「健全

な環境の確保」を市としてどうやって取組むのかというのが重みがあるんだと思いま

す。

事務局（四方田係長）

資料３の右側は、今の第２次環境基本計画のものなので、重みづけというのは、次の

骨子案の方で御意見いただきたいと思います。

事務局（飯泉補佐）

資料４を一度見ていただきたいと思います。重みづけの御意見をいただいたので、次

の計画では、「自然と人との共生」を１番目にして考えております。資料３の第２次環

境基本計画では「自然との共生」は２番目にございましたが、なぜ、１番にしたのかと

言うと皆さんのアンケート調査や、どういう環境を望んでいますかといった項目で、１

番多かったのが「自然との共生」の意見が多かったので、このあと、御提案させていた

だこうと考えております。

松村会長

それでは、また戻ってもいいので、先に御説明をお願いします。

事務局（飯泉補佐）

それでは、次に、第３次環境基本計画の環境施策体系について御説明させていただき

ます。右側上に、資料４、と資料５と記載がある資料を御用意ください。

では、資料４をご覧ください。こちらの資料は、第３次環境基本計画の環境施策体系

を御提案させていただく資料となります。ページの左側の部分をご覧ください。現在環

境施策を進めている第２次環境基本計画環境目標と来年度以降実施する予定である第

３次環境基本計画の環境目標（案）を並列して記載させていただき、変更点を対比させ

ていただきました。次に右側のページでございますが、第２次環境基本計画環境目標と
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第３次環境基本計画環境目標（案）の体系の変更点を記述させていただいた資料と

