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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５回朝霞市環境審議会

開 催 日 時
令和３年７月２８日（水）

午前９時３０分から午前１１時１０分まで

開 催 場 所 朝霞市役所 ５階 大会議室・奥

出 席 者

委員（１２人）

小島委員、小野委員、坂本委員、田中委員、外山委員、

永井委員、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（素案）について

（２）朝霞の環境（令和２年度年次報告書）（案）について

（３）その他

会 議 資 料

・会議次第

・資料１ 第３次環境基本計画の環境施策体系について

・資料２ 施策体系

・資料３ 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３－１ 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

・資料４ 第３次朝霞市環境基本計画（素案）

・資料５ 第３次環境基本計画における環境指標一覧（案）

・資料６ 朝霞の環境（案）（環境推進課所管分）

会 議 録 の

作 成 方 針

□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

□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 １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）

それでは、定刻を過ぎましたので、令和３年度第５回朝霞市環境審議会を開催させてい

ただきます。

本日は、皆様お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

本日の審議会の出席委員は、総数１５名中、１２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項に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報告させていただきます。

なお、３号委員の長谷川委員、４号委員の水久保委員、６号委員であります湯尾委員に

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。

次に、会議に先立ちまして、本日の資料の確認をさせていただきます。

（資料の確認）

次に資料の訂正をお願いします。

（資料の訂正）

なお、審議会の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。

それでは議題に入らせていただきますが、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。よろしくお願いします。

松村会長

皆様おはようございます。暑い中お集まりいただきありがとうございます。今日は盛り

だくさんの資料となります。ぜひ皆さんの忌憚のない御意見を頂戴したいというのが事務

局の思いでありまして私からもぜひお願い申したいと思います。事務的な事項になります

が、この会議は原則公開ということで運営させていただきます。今回傍聴を希望されてら

っしゃる方は今いらっしゃいますか。今はいらっしゃらないですね。会議中でもいらっし

ゃったら御案内して頂きたいのでよろしくお願いいたします。それと第２点が議事録の署

名でございます。慣例で順番にお願いしていまして、今回は平井委員と坂本委員にお願い

をしたい。お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

それでは、さっそくこの後は議事次第に沿って進行させて頂きますが、最初に施策体系

について、それと望ましい環境像について、事務局から御説明をお願いします。一点、

事務局としては前回、皆さんから頂いた御意見を踏まえて、計画の目標、望ま

しい環境像を少しずつ絞り込んでいきたいとのことです。前回よりだいぶ豊か
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な考えになっていて、この後、御説明を頂戴します。１８個ぐらいです。説明

が終わった後で私が自分の意見も踏まえてどれがいいか皆さんを当てます。別

に１個じゃなくて複数でもいいということで、これから御説明していただいて、

終わったところで御自身のお考えを後ほど頂戴したいと思うのでこれが予告で

ございます。では事務局の方は御説明をお願い致します。

事務局（飯泉補佐）

それでは、初めに、議題（１）第３次環境基本計画（素案）についての施策体系につい

て御説明させていただきます。右側上に資料１と記載がある資料をご覧ください。

こちらの資料は、第３次環境基本計画の環境施策体系の資料でありまして、前回の検討

委員会で一度、御提案させて頂いた資料となります。現在、事業を進めている「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頂き、変更点を対比させていただいた資料となっており

ます。

右側の緑の太線で囲んでいる「第３次環境基本計画の環境目標（案）」を御覧ください。

こちらは、現在策定を進めている第３次基本計画で提案させていただいている施策体系で

す。事務局では、３点のことに注意して環境目標を設定させていただいております。

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いるため、総合計画との目標や施策と整合性を図り

ながら作成を進めております。

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

の施策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づけ、施策

を展開しようと計画しております。

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

加しようと考えています。

以上の点に注意して環境目標を設定しようと考えております。

さて、こちらの資料でございますが、５月２８日に行いました第４回環境審議会でこの

資料を委員の方々にご提示させて頂き、一度審議していただいたところ、２点ほど委員の

方から提案を受けました。

１点目は、資料下段の横に青色で囲んだ部分の環境パートナーシップでございますが、

環境目標において環境パートナーシップを環境教育・環境学習の推進に置き換えたわけだ

が、意味が異なるものではないか。施策体系の中にパートナーシップという言葉がどこに

もなくなってしまった。環境目標がパートナーシップから教育や学習に変わったため、上

から目線になったように感じる。などの意見が出されました。

次に２点目でございますが、資料右側、縦に緑色で囲んだ部分でございます。新しく作

成する第３次環境基本計画環境目標（案）に対しまして、環境目標や環境目標の個別目標

の言葉を市民が見た場合身近に感じられない。もう少し具体的なワードを入れると身近に

感じられるのではないか。環境目標や個別目標がお役所言葉で構成されていてわかりづら
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い。など意見が出されました。

