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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６回朝霞市環境審議会

開 催 日 時
令和３年１０月２６日（火）

午後２時００分から午後４時００分まで

開 催 場 所 中央公民館・コミュニティセンター１階第１、２集会室

出 席 者

委員（１４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、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、水久保委員（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次朝霞市環境基本計画（素案）について

（２）朝霞の環境（案）（令和２年度年次報告書）について

（３）第２次朝霞市環境基本計画実施計画（令和２年度実績版）

（令和元年度～令和３年度）について

（４）その他

会 議 資 料

・会議次第

・資料 第３次朝霞市環境基本計画（素案）

・資料１－２ 第３次朝霞市環境基本計画策定 スケジュール

（予定）

・資料２ 朝霞の環境（案）（令和２年度年次報告書）

・資料３ 第２次朝霞市環境基本計画実施計画（令和２年

度実績版）（令和元年度～令和３年度）

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、定刻となりましたので、令和３年度第６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人中、１４人でございますので、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御報告させていただ

きます。

なお、６号委員であります朝霞保健所の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）

それではこれより議題に入らせていただきますが、審議会の議事録の作成

のため、会議の内容を録音させていただきますので、御了承ください。また、

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。それでは会長よろしくお願いします。

松村会長

皆様こんにちは。これまで、各委員の方、熱心に御議論いただきまして、

環境基本計画について後ほど説明があると思いますけど、素案という形でお

手元に届いていると思います。ほかの重要な資料もございます。今日は限ら

れた時間だとは思いますが、充分、御審議をいただいて、基本計画について

は次のステップに行ければという思いであります。何分よろしくお願いいた

します。

幾つか事務連絡といいますか、御報告があります。この審議会でございま

すが、市のルールで会議の公開に関する指針ということで、原則公開という

ことでございます。現在はまだいらっしゃらないようですが、この傍聴を希

望される方がいらっしゃいましたらその都度御案内したいと思いますので御

了承ください。今日の会議の議事録署名人でございますが、この審議会では

各委員に順番制でお願いしております。今回は誠にお忙しい中恐縮でござい

ますが、原田委員と外山委員に議事録署名ということでお願いしたいと思い
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ます。よろしくお願いいたします。

いっぱい資料がありますが、まずは前回まで議論を重ねましたこの環境基

本計画のところをやらしていただきます。それでは、議題の１について事務

局の方から御説明をお願いたします。

事務局（四方田係長）

はい、ではこちら資料１を御覧ください。「第３次朝霞市環境基本計画（素

案）」について御説明させていただきます。前回の第５回環境審議会でも１章

から４章までは一度説明した経緯もあるため、内容が重複する部分がござい

ますので、要点の説明と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。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

朝霞市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）、第６章は朝霞市気候変動適応

計画、めくってページが変わりまして第７章は計画の推進、そして資料編の

構成となっています。

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上で、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、朝霞市の地勢・

交通、ページをめくりまして地形・地質、次のページで気象、次のページが

人口、お隣りが土地利用と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。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、こちらは現在取り組んでいる第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１５、１６ページでは、第２次

環境基本計画における取り組みと成果、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。次に、１９ページを御覧ください。こちらの「４.市民、

事業者等の環境意識」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のかを把握し、

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。
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次に２７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２８ページを御

覧ください。「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。お隣りの２９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、全ての方々が役割に応じた行動が必要不

可欠なことなどを明記しております。ページめくりまして３０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

させていただき、（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。

次に３３ページを御覧ください。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。朝霞市の望ましい環境像については、何度も環境

審議会で検討していただきまして、ありがとうございました。皆様の御意見

の集約といたしまして中央にございます「みんなでつくる 水とみどりが豊

かな 環境にやさしい街 朝霞」に決定したいと思います。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」の四つに決定いたしました。次のページ、３４ページの環境目標

を御覧ください。３４ページ～３７ページでは、朝霞市の四つの環境目標の

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り組み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３

８、３９ページをお開きください。こちらでは四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まとめさせていただき、記載させていた

だきました。

次に４１ページを御覧ください。こちらから第４章施策の展開について御

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具体的に説明

させていただいております。一つ一つの個別目標ごとに、＜現状＞、次のペ

ージで＜課題＞、その次に＜実施施策＞、＜施策に関連する環境指標＞、＜

市民・市民団体、事業者の環境配慮行動＞の順で記載させていただいていま
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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４２ページを御覧ください。ここでは、個別目標ごと