なっております。

初めに、左側上の 施策体系（骨子）の方針 をご覧ください。第３次環境基本計画

の環境目標（案）を御提案させていただくにあたり、次の基本的な事項３点を参考にし

て、骨子の方針を決めさせていただきました。

まず１点目は、環境基本計画は、市の最上位計画である「第５次朝霞市総合計画」の

実現を環境面から補完する役割を担っており、総合計画との目標や施策と整合性を図り

作成するものとさせていただきました。

次に２点目ですが、新たに策定する「第３次環境基本計画」は総合計画後期基本計画

に合せて施策の体系を組むこととし、４つの環境目標を新たな柱と位置付け施策を展開

するものとします。

ここで本日机の上に配布させていただきました、総合計画後期基本計画の 第４章

環境・コミュニティ 1.環境 の施策体系をご覧ください。今日お配りしたＡ４とＡ３

のホチキスで止めてある資料でございます。こちらが市の総合計画後期基本計画の４３

ページの環境分野の施策体系でございます。環境施策は、1.住み良い環境づくりの推進

２.低炭素・循環型社会の推進 ３.環境教育・環境学習の推進 という３本の柱で総合

計画では構成されております。

これらの施策体系を参考とさせていただき、１．自然と人との共生 （総計 4-1-1-1）

２．快適な生活環境の確保 （総計 4-1-1-2）３．脱炭素・循環型社会の推進（総計 4-1-2）．

４.環境教育・環境学習の推進（総計 4-1-3）という４章建ての形で第３次環境基本計

画の環境目標（案） を構成させていただいたところでございます。

次に３点目でございますが、近年の市を取り巻く国内外の環境情勢の変化や、市民の

環境問題への意識の高まりやニーズを把握し、施策内容を修正するとともに新規施策

を追加します、としています。

先日、国は２０５０年までに温室効果ガス排出量をゼロにすることを宣言し、脱炭素

社会を目指すことを世界に発表しました。地球規模での気候変動への対応は待ったなし

となり喫緊の課題となりました。また、国連サミットでＳＤＧｓ持続可能な開発目標が

採択され、誰一人取り残さないを理念として、持続可能な社会の実現が求められるなど、

市を取り巻く社会動向は刻々と変化しています。それらの対応策の中で、市で出来る対

応策を計画に追記します。また、資料３で朝霞市環境基本計画の現状と課題を整理いた

しましたが、市民意識調査・事業者意識調査・市民団体ヒアリング等の要望や調査結果、

第２次計画の課題などを抽出し、課題を総括しましたので、施策内容に反映させていき

ます。

次に、第２次と第３次の環境基本計画施策体系の変更点について御説明させていただ

きます。ここで本日机の上に配布させていただきました資料で、第２次環境基本計画の

体系と総合計画後期基本計画の環境の施策体系Ａ４とＡ３のホチキス止めの資料、資料

４を組み合わせながらご覧いただければと思います。
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まず変更点１をご覧ください。変更点 1は、環境目標を５本柱から４本柱に改定、【生

活環境】魅力あるまちなみの創造を分割いたしました。第５次朝霞市総合計画では、「第

４章環境・コミュニティ」、「１．環境」、「１．住み良い環境づくりの推進」環境目標の

中で「自然環境」と「生活環境」の柱を位置付けているほか、「２．低炭素・循環型社

会」、「３．環境教育・環境学習の推進」を目標と掲げていることから、環境目標を５本

から４本に統合します。

第２次環境基本計画の【生活環境】魅力あるまちなみの創造の各施策については、関

連性が高い「１．自然と人との共生」「２．快適な生活環境の保全」「３. 脱炭素・循環

型社会の推進」の目標の中に振り分けます。

次に、変更点２でございますが、【自然環境】自然との共生から「１.自然と人との共

生」に大柱を変更しました。

市民アンケートなどを実施したところ、現存する自然環境の保全を要望する声が多く

関心が高かったことから、「１．自然と人との共生」を 1番目の柱とします。総合計画

後期基本計画の施策順番に合わせ 1番目とします。街路樹や公園・緑地などの身近な緑

は、まちにうるおいを与え、市民が望んでいる自然豊かな朝霞を形成する緑であること

から、【生活環境】魅力あるまちなみの創造「３－１個性あるまちなみ」に含まれてい

た都市の緑化や公園・緑地、緑道の確保といった施策を「１．自然と人との共生」に位

置付けます。

【生活環境】魅力あるまちなみの創造「３－２まちなみの美しさとゆとり」に含ま

れていた景観についての施策を「１．自然と人との共生」に位置付けます。

次に、変更点３でございますが、【健康・安全環境】健全な環境の確保から「２.快適

な生活環境の確保」に変更しました。大気や水の保全、生活環境を維持・改善するため

の施策を引き続き推進するため、現行計画の【健康・安全環境】健全な環境の確保の

主な施策を、新たな環境目標「２．快適な生活環境の確保」に位置付けます。総合計画

後期基本計画の施策順番に合わせ２番目とします。

生活環境に関する施策はより快適な環境を維持する施策へと関心が変化しています。

明るく住み良いまちづくりの実現を引き続き進めるため、現行計画【生活環境】魅力あ

るまちなみの創造 「３－２」まちなみの美しさとゆとり に含まれる環境美化や不法

投棄防止に関する施策を「２－３ 明るく住み良いまちづくり」に位置付けます。

現行計画の【健康・安全環境】健全な環境の確保の「１－４安全なまち」に含まれる

有害物質等環境リスクの低減に関する施策を「２－２きれいな水と土の保全」に位置付

けます。

次に、変更点４でございますが、【地球環境】低炭素・循環型社会の構築から「３.

脱炭素・循環型社会の推進」に変更しました。日本の新たな温室効果ガス削減目標など

を踏まえ、地球環境の目指すべき姿を「低炭素」から「脱炭素」とし、リサイクル等に

関する施策とともに脱炭素・循環型社会を推進する環境目標とします。

【健康・安全環境】健全な環境の確保 「１－４安全なまち」に含まれていた自然災
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害の軽減や、【生活環境】魅力あるまちなみの創造 「３－３環境に配慮した交通手段」