次に資料２を御覧ください。資料２の施策体系でございますが、資料１での審議委員か

らの御提案に対しての対応（案）ということで、わかりやすくまとめさせていただいた資

料となります。

当初考えていた施策（案）に補足や修正を加えさせていただき、審議会からの御意見に

対応させていただきます。追加・修正を加えさせていただいた部分は赤字で記述させてい

ただきました。

まず、左側下の環境目標の４番目、一番下の「パートナーシップによる環境活動の推進」

でございますが、当初総合計画の施策に合せて「環境教育・環境学習の推進」とする予定

でしたが、審議会より御提案があったように、「パートナーシップによる環境活動の推進」

という表記に変更した方が市民から見て好ましいと事務局でも考えましたので、環境目標

を変更させていただきました。

次に「自然と人との共生」「快適な生活環境の確保」「脱炭素・循環型社会の推進」「パ

ートナーシップによる環境活動の推進」という環境目標を設定させていただいたのです

が、「表現が身近に感じられない」、「お役所言葉ではないか」などとの御指摘を受けまし

たので、「生き物がすみやすく、豊かな自然が身近に感じられるまち」「安心で快適に、ず

っと住み続けられるまち」「限りある資源を大切にし、環境に負担をかけないまち」「みん

なで環境を学び・考え・取り組むまち」というサブタイトルを追加し、具体的な説明ワー

ドを追記させていただいて、親しみを持たせてみました。

次に、右側隣りの個別目標でございますが、こちらに関しましても「大切にする」「つ

くる」「まもる」「すすめる」「備える」など語尾を動詞にさせていただき、わかりやすく

具体性のある表現とさせていただきました。

また、さらに右側に、具体的な実施施策を御提案するとともに、関連する持続可能な開

発目標であるＳＤＧｓの目標を合わせて表示させていただき、全体の施策体系をわかりや

すく説明していこうと考えています。

それでは、次に「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

いただきますので、資料３及び資料３－１を御用意ください。

事務局では、第３次朝霞市環境基本計画を策定するにあたり、環境における朝霞市の将

来像を決定したいと考えております。

現在、第２次朝霞市環境基本計画では、「水と緑を育む環境にやさしいまち朝霞」と設

定しているところですが、第３次朝霞市環境基本計画を策定するにあたり、現在、環境基

本計画の内容を審議していただいている環境審議会の皆様に、環境像（案）を御提案しな

がら、新たな環境像を決定していこうと考えております。

前回の第４回環境審議会において、望ましい環境像（案）として、資料の左上の１．第

３次朝霞市環境基本計画における望ましい環境像（案）の①から⑤までの少し太字になっ

ている環境像（案）を一度、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
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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つです。上位計画である第５次朝霞市総合計画の自然・環境分野、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」、「第２次環境基本計画」に

おける望ましい環境像、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、

持続可能な開発目標「ＳＤＧｓ」の理念などの出典を参考とさせていただき、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）として提案いたしました。

しかし、審議委員の皆様より、「自然環境だけではなく、違った視点の言葉も検討した

方が良いのではないか」、「望ましい環境像のキーワード・スローガン自体は通りの良いか

っこいいものであれば良いのではないか」という御意見があったため、第５回環境審議会

での継続審議事項となった経緯がございます。

そこで次回の環境審議会では、１番で「望ましい環境像」案を増やさせていただき、１

８種類、御提案します。また、２番目に周辺自治体の「望ましい環境像」を、３番目に朝

霞市の各種基本計画の将来像を、４番目に様々な環境キーワードを御提案し、望ましい環

境像を再度審議したいと考えております。次に、資料３-１を御覧ください。資料３－１

は参考となるキーワードの提案根拠をまとめてみました。第５次朝霞市総合計画における

将来像のキーワード、「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」の基本理念のキーワード、

市民・事業者が望む環境像のキーワード、国、県の環境基本計画などのキーワードの説明

資料となっています。こちらの資料も参考としていただき議論したいと考えております。

以上が資料３及び資料３－１の説明となります。これで事務局からの説明を一旦終了さ

せていただきます。

松村会長

はい。それでは今、御説明がありました。最終的には事務局は特にこの資料

３の一番目、望ましい環境像について皆さんの御意見を、感触を頂戴したいと

いうのが一番大きな要望の様であります。それに先立ちまして、御説明頂いた

資料について御質問を頂戴できればと思います。資料１は要するにこの前配っ

た資料に変更点の説明を加えたということですね。資料２について御質問があ

れば、あるいはもちろん、資料３の環境像についてお考えを頂いてもいいので

すがいかがでしょうか。

小島副会長

資料２の方なのですけども、この間出していただいたものよりも凄く親しみ

やすい環境目標や個別目標にしていただけたかなと思います。私は朝霞市の育

成市民会議の方で関わっています。毎年、作文を子どもたちから募集して、だ

いたい３，０００前後の募集があります。この数年、特に目立っているのが環

境について題材にした作文がすごく多くなってきているというのが目につきま

す。特に今年はマイクロプラスチックの海洋問題が小学３年生の作品にあった

りします。ですから、体系をこのようにしていただいて、親子で一緒に家でも話

し合えるような内容になっているかなと私的にはすごく良かったかなと思いま

す。
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松村会長

他にいかがでしょうか。

外山委員

細かい質問なのですけど、自然と人との共生のところは「生き物がすみやす

く、豊かな自然が身近に感じられるまち」の「すむ」という字が平仮名ですけ

ど、快適な生活環境の確保のところは「安心で快適に、ずっと住み続けられる

まち」で人間だから住居の住の漢字を使っていて、一番の方は生き物だから平

仮名なのですか。「すめる」という字は平仮名で表しているのですか。二番目は

住居の住で「住める」。一番目は生き物がすめるの「すめる」は平仮名。生き物

だから平仮名なのですか。

松村会長

使い分けに意味があるのですか。

事務局（飯泉補佐）

個別目標１－１の「生き物がすめる環境を大切にする」ですが、当初、漢字

で記載することを考えていて、難しい「棲む」で作っていました。それで読め

ない方もいるのではないかと平仮名に敢えて代えさせていただきました。

外山委員

生き物は住居の住ではないのですね。

松村会長

他になにかありますか。

古川委員

資料３の左の下、Ⅲ朝霞市の計画ごとの目指す将来像というのが書いてある

のですけど、おおむね「朝霞」というのが語尾にくっついています。漢字だっ

たり平仮名だったりはするのですけど、こういう風につけるというのが今の朝

霞市のルールであれば、この望ましい環境像についても平仮名にするか漢字に

するかは別としてつけた方が良いのではないですか。そういうルールがあるの

かないのか教えてください。

事務局（飯泉補佐）

特にこうしなさいと指示は出ていません。例えば、真ん中の第４期朝霞市地

域福祉計画では「つながるまち」で切っているので「朝霞」は入れていません。

策定した時に審議員の皆さんと作ったのではないかと思います。

松村会長

よろしいですか。小島委員から時計回りにグルーっと周って、事務局は飛ん

で、皆さん環境像、資料３の①から⑱、番号で言っていただいても構いません

し、これはちょっと違和感があるというのでも構わないです。印象をそれぞれ

伝えていただいて、正解があるというよりも、事務局は委員の方々の御意見を

伺って、できるだけ集約というか、皆さんの御意見を念頭に置いて最後事務局

としてまとめて、これまた手順としては改めて次回、説明いただくのですか。

今日の議論を踏まえて提案があって中身を変えていくということですか。もち

ろん、今日できるだけ集約してそれを踏まえたものが出てくるのですよね。計

画の一部なのですよね。今日の意見を皆さんこれから出していただいてそれを

念頭に事務局の方で望ましい環境像を盛り込んで環境基本計画の第３次環境基

本計画案を次回以降に出てくるということでいいのですよね。
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小島副会長