の＜課題＞を抽出しまして、その課題に対してどのように対応していくか＜

実施施策＞を設定いたしました。具体的な取り組み・事業について説明した

ものとなっております。４４ページを御覧ください。こちらの＜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て、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、その下にございます環境配慮行動を御覧ください。様々な環境問題に

対応するためには、市民や事業者が法律等の規則に従うだけではなく、自主

的かつ積極的に環境に配慮した取り組みを行うことが必要不可欠となります

ので、こちらの環境配慮行動には、文字通り市民・市民団体、事業者が環境

に配慮するための具体的な行動内容や役割を明示いたしました。

このように９１ページまで各種実施施策の説明を繰り返しまして、四つの

環境目標と１２の個別目標を説明させていただきました。以上が１章から４

章までの説明となります。

事務局（真中専門員）

続きまして、第５章、９３ページになります朝霞市地球温暖化対策実施計

画（区域施策編）でございますが、国において、今年４月に「２０５０年カ

ーボンニュートラル」が宣言されたことにより、中期目標として、２０３０

年度の令和１２年度までに温室効果ガス排出量を４６パーセント削減するこ

とを目指すという決意表明がされたところでございます。本市においても、

地球温暖化対策の推進に関する法律により、市の事務事業から排出する温室

効果ガスを削減するための計画につきましては、計画を策定することが義務

となっておりますことから、既に第３次計画を策定しております。しかしな

がら、地球温暖化対策により温室効果ガス排出量を削減するために、市全体

として取り組むことが重要でございます。このことから、目次等により以前

から、市全体としての「朝霞市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を「環

境基本計画」に内包する形で策定することとしておりますが、作成中という

こととしておりました。ここで、その計画の素案を作成したことから、今回

提出させていただいたところでございます。

それでは、第５章「朝霞市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」につき

まして御説明させていただきます。１の計画策定の背景でございますが、（１）

地球温暖化のメカニズムといたしまして、大気中の二酸化炭素などの温室効

果ガスの排出により、地球の気温が上昇する仕組みを掲載させていただいて
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おります。続きまして９４ページ並びに９５ページを御覧ください。（２）地

球温暖化の現状といたしましては、今、世界や日本、朝霞市の年平均気温等

につきまして、年々上昇している状況を掲載しており、今後も上昇する見込

みとなっている状況でございます。なお、朝霞市の状況につきましては、本

市に気象庁の観測所がないことから、所沢市の観測所のものを掲載させてい

ただいているところでございます。続きまして９６ページ並びに９７ページ

を御覧ください。（３）地球温暖化による影響の将来予測といたしまして、気

候変動に関する政府間パネルが公表しております第５次評価報告書におきま

して、温暖化対策を実施した場合としない場合などのＲＣＰシナリオとして

示されているものを掲載させていただいております。次に９７ページの朝霞

市の気候の変化の予測でございますが、年の平均気温といたしまして先ほど

９６ページのＲＣＰシナリオという表がありますが、そのシナリオの２.６と

８.５の場合といたしまして、本市の温度や気温の関係を示しており、また、

熱中症搬送者数の将来予測につきましても掲載してございます。続きまして、

９８ページを御覧ください。本市では、市庁舎をはじめとする公共施設等に

おける市の事務事業から排出される温室効果ガスの削減に取り組むための計

画といたしましては、策定しているとことでございますが、（４）計画策定の

背景につきまして、国では先ほど御説明いたしました４６パーセントの温室

効果ガス排出量を２０３０年度までに削減することを表明しております。本

市においても、市全体の温室効果ガスの排出量削減の実現に向けまして、「朝

霞市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定するものでございます。

続きまして、９９ページを御覧ください。２．基本的事項といたしまして、

（１）計画の目的につきましては、国の「地球温暖化対策実行計画」に即し

て、市では努力義務となっておりますが、地球温暖化対策に市全体で取り組

んでいくことを明記させていただいております。次に、計画の位置付けにつ

きましては、「地球温暖化対策の推進に関する法律」並びに、新たに策定する

ために今回ご審議をいただいております「第３次朝霞市環境基本計画」に内

包する個別計画として位置付けております。

続きまして１００ページを御覧ください。（３）計画の期間でございますが、

御審議をいただいております「第３次朝霞市環境基本計画」につきましては、

２０３１年度、令和１３年度までの１０年間の計画となっておりますが、国

において、中期目標の年度が２０３０年度、令和１２年度までに４６パーセ

ント削減としていることから、国に合わせる形で、２０３０年度、令和１２

年度までの９年間の計画期間としております。

次に（４）の対象とする温室効果ガスにつきましては、法律に基づきまし

て７種類といたしております。

続きまして１０１ページを御覧ください。３．温室効果ガス排出量の推移
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と将来推計の（１）温室効果ガス排出量の推移につきましては、埼玉県が県