に関する施策は、脱炭素型社会の構築に資する施策と考えられるため、「３．脱炭素・

循環型社会の推進」に位置付けます。

地球温暖化対策への取組として、温室効果ガスの排出を抑制する「緩和策」に加え、

現在及び将来予測される影響に対処する「適応策」への取組が求められていることから、

「３－５ 気候変動による影響の回避・軽減」に新規で位置付けます。

次に、変更点５でございますが、【環境パートナーシップ】環境パートナーシップの

推進から「４．環境教育・環境学習の推進」に変更しました。

環境パートナーシップとは、市民と連携・協働で環境改善を行うことであり、環境改

善実行する上で基本的な考え方となります。「第３次環境基本計画」では、総合計画と

の整合性を図るため新たな環境目標を「４．環境教育・環境学習の推進」とします。

市民の環境教育・環境学習の機会の向上と環境情報の発信、環境保全活動への支援を

中心とした施策を位置付け、市民との連携・協働を推進します。

それでは、次に資料５を御説明させていただきます。資料５の「第３次朝霞市環境基

本計画（骨子案）施策体系」をご覧ください。

こちらの資料は、第３次環境基本計画の施策の体系（案）を整理させていただいたもの

となっております。大柱と中柱、例えば緑色の大柱である自然と人との共生や、緑色の

中柱である１－１自然環境の保全と再生や、1-２緑のあるまちなみの保全・創出は、総

合計画後期基本計画などを参考にして柱建てなどを決めさせていただいたことを御説

明させていただきましたが、資料５では、具体的な施策である小柱、例えば１－１－１

健全な水循環の形成、１－１－２生物の生息・生育環境の保全、１－１－３生物多様性

の確保などをさらに追記させていただいており、施策体系を作成させていただきまし

た。

環境対策と一言に言いましても、これまでも継続して対策を行っているところであ

り、市で出来ること言いましても、これら対策を少しずつ積み上げていくものがほと

んどとなります。よって、小柱におきましては、新規で施策を構築するものではなく実

際に出来る施策を柱建てすることといたしました。第２次環境基本計画の施策を引き続

き継続するものがほとんどとなり、２次環境基本計画の小柱を準用するものが多くなっ

ております。

例えば、第３次環境基本計画基本施策案の 自然と人との共生の１－１自然環境の

保全と再生の１－１－１健全な水循環の形成は、第２次環境基本計画基本施策２－１－

１湧水の保全、健全な水循環の形成に近い内容となり、１－２－１緑地・樹林・樹木の

保全は、２－２－１樹林や樹木の保全に近い内容とになるというものです。

今後、各担当課に施策内容の確認やヒアリングを実施して小柱などの表現や施策展開

の方向性を整理してまいりますが、環境基本計画の骨子や方向性を御提案させていただ

きますので、御意見を頂戴いただければと考えております。以上で骨子案の説明を終わ

りにさせていただきます。
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松村会長

だいぶ、説明が続きましたが、いっそのこと、よろしければ質問に入る前に、次の説

明をしていただくのはいかがでしょうか。よろしければ、資料の６について、事務局か

ら説明をお願いします。

事務局（内田）

それでは、「第３次環境基本計画における望ましい環境像」について御説明させてい

ただきます。まずは先程説明のありました資料５をご覧ください。こちらの左上に【望

ましい環境像】（案）「みんなでつくる 水とみどりが豊かな 環境にやさしいまち 朝

霞」とございますが、今回は第３次環境基本計画策定に伴い、皆様にこの「望ましい環

境像」を御検討いただき決定したいと思います。

それでは、資料６及び資料６－１を御用意ください。まずは、事務局から望ましい環

境像として５つの（案）を御提案させていただきました。

①「みんなでつくる 水とみどりが豊かな 環境にやさしいまち 朝霞」、②「みん

なでつくる 環境にやさしいまち 朝霞」、③「みんなでつくる 水とみどりとふれあ

える 環境にやさしいまち 朝霞」、④「みんなでつくる 水とみどりが豊かで持続可

能なまち 朝霞」、⑤「みんなで守り、育む 自然に恵まれた環境にやさしいまち 朝

霞」の５つでございます。

それでは次に、なぜこの５つの将来像に絞ったのかについて御説明させていただきま

すので、資料６－１の朝霞市環境基本計画における「望ましい環境像」の検討要素をご

覧ください。（出典１）上位計画である第５次朝霞市総合計画の自然・環境分野、（出典

２）市の環境保全等の基本理念を示している「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」、

（出典３）「第２次環境基本計画」における望ましい環境像、（出典４）アンケート

調査結果による、市民が思う朝霞市の望ましい環境像、（出典５）持続可能な開発目標

「ＳＤＧｓ」の理念の以上の５つの出典を参考とさせていただきました。その中からキ

ーワードになる言葉を抜き出し、「第３次朝霞市環境基本計画」における望ましい環境

像（案）を作成いたしました。

それでは、資料６にお戻りください。キーワードについて御説明させていただきます。

キーワード「みんなでつくる」について御説明します。（出典１）から「参加と協働に

よるまちづくり」、（出典２）から「すべての者の積極的な取組と参加」、（出典３）から

「みんなで、学び、知恵を出し合い」「市、市民・市民団体、事業者が相互に理解、協

働環境パートナーシップの推進」、（出典４）から「市民が参加する取組の推進」という

言葉を抜き出し、「みんなでつくる」という言葉をキーワードとさせていただきました。

次に、キーワード「守り、育む」について説明します。（出典１）から「豊かな自然

を守り、育て、」、（出典２）から「今ある環境を守り、育て、そして将来へ向けて確実

に引き継いでいく」、（出典３）から「水と緑を育む 環境にやさしいまち」という言葉

を抜き出し、「守り、育む」という言葉をキーワードとさせていただきました。

次に、キーワード「水とみどりが豊か」「水とみどりがふれあう」「自然に恵まれた」
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について説明します。（出典１）から「自然・環境に恵まれたまち、自然が豊か」、（出