子どもでもわかりやすい、理解ができるという所で③、④がいいかなと思い

ました。

原田委員

⑪番と⑰番がいいと思います。

外山委員

悩みますね。

松村会長

後にしてもいいですよ。一回パスとかもしてもいいです。

外山委員

みんなちょっとずつ違っています。望ましい環境像ですか。

松村会長

もし誰か準備ができているぞという方は手を挙げていただけますか。

古川委員

マスタープランの最後が「朝霞」で揃っているので①か③が僕的にはいいか

なと思います。

福田委員

私は①、③、④。最後に「朝霞」が付くのがいいのかなと思います。語呂的

にいいかなというのが一つです。あと朝霞の特徴ってやっぱり隣りが東京都っ

ていうのもあって水と緑が特徴だと思うのでそこが入った方が良いのかなと思

いました。

永井委員

私も①がいいかなと思います。水と緑、環境って非常に広い範囲なので難し

いのですけど、水と緑はイメージしやすいかなと思います。

坂本委員

私も①が良いと思います。１８個見た中で一番読んで、朝霞市として何をし

たいのか一番わかりやすいのかなと思いました。あとスローガンという所があ

るので語尾が「朝霞」とつけた方が良いのかなと思います。あとは３－１の資

料にある通り、市民・事業者が望む環境像とか、そこら辺を見るとワードとし

て水って言うのと、緑っていうのが入るのがいわゆる環境像としてイメージし

やすいというのがあるので①がいいのかなと思います。

田中委員

やはり水と緑というキーワードがいいかなと思いますので①、③、④がいい

です。④はちょっと持続可能なって言葉がちょっと固くなっちゃうかなと思い

ます。ＳＤＧｓを意識してのことだとは思いますけども。あと⑤の印象として

「みんなで守り、育む自然に恵まれた環境にやさしいまちあさか」について、

守るっていう漢字は、この字ではないのではないか。保護の護の護るの意味も

あるだろうからここは平仮名になったほうがいいのではないか。⑤は具体性が

あって私は⑤がいいかなと思います。

松下委員

私は最初見ていた中では①がいいかなと思うのですが、後から出てきたもの

の中で⑨「自然と都市が調和した快適でうるおいのあるまちあさか」の部分の

「快適で」はいらないかなと思っているのですが、「都市」という部分を「都市」
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ではなくて「生活」であったり、もうちょっと変えてというのもいいかと思い

ます。「自然と生活が調和したうるおいのあるまちあさか」という形がいいかな

と自分で考えました。⑬「人と自然を未来へつなぐまちあさか」というのもち

ょっと変わっていて、環境という概念をもっと広く考える意味ではこれもあり

なのかなと思いました。文言的にはやはり、サスティナブルとか持続可能とい

う言葉が耳障りのいい言葉ではありますが、子どもたちとかみんなに広く理解

してもらうという所だとなるべきわかりやすい言葉を使った方が良いと思いま

す。以上です。

小野委員

私も①が良いです。

平井委員

私も皆さんと同じなのですけど、まず、１８個も出してくださった事務局の

方に敬意を表したいです。①がいいと思います。水と緑っていうのと、みんな

でつくるという言葉が頭に入っているのがいいので①が良いと思います。

外山委員

私もみんなというキーワードはいいかなと思います。①は単純なワードで分

かりやすいかな。あと⑮もいいです。育てるみたいなところがいいです。「みん

なで育む環境を思いやるまちあさか」。市民の皆さんが作っていくとか、育むと

か前向きな主体的な言葉がついているのが良いかなと思いました。

環境にやさしいとかそういうことってよく言われているけど、市民の皆さん

一人一人が主体的に係わって、守っていくとか育んでいくというメッセージが

あるといいかなと思ったので①、②、③、④、⑥、⑩はみんなでつくるです。

あと⑮が育む、主体的に呼び掛けていく感じがいいなと思いました。

松村会長

だいたい皆さん同じような意見が出ました。最後、私も発言をいたします。

結果的に前回示して頂いた①～⑤を並べて頂くと、皆さんの声を上手く反映し

ていたかなと思います。あくまでこれは会長の意見ではなく、一人の委員の意

見ということです。御発言にありました「サスティナブル」や「持続可能な」

は旬な言葉だけど、なんだかよく分からないです。環境像で書くのは辛いかな

と思います。もう一つはさっき御発言がありましたが、みんなで作っていく、

行動に繋ぐようなものです。だから個人的には守るってよりも作る方が、育む、

育てる方が好きです。そういった感じでいくと、もともと御提案頂いたものに

戻るのかなという気がしました。小島委員はどんな感じでしたか。

小島副会長

①が一番多かったのかなと思いました。

松村会長

副会長と私がなんとなく、取りまとめ的なことを言ってしまいましたが、別

にここで多数決というわけでもないので、何か言い足りないぞという方はいら

っしゃいますか。これから事務局が皆さんの御意見を念頭に具体的な施策に落

としていくのだと思いますので、追加的に御意見があれば頂戴をして次に移り

たいと思います。

よろしいですか。こんなところでいいのかな。次は基本計画の資料４です。

また、時間があれば戻れるので御説明を事務局からお願いします。
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事務局（四方田係長）

資料４を御覧ください。第３次朝霞市環境基本計画ついて御説明させていただきます。

まずは表紙をめくりまして、目次を御覧ください。

環境基本計画が４章まで出来上がりましたので、たたき台として本日、御提示させてい

ただこうと思います。たたき台は約８０ページに及ぶため、重要な点をピックアップして

説明させていただきますのでよろしくお願いします。今回策定している第３次環境基本計

画は、第１章から第７章までの章立てで構成しようと考えています。第１章は計画策定の

背景と現況、第２章は計画の基本的事項、第３章は計画の目標と施策の方向、隣のページ

に移りまして、第４章は施策の展開、第５章は地球温暖化対策実行計画、第６章は朝霞市

地域気候変動適応計画、第７章は計画の推進、そして資料編の構成となっています。それ

では順に御説明させていただきます。

１ページを御覧ください。第１章の「計画策定の背景と現況」でございますが、初めに

計画を策定するうえで、現在の世の中の社会情勢や環境行政などの背景について説明させ

ていただいています。この中で特に説明を加えたい内容である「地球温暖化」「持続可能

な開発目標（ＳＤＧｓ）」「生物多様性」「海洋・マイクロプラスチック問題」「食品ロス」

の大切な環境ワードにつきましては、２ページ以降で個別に説明を加えさせていただきま

した。

次に７ページを御覧ください。こちらの「２.朝霞市の概況」ですが、一部作成中のも

のもございますが、朝霞市の地勢・交通、地形・地質、気象、人口、土地利用などについ

て記載させていただき、朝霞市の概況について説明させていただきました。第５次総合計

画や都市計画マスタープランなど様々な資料より引用させていただき作成しております。

次に１４ページを御覧ください。「３.第２次環境基本計画について」でございますが、

現在取り組んでおります第２次環境基本計画の概要を説明しており、目指すべき環境像、

環境目標、協働の展開（重点的取組）を掲載しました。

また、次のページを御覧いただきますと、第２次環境基本計画における取組と成果や環

境指標の達成状況について評価させていただきました。環境目標ごとに取り組んできた施

策や成果をおおまかにまとめたものが１５ページ、１６ページでは環境目標で設定した１

１の環境指標の進捗状況についての評価を掲載しております。

参考までにその次のページは作成中ではございますが、昭和４２年からの市制施行から

環境に関する法律や条例の策定等、を一覧にして掲載する予定となっております。

次に、１８ページを御覧ください。こちらの「４.市民・事業者の環境意識」でござい

ますが、市民、中学生、事業者対象のアンケート調査結果、環境ワークショップ、環境に

関する市民団体へのヒアリング結果を掲載させていただきました。環境に対する幅広い意

見を取り入れ、市民、市民団体、事業者などが環境分野において何を望んでいるかを把握

し、計画を策定するための基礎資料とすることを目的に、実施した結果内容を掲載させて

いただきました。なお、こちらのアンケートなどのニーズや回収率は資料編に次回まとめ

させていただく予定となっています。

次に、２５ページを御覧ください。こちらの５.第３次環境基本計画策定に向けた課題
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でございますが、これまでの１章の１で示しました「背景と社会動向」などの日本や世界

における環境課題、２で示しました「朝霞市の概況」、３で示しました「２次計画での取

り組みと成果」、４で示しました「市民等意識調査」を踏まえまして、こちらの「５.本計

画策定に向けた課題」として整理させていただきました。健全な環境の確保、自然との共

生、魅力あるまちなみの創造、低炭素・循環型社会の構築、環境パートナーシップの推進

の５つの柱ごとにまとめさせていただきまして、３章で今後推進する計画目標と施策の方

向性を定めるための根拠とさせていただきました。こちらまでは、今までの審議会でも審

議していただいた内容となっております。

次に２６ページを御覧ください。第２章について御説明させていただきます。こちらで

は、第３次計画策定に向けた計画の基本事項を明記させていただいております。１「計画

の目的」は、朝霞市住み良い環境づくり基本条例に基づいて計画を策定することが規定さ

れていること、次の２７ページの「計画の位置づけ」では、環境基本法をはじめ関連法令

に基づき第３次環境基本計画が策定されていること、市の最上位計画である第５次朝霞市

総合計画と整合し、補完する計画であること、などを図として示しております。

なお、「第３次朝霞市環境基本計画」に内包する形で「地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）」とありますが、こちらに関しましては、本来、都道府県、指定都市、中核市以

上の都市については策定が義務化されている計画ではあり、朝霞市は策定については任意

となりますが、今回、第３次環境基本計画の策定に合わせて策定を予定しているところで

す。また、その下に、「朝霞市地域気候変動適応計画」とありますが、こちらにつきまし

ても努力義務が規定されておりますが、第３次環境基本計画策定に伴う各課からの調査に

より、すでに多くの課で気候変動適応策に該当する施策を実施していることから、こちら

につきましても「気候変動適応計画」として明記し、第３次環境基本計画に内包する形と

いたしました。

次に２８ページを御覧ください。「３.計画の推進主体」といたしまして、これまでの挙

げられた環境課題を達成するためには、市だけではなく、市民・市民団体、事業者と、す

べての方々が役割に応じた行動が必要不可欠なことや、２６ページ下段の「パートナーシ

ップ」の充実・強化が重要であることを明記しております。

次に２９ページを御覧ください。「４.計画の概要」でございますが、（１）で計画の対

象範囲を記述させて頂き、新たに「気候変動」の文言を追加いたしました。また、（２）

の計画の期間は令和４年度から令和１３年度までの１０年計画となっております。

以上が１章と２章の説明となります。

事務局（内田主事）

次に第３章計画の目標と施策の方向について説明させていただきます。

第１章で提示させて頂きました課題を解決し、朝霞市の望ましい環境像を達成するため

に４つの環境目標を設定させていただきました。

３１ページをお開きください。朝霞市の望ましい環境像については本日、審議の対象で

あったため空欄になっております。４つの環境目標は自然と人との共生「生き物がすみや

すく、豊かな自然が身近に感じられるまち」、快適な生活環境の確保「安心で快適に、ず
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っと住み続けられるまち」、脱炭素・循環型社会の推進「限りある資源を大切にし、環境

に負担をかけないまち」、パートナーシップによる環境活動の推進「みんなで環境を学び・

考え・取り組むまち」でございます。

３２～３３ページでは現時点での朝霞市の４つの環境目標の内容、及び１０年後の目指

す姿について記載させていただいています。各環境目標の上段については現状や今後の取

組方針について記載させていただいていて、枠線で囲っている「１０年後のめざす姿」よ

り下については各環境目標の朝霞市の１０年後の将来を記載させていただいています。

次に３４～３５ページをお開きください。３４～３５ページでは４つの環境目標を達成

するための個別目標及び実施施策について記載させていただいております。先ほど、補佐

の飯泉から説明があったように「環境目標」と「個別目標」は言葉がわかりにくいとの御

指摘がありました。そのため、環境目標に関しては具体的な説明ワードを追加させていた

だいて親しみを持たせてみました。例えば、自然と人との共生という環境目標に対して「生

き物がすみやすく、豊かな自然が身近に感じられるまち」というものです。また、以前に

御説明させていただきました個別目標も変更しております。例えば「１―１自然環境の保

全と再生」から「１―１生き物がすめる環境を大切にする」です。

前回の審議会でも御説明させていただきましたが、環境目標と個別目標、例えば緑色の

環境目標である「自然と人との共生」や、緑色の個別目標である「１－１生き物がすめる

環境を大切にする」や、「１－２みどりが多く潤いのあるまちをつくる」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きました。具体的な施策であ