典２）から「水と緑に恵まれたかけがえのない豊かな自然環境」、（出典３）から「水と

緑を育む 環境にやさしいまち」、（出典４）から「自然の緑地や水辺の保護・保全」、

「みどりや水辺が多く、自然が豊かなまち」、「自然とふれあう場所」という言葉を抜き

出し、「水とみどりが豊か」「水とみどりがふれあう」「自然に恵まれた」という言葉を

キーワードとさせていただきました。

キーワード「持続可能なまち」「環境にやさしいまち」について説明します。（出典２）

から、「自然と調和した健全で接続可能な発展、良好な環境を維持し、これを将来の世

代へ継承されるよう推進」、「環境への負荷が少ない持続的に発展することが可能な社

会」、（出典３）から、「環境への負荷が少ない持続可能な社会の構築」、（出典５）から

「持続可能な開発目標」という言葉を抜き出し、「持続可能なまち」「環境にやさしいま

ち」という言葉をキーワードとさせていただきました。

資料６の「持続可能なまち、環境にやさしいまち」の出展２のところ、「接続」では

なく「持続」に修正をお願いします。

これらキーワードを組み合わせまして、５つの望ましい環境像（案）を御提案いたし

ましたので、ここから選んでいただくまたは、組み合わせて新たなものを御提案いただ

ければと思います。

なお、参考までページ右側には、周辺自治体の「望ましい環境像」などを掲載させて

いただいております。資料６及び資料６－１の説明は、以上となります。

松村会長

これで、全ての資料の説明が終わりました。資料６の望ましい環境像についてです

が、５つの案で「みんなでつくる」はどこにかかっているのですか。どういう朝霞にす

るかにかかっていると読むのですか。みんなでつくる「朝霞」と続いていますが、５番

目はみんなで守り育む「朝霞」ですか。

事務局（石井課長）

みんなでつくるというのは、事務局としては、特にどこにかかるかというのは特に特

定はしておりません。みんなでつくる「水に緑が豊かな」というところもあるでしょう

し、みんなでつくる「環境にやさしいまち」というところもあります。どちらにかかる

かということについてはどのように捉えられてもいいと、特に特定しておりません。

松村会長

５つ並んでいて、何が違うのか。1から４は「みんなでつくる」、５は「みんなで守

り、育む」、朝霞の中で古川委員が言われていたようにメリハリをつけるというのはい

かがですか。皆さん、御意見をいただけたらと思います。

古川委員

先程の説明を聞いたあとでも、私の認識では市民のアンケートから市民の要望を重み

づけをして選んだよと受け取りました。ただ、私の意見としては朝霞市が出来ることを

優先順位をつけて、お金がないから出来ないことは下にした方がいいのかな、という意



- 14 -

見です。それは、一市民としての意見です。あと、資料６のキーワード、スローガンに

ついては響きがいいように出せばいいのではないかというレベルと捉えています。ただ

これの大前提が「朝霞市に長く住んで欲しいよ」なのか「人がたくさん来て循環して欲

しいよ」なのか、環境で話す内容ではないかもしれませんがぼんやりした言葉となって

しまうんではないかと思いますが、かっこいいキーワードであればいいと思います。あ

と、団体ヒアリングのあさか環境市民会議の意見・要望で「これ以上の開発はやめて欲

しい」と言っていますが、一部の団体の人は今過剰に朝霞市は開発が進んでいるよと捉

えているんだと思います。これは市の条例がここ４０年の間で随分変わってきて、４０

年前はマンションが立てづらい市だったのが、緩和されてここ２０年で増えたという認

識をしているのですが、環境のとこで話すことではないかもしれませんが、環境が著し

く開発が進んでいると感じているという考えなのですよね。

松村会長

私は各委員から出来るだけ御意見をいただきたいと思います。特に忌憚のない御意見

をもらいたいと思っています。

石井課長

この計画を作るにあたり、市民の方、色んな年齢、性別の方々から「環境というテ

ーマについて色んなお考えをお聞かせいただきたいと、そういう認識を委員の皆様に共

有しまして計画を策定していきたいということでございます。そういう中から、市民、

事業所、次代を担う中学生アンケート、ワークショップや団体ヒアリングからこういう

意見がありました。その中からこういう課題になりました、そこから提案させていただ

いたところですが、その提案に色んな角度から御意見いただければ、行政では気がつか

ない視点で御意見を出していただきたいと思います。

松村会長

古川委員が言われるのは、市民の意見をもとに作ることは異論ない。しかし、基本計

画は誰が作るのか。市ですよね。市民の人達、環境団体の意見を受けて、上位計画とあ

わせて考えて市として作る。そうするとおのずとメリハリが、市としては限られた条件

の中でやっていく必要があるからメリハリが必要なのではないかということと思いま

す。私個人の意見としては補助金やお金だけとは限らないと思いますが、他にいかがで

すか。

小島委員

私は新しい計画は４つの柱となってしまったので、市民からしたら分かりづらく遠く

なってしまったかなと。前の「個性あるまちなみ」とか「水の有効利用」と言われると

自分に身近に感じられたのが、一般市民の感覚だと具体的なワードを入れてもらった方

がいいのかと。「みんなの」と言う割には「パートナーシップ」や「協働」という言葉

は入っていないので遠くなってしまったかなというイメージです。

福田委員

今言われた５つが４つになったのは、「魅力あるまちなみの創造」が減って、４つと
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なったのは総合計画と整理されてなくなったと感じたんですが、当時は目玉として出し