る実施施策、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。

環境対策と一言にいいましても、これまでも継続して対策を行っているところであり、

市ででき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、実施施策におきましては、新規で施策を構築するものではなく実際に出

来る施策を柱建てさせていただいています。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、第２次環境基本計画の実施施策を準用するものが多くなってお

ります。

以上の環境目標を達成させるための施策について、第４章で述べてさせていただいてお

ります。

次に第４章 施策の展開についてご説明させていただきます。

４章は施策体系の実施施策について説明させていただいております。３７ページをお開

きください。一つひとつの個別目標について<現状>、<課題>、<実施施策>そして<施策に

関連する環境指標>の順で記載させていただいています。

まず、環境目標内の個別目標に関して朝霞市の<現状>を記載させていただいています。

次に３８ページを御覧ください。課題につきましては、１章でも挙げさせていただいた<

課題>を各個別目標ごとに細分化して記載しています。次に<課題>に対してどのように対
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応していくか<実施施策>として具体的な取組・事業について各課の取組・事業を記載させ

ていただいています。

次に４０ページを御覧ください。<施策に関連する環境指標>でございますが<実施施策>

の進捗状況を<施策に関連する環境指標>の数値をチェックすることにより管理するもの

とします。<施策に関連する環境指標>に関しては現状値である令和２年度時点での数値、

第５次総合計画終了時である令和７年度の数値を中間目標値とし、計画の最終年度である

令和１３年度を目標値として記載させていただいています。

次に第５章の「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」でございますが、現在策定中

となっております。朝霞市として地球温暖化の原因である温室効果ガス排出量をどのよう

に削減していくかの取り組みを記述していこうと考えております。昨年のカーボンニュー

トラル宣言により、２０３０年度までに４６パーセントＣＯ２の排出量を削減する目標を

掲げ、国が具体的な目標数値を今年の夏に決定する予定となっていることから、その数値

の公表を受けて策定する予定です。

次に隣の第６章の「朝霞市地域気候変動適応計画」につきましても現在策定中となって

おります。地球温暖化や気候変動に対処し、現在生じている、また、将来予測される被害

の回避や軽減を図るための適応策について、国のマニュアルを参考にして策定していく予

定です。

次に第７章の「計画の推進」につきましても現在策定中となっております。環境目標を

達成するためにＰＤＣＡサイクルを推進し、また、推進体制などを策定することを検討し

ております。

そして次の資料編では、関連条例、規則や市民意識調査の詳細、用語解説といったもの

を掲載する予定となっております。

５章から７章及び資料編につきましては、次回の審議会で御提案させていただければと

考えております。

次に資料５「３次環境基本計画における環境指標一覧案」を御覧ください。環境指標案

については全部で５０個を御提案させていただければと存じます。資料５に一覧として掲

載しておりますので併せて御確認ください。

以上で、第３次環境基本計画（素案）について、説明を終わります。

松村会長

資料４、５の説明をいただきました。説明はここまでになりますね。盛りだく

さんな中身ではありましたが、要領よく御説明いただきました。御質問があれば

まずは、頂戴したいと思います。

原田委員

ＳＤＧｓに関しては、環境省ホームページ等に取り上げてあるみたいなので

すけど、これとリンクした関係は３２、３３ページで見ることができるのです

けど世界的数値目標ですので出来たらもう少し具体的なものも取り入れて朝霞

の環境とこういうことであるのでＳＤＧｓと一緒に入れてもらえたら分かりや

すいかなと思います。ＳＤＧｓの流れなのでもう少し分かりやすく入れてもら

えたらと思います。
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松村会長

ちょっと知恵を絞っていただけるといいのかなと思います。私も追加させて

いただきます。目次で行くと最初に計画策定と社会動向で１～５まで書いてそれ

ぞれ広げていて、これを朝霞の基本計画なりに消化するといいと思います。改

めて申しあげると、持続可能な開発目標はすごく物理的な環境の範囲を超えて

いる目標だから、その全部をこの基本計画に入れられるわけではない。そこは

あまり深刻に考える必要はないです。どちらかというと今、書かれている後ろ

の施策が膨らませるような格好で上手く社会背景を入れるようにすると良い。

私が思ったのは食品ロスと書いていますよね。それを後ろでどう弱いと受ける

のかなと思ったら、受けていないとは言えないけど。何となくちょっと思いま

した。もう一度、今の御意見、御指摘っていうのを考えていただいて。特に事務

局から御回答を今、いただくというわけではないです。ただ入れる時にそういう

工夫をされた方が良いと思います。事務局から何かありますか。

事務局（四方田係長）

今、御指摘がありました３２、３３ページですが、確かにここの文言はざっ

くりしているので、このＳＤＧｓの方と、どのように結びつくのかちょっとわ

かりづらいと思います。実際のところ、次のページの３４、３５ページを見て

いただきますと、実施施策の方でもう少し詳しい施策が載っているのですが、そ

こと関連してＳＤＧｓのところが、これでもまだちょっと遠いものがあるので

すけど、それを大きく括ったものが前のページになっています。３２，３３ペ

ージでは環境目標と１０年後の目指すべき姿とＳＤＧｓのマークが入っている

のですけども、この中でだけだとざっくりしていて、どういう取組をするのか

分かりづらいかもしれないです。次のページの施策体系を見ていただくともう少

し細かくなっている、そのようなまとめ方になっています。

原田委員

言いたいことはわかりました。３，４ページのＳＤＧｓの在り方という風な

ところで勉強不足なので分からないところもありますが、具体的なイメージす

るものがあればわかりやすいかなと思います。

松下委員

今の話に関連してなのですが１章の１の計画の策定の背景と社会動向のとこ

ろで（２）ＳＤＧｓのところに朝霞市総合基本計画ではと書いてあるのですが、

そもそも（１）から社会的な背景が客観的に書かれているという中で、ここだ

け朝霞市の総合計画のことが書いてあれば他のところも市としてどういう計画

があるようだとか、どういう方向性だよと書いた方が良いのではないかと思い

ます。もしもそういうことを書かないのであれば、ここだけ朝霞市総合計画で

はというところが、ちょっと違和感を覚えました。もしも、この部分を入れる

のであれば、最初のこの文章の所に朝霞市としてどういうことをしているか書

かれた方がいいのではないかと私は違和感を覚えましたので、そこの整合性を

図っていただいた方がよろしいのではないかと思います。１章に関しては以上

です。

松村会長

今、１章に関して話があったと思いますが他にいかがですか。

古川委員
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今、御説明頂いた３８,３９ページについてですが、３８ページの一番下の「開

発行為が行われる際には」と書かれていますが、その次の４０ページで「開発

事業件数に対する雨水流出抑制施設設置割合」について、今でも１００％満足

されているのであればこれ以上なにか条例を変えない限り上乗せ基準ができな

いのなら、改善の余地がないということじゃないですか。今１００％、目標を

達成しているので、これに対して何かやるとすれば何かどういう施策を取るの

かもう少し具体的に書かれた方が良いのではないか。それとも開発にあたらな

い物件にまで、要は浸透施設なり、雨水抑制施設の何かを求める、戸建てのと

ころにも持たせるという方策をどこかの課にお願いするなり、市内で追ってい

くのかという方向性がないと、ただ書いているだけでずっと１００％になって

終わってしまうのではないかなと思います。ここについては何をするのかを具

体的に書いて頂いた方が良いと思います。もう一つ、３９ページの河川の件に

ついても、「河川の管理者に働きかけます。」はどういうことで働きかけるのか

水質改善のために何かを働きかけるのかもっと具体的に、この章で謳わないに

しても、ブレイクダウンして具体的に県に働きかけるのか国に働きかけるのか、

朝霞市の環境としては何をどこにどう働きかけるのかを書かれた方が良いので

はないかなと思います。そうじゃないとただ、念仏のようにただ言っているだ

けになるのでもっと具体的にしてもらいたいなと思いました。以上です。

松村会長

今の話はそれぞれ担当課があるわけだから、まずはそこに伝えて中身、御確

認いただいて、その後どう料理するか。何か言いたいことはありますか。

事務局（飯泉補佐）

今の２点について補足をさせていただきます。開発事業の関係で雨水流出抑

制施設について５００㎡以上のちょっと大きな開発を行う場合、そこの開発を

行った時はちゃんと地下に雨水を浸透させる装置を付けてくださいという指導

をしています。本当に小さな２０～３０坪の戸建てのお家に義務はしていない

です。ちょっと大きな建物、アパート、工場、お家等を立てる場合には必ず地

面に浸透するように装置を付ける、それを下水道課の方で開発を行う時にお願

いしているのですけど、それを今、私の方では１００％を付けてもらっている

ことが続いていることは画期的なことだと思います。それを継続して必ず地面

に水を送り返す、そういうのを今後も１００％目指して推進していきますとい

うことです。もし、それを戸建て住宅、小さなお家まで進めるということであ

れば、補助金を付けて、そういう装置を付けて頂くとか、反発が予測されます

けども、義務化する。ことなどを検討する必要があります。先日も太陽光発電

を全部の家につける、つけないなどと国で議論していたと思いますが、ちょっ

とそこまでは厳密にはやっていないです。今、最低限今後も最低１００％を目

指してやっていきますよという意思表示でございます。

古川委員

いや言っていることはわかります。担当部署があることも理解しています。

ただ、５００㎡を超えた物件を開発行為と呼んでいるので、５００㎡を超えて

いる物件はそれをしないと、許可が下りないから１００％が当たり前なのです。

それを４９０㎡でもかけるとか、そういう風になにか変えていかないとこれっ

ていうのは１００％のままいくと思います。守るという意思表示だけではなく、
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もうちょっと、先に進めるためには担当部署に働きかける、条例を変えていく

のか、それとも戸建てにまで補助金を出して、何か施策として新しい方向にい

かないと、この文言では現状で１００％なのだから、改善の余地がないのでは

ないか。というのが私の意見でして、要望としては他の施策を他の課に働きか

ける何かをお考えになった方が更に進めるためにはいいのではないですか。と

いう意見です。御説明は理解しています。

事務局（飯泉補佐）

それにつきましてはこれから担当課と話させていただきます。

松村会長

だから要するにおっしゃっているように制度的に担保されているのだから、

仮に開発件数が増えても１００％にならないわけないです。制度的に。それ自

身はいいのだけど、計画の目標に書くのにはいかがなものかな。仮にやるので

あればいい対策なのだから少しでも広げる努力が必要なのではないかという意

見を担当課にお伝えてください。ということなので、もうお伝えていただければ。

伝えるだけではなくて、やりとりをして下さい。

他にございますか。

田中委員

ちょっと確認したいのですが、３９ページの中で「河川管理者に働きかけま

す。」という河川管理者と言うのは県だとか、そういう守備範囲で書いていただ

いているのですか。

事務局（飯泉補佐）

朝霞に流れている川、荒川、新河岸川、黒目川、越戸川は全て一級河川に当

てはまっていますので管理や工事は埼玉県の所管になります。この改修や改良

は埼玉県が予算や工事、も含めてやっておりますので、改修するときは、遊歩

道を作っていただく、コンクリートで固めない護岸を作っていただく、特に黒目

川ではかなり、市民の皆さまからの御意見を頂いて憩いの場になっているとい

うところです。

田中委員

それから４ページのＳＤＧｓの中で目標２と目標４の文章が重なってしまっ

ています。目標２の後半の文章で「飢餓をゼロに」が目標４にも掲げられてい

てちょっと変だなって思いました。

松村会長

中身を御確認いただけますか。

事務局（飯泉補佐）

すみません。ありがとうございます。間違っているのでもう一度、確認いた

します。

松村会長

他に何かいかがですか。

松下委員

すみません。度々申し訳ございませんが、１章でなくてもよろしいですか。

それでは６８ページに関してですけど、「３－４資源を大切に、繰り返し使う」

というところですが、ここだけに限らず、３Ｒという言葉がよく、計画内に出

てきていますけども、もう３Ｒではなくて、５Ｒとかそういった形に流れてい
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るなかで、３Ｒということをこの計画で書かれているということは、朝霞市は