たと思うのですが、総合計画でそれが薄まった経緯などが分かれば説明して欲しいとい

うのが１点、あと、第２次の「健康・安全なまち」の「安全なまち」というワードが消

えていて、よく文脈みると環境物質の話なんだなと分かるのですが、パッと見ると犯罪

的な話かと思ったのですが、そうであれば残して欲しいかなというのが２点目、あと３

点目として、総合計画の方の４章で「市民活動」とありますが、市民活動というのはア

ンケートであった活動の支援と定義が一緒なのかどうか、の３点です。

事務局（四方田係長）

環境パートナーシップの説明がなくて、なぜなくなってしまったのかという点なんで

すが、第２次環境基本計画でも、もともと計画の頭に「パートナーシップ」をうたって

いました。２次の施策体系をご覧いただくとよくわるかると思うのですが、左側の大柱

５本に中柱、小柱とありまして、その右側に「環境パートナーシップによる取組の展開」

として特出した重点的取組がありました。ただ、特出しということは計画と重複するの

で、その形が非常にわかりづらいと。今回パートナーシップの文言がなくなったのは、

２次の計画の時にも、市民と事業者と行政がやっていくんですよ、とあったのですが、

今となっては協働はもはや当たり前に、特に環境に関する施策は、皆でやっていかない

と達成できないと。それは、計画の骨子案が冊子となって全体像が出来た時に、まずは

「みんなで協働でやりましょう」というのを掲げた上で、そのあとに計画が来るので、

パートナーシップの文言を抜いたということです。ただ、第３次の骨子案に「協働」す

るものはないのか？と言うとほぼ全ての柱の中に色んな形で協働は入ってくるのかと

思いますが、今は具体的な施策がはいっていないので分からないのですが、これから各

課にヒアリングして詰めていくところですので、そういった時代の背景とか流れを受け

て文言を取ったという経緯となります。

事務局（石井課長）

あともう１点、さきほどコミュニティの関係ですが、総合計画の中では「環境とコミ

ュニティ」という章立てとなっています。その中で環境側面をサポートする計画という

ことで、環境基本計画は出来ておりますので、コミュニティに関しては全く関係ないと

いう訳ではありませんが、コミュニティを中心とした柱立てはありません。

松村会長

他の委員で何かご意見はございますか。

松下委員

まず、事前に配布されたものではなくて、当日に配布されたものが資料４だと思うん

ですが、これを当日いただいて何か意見をと言うのは難しいと思います。御説明を聞い

て分かった事もありますし、そこが事前に配布されていたのであれば委員の皆様も有効

的な御意見が出せたのではないかというのが１点です。あと、私は昨年の秋からこちら

の市民団体の会長を拝命いたしましたけれども、それに伴ってお声がけいただきまして

御意見を出させていただいております。私自身、このリサイクルプラザ企画運営協議会
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というのは、市と協働で企画運営するということですけれども、実際の活動といたしま

しては、なかなか協働というもののが活動に落とし込めていないというのが率直なとこ

ろです。で、そのこともヒアリングの調査の時に話しをさせていただいております。先

程、事務局からお話しいただきましたけれども、これから環境の施策を進めるにあたっ

てはやはり行政だけでどうこうするのは難しい、確かにみんなと一緒にやっていかない

といけないとは思っておりますけれども、ここの御意見にお話させていただいたとおり

しっかりと行動という在り方を考えていかないと、ぼやっとした何か一緒にすればいい

というのではなくて、しっかりと本当は行動にまで役割を落とし込んでこそ計画が生き

てくるかと思っています。ただこれは基本計画ですので、大枠でみんなで達成していく

イメージを担うと思います。本来は実施計画などでＰＤＣＡサイクルを回してもらうな

ど、政策の評価をしっかりして、先に続けていけるような形で考えていかなくてはいけ

ないと思いますので、この基本計画については、ある程度のビジョンを持って大枠を計

画年度で立てていくというのを総合計画でやっていけばいいのではないかということ

と、それが実際の行動計画に落とし込んでいけるような計画作りを、下から上を見るよ

うな形で作ってっていくというのも必要かと思います。

長谷川委員

「望ましい環境像」なんですけど、これはなんのために、この文章を読むと、なんと

なく環境っていうのは自然環境がメインになっている気がするんです。本当に望ましい

環境像であれば、みんなが、市民で取り組んでいるような言葉が入ったほうがいいので

はないか、と。あまりにも「恵まれた自然」とか「水」とか「緑」ばかりで、それだけ

が「望ましい環境像」なるのか。もう少し言葉として選んでもいいのか。もう少し「市

民が参加する」、「育む」とかそういう「環境」もあった方がいいのではないか。あまり

にも自然環境だけを羅列しているけれども違った言葉も検討してもいいかと思います。

松村会長

確かにおっしゃるとおり。総合計画では、「コミュニティ」という話になるのかもし

れませんが、きれいな自然があるのかどうかは関係なく毎日の生活を豊かにするような

社会、広い意味での環境には、こういう視点も含まれるのかもしれません。

長谷川委員

似たような言葉だけではなく、違う感覚の言葉も選択肢としてあるといいのではない

か、その中からみんなで選べるといいのではないかと思います。

平井委員

私は役人の目線だとなかなかよくまとめてられるなと第一印象では思ったのですが、

今の緑の話でも、「自然」に関する言葉だけで他の言葉はないのですが、という意見で

すが、役人の感覚だと、かなり言葉は集約されていますけれども「みんなでつくり」「み

んなで育む」という言葉に集約されているのではないかと、私は受け止めました。中身

の方でお聞きしたいのは、第２次の計画と違って、第３次では「みどりや自然」の部分

が一番上に格上げされています。おそらくそれは市民の方の要望も強いしアンケートで
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も出てくるのだと思いますが、私も自然保護の分野をやっている立場で痛感するのは、