まだ３Ｒが徹底できていないので、もっとここからの期間でやっていきたいと

いう意味の現れなのでしょうか。もしも計画として求めていくのであればリフ

ューズとかリペアを含んだ５Ｒを推進していっていただければと思うのですけ

ど、認識というか、まだまだなので、ここからの期間で３Ｒを頑張っていく形

なのか、そこら辺を伺いたいと思います。出来れば５Ｒを目指していった方が

良いのではないかと思うのですがそこに関してはいかがでしょうか。というの

が１点。

あと７９ページの施策に関連する環境指標、４９番なのですが「リサイクル

プラザでの講座参加者数（年）」の中間目標値令和７（２０２５）年度に関して

１５０とございます。私は今、協議会の会長をさせていただいておりますけども、

この１５０という数字はどこから出てきたものなのか聞いていないのですが、

これは前の段階から政策になっていたものなのか、もしくはまだ、訂正が効く

ものであればパートナーシップという意味においては私共の方にも御相談頂い

て数を設定してもいいのではないかと思ったりするのですが、その辺はいかが

でしょうか。協働という意味において私共はその数値に責任をもって目指して

いきたいと思いますので、そこに関してちょっとお聞かせいただければと思いま

す。

松村会長

いかがですか。

事務局（清水市民環境部長）

今の松下委員の３Ｒのお話なのですけど、こちらについては実は総合計画を

去年作った時にも、やはり委員さんの方から今、御指摘のあった様な５Ｒにす

べきというような話が総合計画の会議の中でも出ました。でもその中で担当サ

イドとしては流れ的には５Ｒになっているがまだ、３Ｒが浸透しきっていない

だろうということでまずは足元を固めたいということで３Ｒということで決定

した経緯がございますので、環境の計画についても引き続き、３Ｒで進めたい

と考えております。

松下委員

わかりました。

松村会長

もう一つの開催件数について今、経過がお分かりでしたら御説明いただけれ

ばと思います。

事務局（飯泉補佐）

資源リサイクル課のリサイクルプラザの方で計画しているリサイクルの講座

が講座数を増やしていくという、考えがあるようなので、何を何回ぐらい増や

してどう行っていくのか担当課に確認します。こういう１５０ぐらい講座に参

加してもらう人を増やしていくのですというのを今後確認して御報告させてい

ただきます。

松村会長

確認していただきたいです。やられるところが初耳というのがよろしくない

状態だからよく御相談いただくといいのではないか。

松下委員
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私達だけではなく他の団体さんも使ってらっしゃって、その講座も含めて１

５０という意味であればと思います。どちらにしても教えていただければと思い

ます。それはパートナーシップという意味においては行政だけで進めていく問

題ではないと思います。私だけの協議会のみの数字ではないのかもしれません

けども、いずれにしても事前に教えていただいてもいいのではと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。

松村会長

中身が確認できたら個別に委員にお伝えして、個別に解決できることは解決

していただければと思います。別に１章に限らず全体について他になにか御意

見・御質問あれば。よいのでしょうか。もしよろしければ次にいっていただきま

す。これは毎年作っているものですね。それでは資料６を事務局から御説明を

頂戴していきたいと思います。

事務局（石井課長）

それではこちらの朝霞の環境の方を御覧いただきたいと思います。この朝霞の

環境は朝霞市住み良い環境づくり基本条例に基づきまして、毎年度、作成し公

表しております。今回、お配りしております朝霞の環境は環境推進課が所管し

ている内容でございまして、９月の市議会で議員の皆さまに配付するものでご

ざいます。議会でお配りする前に、審議会の皆さまの御意見を頂戴いたしまし

てより良いものを作成したいと考えております。なお、次回の審議会におきま

して環境推進課以外の事業を加えた内容のものを御審議いただきまして最終版

として公表する予定でございます。

それでは表紙をめくっていただいて目次を御覧ください。目次に記載してい

る項目のうち、網掛けの部分は環境推進課以外の部署が所管しているというこ

とですので、本日は網掛け以外の部分につきまして令和２年度の主な取組を御

説明させていただきます。１ページを御覧いただきたいと思います。このページ

では環境目標が「健全な環境の確保」、その個別目標が「１－１きれいな空気」

ということでございます。そしてこのきれいな空気を目標に（１）大気環境の

保全、自動車の排出ガス対策（２）悪臭の防止（３）放射性物質による環境汚

染への対応という基本施策を実施いたしました。大気環境の保全では①二酸化

窒素調査②大気粉じん調査③公共施設アスベスト調査④ダイオキシン類調査を

実施いたしまして、その結果を次のページになりますけども、２ページに掲載

してございます。令和２年度につきましては全ての数値が基準値に適合してい

る結果が出ております。

続きまして７ページをお開きいただきたいと思います。７ページは「１－２き

れいな水と土」の（１）河川などの水質保全でございます。河川調査、小排水

の調査など①～⑧までございますが、こちらも水質調査の結果を９～１０ペー

ジに記載しております。９ページの①河川調査でございますが、調査結果のと

ころで越戸川が８月調査で東和橋付近に置きまして水素イオン濃度の不合がご

ざいました。不適合の地点につきましては自然由来の基準超過と考えられるこ

とから、簡易方法による水質検査を月一回実施いたしまして観測を継続してい

るところでございます。続きまして④の地下水調査では一地点でテトラクロロ

エチレンが基準値を超過いたしました。基準値を超えた地点につきましては引

き続き定点観測を行うとともに、井戸の所有者の方に飲用しないようお願いを
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しているところでございます。続きまして⑥魚類調査でございますが、市内の