緑の分野は住民の方の要望が出てくると我々との乖離というのが激しくて、結局最後は

森を買い取らないとだめですと、いう話なんですが、その具体的な施策があるというの

であればお聞きしたいと思います。

田中委員

「望ましい環境像」ですが、「自然」を取り上げていますが、確かに言われるとおり

「自然」を前面に出すというのは、私など自然を相手に色々活動しておりますのであり

がたいのですが、人間の部分についても表現するものいいかと思います。あと、５つの

目標を４つに集約するのはいいんじゃないかなという印象です。そして、ＳＤＧｓのど

れにあたるのかっていうのは、表現されているのは、前回に比べて進んでいるかな、と、

市民の皆さんに意識を持ってもらうにはいいのかと感じました。それと、施策体系の方

で２次で取り上げていた内容が、３次の方でまとまっているのか割愛されているのか、

その辺の背景も知ってみたいと思いました。

事務局（四方田係長）

今の田中委員の質問で２次の計画が３次の計画で割愛されているかという御質問で

すが、これまでの各課への照会で、２つだけなくなったものがありますが、ひとつは子

ども大学というのを今もやっておりますが、その中で「環境」というテーマがいつも入

るか分からないということで削除となりました。もう１点は、「オープンスペースの確

保」という項目がありましたが、これは開発建築課の方で県への届け出を受けるという

ものなので、これは担当課から施策としてはどうなのか、とのことでこれからも届出自

体は受けますが、施策としては削除しました。この２点は削除いたしましたが、それ以

外の２次で行っていた施策は全て３次へ継続として落とし込んでいます。また、気候変

動といったものが３次としては新たに追加したものがございます。

小野委員

「環境」と言うと色んな意味で「自然」だったり「生活環境」だったりあると思うん

ですけど、行政としてはこういう姿にしたいというのと、市民がこうしたいというのを

出すのか出せるのか、「絵に描いたもち」ではどうしようもないので、理想は理想でも

いいんですが、市、行政としてどれだけのことをする、市民としてこういうことを目標

とする、自然環境に協力する、社会環境に協力する目標とする、として具体的なものが

入っていったらいいのではないか。こないだ、ある小さなまちでごみの分別を４５種類

してるまちがあるとテレビで取り上げていましたが、あれだけいくら小さな町とはい

え、４５のごみの分別をすると、ごみがなくなってくるんです。そういうことは規模と

しては難しいとは思いますが、何か朝霞市として誇れるようなものを一つ作ってそれが

環境に繋がることが出来たらいいかと思います。資料をいただきますが、なかなか読み

切れないです。ひとつひとつの目標を立てて、市民が協力する、行政もそれに対して答

えるというのが出来たらいいかと思います。
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松村会長

先程、副会長からいただきました意見、資料４で第２次の計画と第３次の計画で比べ

ているものがありますが、第２次の時は、成功しているわけではないけど、目指すべき

姿を書いています。これから３次を考えられるのに、総合計画の下位計画だからどれだ

け自由に作れるかよく分かりませんが、具体的に言うと第３次の１‐１「自然環境の保

全と再生」と書いてありますが、これは手段、方向みたいなもので、では「朝霞市とし