３河川に置きまして魚類１９種、甲殻類５種、は虫類４種が確認されておりま

す。魚類調査につきましては魚類、甲殻類、は虫類共に前年度より１種ずつ増

えている状況でございます。

続きまして１３ページをお願い致します。「１－３明るく住み良いまち」（１）

騒音の防止、振動の防止ということで、このページの下の所は武蔵野線騒音、

振動測定調査を環境推進課の職員が行っておりますので、その測定結果を掲載

させていただいております。その隣りの１４ページなのですけど、②自動車騒音

常時監視では下の表が調査結果になっています。調査地点がＡ、Ｂ、Ｃと地点

がございますけれども、３地点とも、騒音レベルが環境基準値以内でございま

した。こちらが騒音のまとめでございます。

続きまして２６ページをお願い致します。「３－２まちなみの美しさとゆと

り」（２）環境美化の推進（ポイ捨て・ペットマナーの向上）でございますが、

毎年実施しております路上喫煙・ポイ捨て防止関係が新型コロナウイルス感染

拡大防止のために中止となりました。中段の表にございます、環境美化パトロ

ールにつきましては環境美化推進員１０名の方に毎月清掃活動や市内の散乱ご

みの報告、イエローチョーク作戦等の活動を行っていただいております。こち

らを記載させていただきました。

続きまして２７ページ②路上喫煙の防止につきましては表を御覧いただきた

いと存じますが、路上喫煙の監視員によるパトロールの実績といたしまして朝

霞駅、朝霞台・北朝霞駅で指導した件数を掲載しております。令和２年度にお

きましては年間９５日、週２回、平日の午前６時から午前１０時までパトロー

ル実施しております。

続きまして２８ページ③ペットマナーの向上でございますが動物愛護週間に

合わせまして中央公民館・コミュニティセンターで動物愛護団体の御協力によ

りましてパネル展を開催いたしました。なお、例年実施しております講演会、

ペットの相談会等につきましては新型コロナ対策のために中止となったものに

なります。

続きまして３１ページ（４）不法投棄の防止でございます。主な不法投棄物

の処分件数を掲載しております。不法投棄の防止につきましては啓発看板の設

置や広報等による啓発活動を行うとともに、業者委託によります監視パトロー

ルを年間２４回実施いたしまして、夜間から早朝にかけて実施をしているとこ

ろでございます。

続きまして３５ページ地球温暖化対策の推進（３）太陽光発電等再生可能エ

ネルギー利用の推進でございますが本市では住宅用太陽光発電設備、家庭用燃

料電池、定置用リチウムイオン蓄電池の設置費の一部を補助しておりまして、

その実績が表となってございます。

続きまして３６ページ（４）地球温暖化対策実行計画の推進①「第３次朝霞

市地球温暖化対策実行計画」への対応でございます。計画では平成２５年度を

基準といたしまして、平成２７年度から令和３年度までの７年間で、温室効果

ガス総排出量を７％削減することを目標としております。次のページの上段に

掲載しております実績表を御覧いただきたいと存じます。こちらの実績表の令和

２年度は年間の排出量は１６，６７５，６５８ｋｇ－CO2でございまして、基準
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年度比―１．６８％でございます。令和２年度の目標値は基準年度の総排出量

の６％マイナスということでございますので目標は達成できなかったという状

況でございます。

続きまして４１ページ、「５環境パートナーシップの推進」、「５－１環境教

育・環境学習の推進」（２）啓発活動の推進、環境情報等の充実と発信というこ

とで、例年ですと市内の小学校３年生と６年生を対象といたしまして、環境に

関するテーマでポスターを募集しているところでございますけども令和２年度

は新型コロナ対策のために小学生の夏休み等にしわ寄せが寄ってきてしまった

ために、ポスターの募集は中止とさせていただきました。

続きまして４２ページ、③環境美化活動功労者につきまして、令和２年度は

多年にわたり地域の環境美化・清掃美化に御尽力いただきました９名の方に感謝

状を贈呈させていただきました。贈呈させていただきました皆さんの写真を掲載

させていただいております。

続きまして４３ページ、④きれいなまちづくり運動でございます。きれいな

まちづくり運動におきましては各町内会、自治会の皆様の御協力を得まして市

内全域で、毎年春と秋に実施しておりますが、昨年度につきましては春の運動

が新型コロナ対策により中止となりましたので秋の運動で回収されましたごみ

の状況を掲載しております。

最後になりますけども４４ページ、「５－２環境パートナーシップによる取組

の展開」ということであさか環境市民会議さんの活動を紹介させていただいてお

ります。

駆け足で申し訳ございませんが、以上が朝霞の環境についての説明となりま

す。よろしく御審議をお願い致します。

松村会長

これは最終的には他の部局のものも含めて、１０月に御紹介、御説明いただく

機会があるということですね。資料について御質問あるいはこういうことがあ

ればいいなと御要望があれば併せてお伺いしたいと思います。いかがでしょう

か。

田中委員

修正をお願いしたいのですが、最後の５１ページの６号委員の私の名前のと

ころの役職が違います。

事務局（四方田係長）

失礼いたしました。

平井委員

同じく名簿のところで第６号委員の埼玉県西部環境管理事務所で碓井委員の

名前が載っていますが前任者でございます。

事務局（四方田係長）

すみません。こちらは令和２年度の名簿になります。

平井委員

では結構です。

松村会長

よろしいですか。後で気が付いたらお寄せいただく、目安としては一週間です。

今日は水曜日です。議会があるから、それにも間に合わせる必要があると思い
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ます。

事務局（四方田係長）

８月４日の水曜日までに何か御意見がございましたらお願い致します。

松村会長

この後、お気づきの点があれば、今日終わった後でも来週水曜まででも事務

局の方にお伝えいただくということでお願いします。以上で今日、御用意いただ

いた中身は終わったのかな。次は事務局お願いします。

事務局（四方田係長）

次回の審議会ですが例年より少し早まりまして１０月２６日（火）の１４時

を予定しております。場所が変わりまして中央公民館・コミュニティセンター

の集会室を予定しているのですが、また改めまして通知の方をいたします。よ

ろしくお願いいたします。

松村会長

事務局としては次回、その予定でいくということです。出来ましたら調整していただい

て御出席をお願い致します。その時は、環境基本計画がバージョンアップしたものでいい

のですか。

事務局（飯泉補佐）

はい。今、１～４章まで出来上がったのでお示しさせていただきましたが、次回は５～

７章と資料編を含めた全てを御提案させていただければと思います。

松村会長

それで資料６の他の部局の分も含めたものもやるのでしたか。

事務局（四方田係長）

次の会議で他の課の実績を含めたものを皆さんに見ていただいて御意見いただいたも

のを１２月に完成版を配布する予定になります。

松村会長

次回は資料４のバージョンアップしたものと資料６のバージョンアップを一緒に提示

していただくのですね。例によって強引な議事運営で①～⑱どれがいいですかと御意見を

出していただきましたが環境基本計画も含めて御意見がありましたら、来週水曜日が締切

りで今日、帰り際に言っていただくか改めてお伝えいただければと思います。よろしいで

しょうか。それでは以上で審議会を終わりたいと思います。事務局にお返ししてよろしい

でしょうか。

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５回朝霞市環境審議会を閉会

とさせていただきます。本日は、ありがとうございました。

◎閉会
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議事録署名人