てどんな環境の姿を目指して保全と再生する」と書くのと「保全と再生」では違います

よね。第２次の計画では、例えば「きれいな空気」「きれいな水と土」と目指す姿が描

かれているのでちょっとそこは違うと思います。もうひとつは、総合計画に書いてある

ので仕方ないですが、パートナーシップと環境教育・環境学習の推進は全く違うと思い

ます。何かすごく上から目線です。この計画は市民向けのものなので、先程、パートナ

ーシップは当たり前というお話でしたが、当たり前だけど、いまだに意識の低い人がい

るので学習するんだ、と読めないことでもない。総合計画に書いてあるから柱は直せな

いかもしれない。それであれば、さっき言われた全体の柱にかかるようにパートナーシ

ップという考えを盛り込めませんか。今日は終わりにしてよろしいでしょうか。環境像

については決めないといけないのですか？

事務局（石井課長）

今、御意見いただいて、もっと人の面ですとか、そういう御意見ありましたので、こ

の５つの案からと言うのは意見に沿わないので、次回までに御提案できるような案を考

えてみたいと思います。また、皆さんも今日お持ち帰りいただいて、浮かんだワードが

ございましたら事務局まで御連絡いただければと思います。

松村会長

追加意見はいつまででよろしいでしょうか。

事務局（石井課長）

６月１１日（金）までに事務局までいただければ、次回の審議会で反映できるように

したいと思います。また資料５の施策体系の４つの大枠についての御了承いただければ

と思います。

松村会長

了承して欲しいと言われると、了承出来ないというのが今日の議論の結論になってし

まいます。例えば、パートナーシップも変える理由がよく分からないという意見もあっ

たし、小柱や中柱も第２次の方がもっと市民の方が身近に感じられたという意見もあり

ました。また、「自然環境の保全」という柱も距離感があるというのもありました。こ

のまま認めて欲しいというのであれば認められないが、今日の御意見を踏まえてこの資

料を手掛かりに、全てだめということではないので、「望ましい環境像」に自分達の気

持ちが反映できてないんじゃないかという意見、自然中心だけじゃなくて住んでいる人

達も入った環境像もと言った意見、古川委員の意見も念頭において、作業を進めてもら

うと。この資料を枠組みとして採用し、それを単純に冊子に落とすのではなく、場合に
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よっては見出しの表現も見直してもらうということでよろしいでしょうか。他にありま

すでしょうか。議題の（２）その他について、事務局から説明をお願いします。

事務局（四方田係長）

次第の下段にございますが、次回の審議会、第２回とありますが、すみません第５回

となります、７月２８日（水）午後１時３０分を７月２８日（水）午後２時からに修正

をお願いします。改めまして開催通知をお送りいたしますが、例年の議題と計画の策定

と議題がたくさんございますが、どうぞよろしくお願いいたします。事務局からは以上

です。

松村会長

それでは、これで本日の議題は全て終了いたしましたので、議長の職をおろさせてい

ただきます。ありがとうございました。

事務局（飯泉補佐）

松村会長ありがとうございました。これをもちまして、第４回朝霞市環境審議会を閉

会とさせていただきます。

お忙しい中、御出席いただき、ありがとうございました。

◎閉会

議事録署名人