内市区町村の各区域の温室効果ガス排出量を算定しております。本市につき

ましては、平成２５年度と平成２９年度を比較いたしますと、削減量は、

７７．９千トンＣＯ２削減、削減率は１１．８パーセントの削減となってご

ざいます。続きまして１０３ページから１０６ページになります。まず

１０３ページの（２）部門別の温室効果ガス排出量の推移といたしましては、

平成２５年度を基準年度としております。これは、国における基準年度につ

きましては、平成２５年度としていることから、これに合わせた基準年度と

しております。１０３ページの①産業部門、続きまして、１０４ページの②

業務その他部門③家庭部門、１０５ページの④運輸部門、次のページ、

１０６ページの⑤廃棄物部門⑥農業分野、こちらについては、全体的に本市

では排出量が減少傾向になっております。次に１０７ページ並びに１０８ペ

ージを御覧ください。（３）温室効果ガス排出量の将来推計につきましては、

国の現状維持ケースは、今の対策をそのまま引き続き行った場合の推計の手

法により、本市の部門別等の温室効果ガス排出量に活動量の変化率を乗じる

などによる算定方法となっております。次の１０８ページを御覧ください。

目標年度であります令和１２年度、２０３０年度におきましては、排出量は

全体で５９９．５千トンＣＯ２、削減量は６０.２で、削減率は９．１パーセ

ント削減として推計させていただいております。次に１０９ページを御覧く

ださい。（４）削減見込の推計になりますが、（国が進める対策による削減す

る見込量として、示している内容により本市の見込量としております。）令和

１２年度、２０３０年度では、合計で削減見込量が７１．１千トンＣＯ２と

して推計してございます。続きまして、１１０ページを御覧ください。②電

気のＣＯ２排出係数の低減による削減見込量につきましては、１４７．５千

トンＣＯ２と見込み、さらに、燃料から電気へ転換、主には業務その他部門

や、家庭部門につきましては、約１０パーセントから１５パーセント促進し

た場合に見込まれる削減量を算定いたしまして、１６８．４千トンＣＯ２の

削減を見込んだところでございます。続きまして、１１１ページを御覧くだ

さい。③再生可能エネルギー発電設備の導入による削減見込量につきまして

は、国が公表している自治体排出量カルテにより平成２６年度から令和元年

度までを考慮し、令和１２年度、２０３０年度の排出量を推計いたしました。

このことから、削減見込量といたしまして３．９千トンＣＯ２と見込んでお

ります。

次に１１２ページを御覧ください。今まで削減見込量を御説明してまいり

ましたが、最終的に温室効果ガス排出量の削減目標と取組の中の（１）温室

効果ガス排出量の削減目標ということで、平成２５年度の排出量を基準年度

といたしまして各削減見込量を算定いたしまして、令和１２年度、２０３０



- 8 -

年度の排出量の推計につきましては、３５６．２千トンＣＯ２としておりま

す。令和２年度の削減見込量といたしましては、マイナス３０３.６千トンＣ

Ｏ２、削減率４６パーセントとしております。このことから、市域からの温

室効果ガス排出量を令和１２年度、２０３０年度までに、平成２５年度比と

いたしまして、４６パーセント削減することを目標としたところでございま

す。続きまして、１１３ページから１１５ページまでにつきましては、今ま

で御議論いただいております環境基本計画の第４章に掲げている施策等とし

ているところでございます。以上で第５章の説明を終わります。

事務局（飯泉補佐）

大変長くなっておりますが、もう少しで終わりますので、御容赦いただき

たいと思います。次に、１１６ページを御覧ください。第６章 朝霞市気候

変動適応計画について御説明させていただきます。初めに、第６章で気候変

動適応計画を何で作るのかという理由をお話しさせていただきます。日本の

平均気温は、１８９８年の統計開始以来、

１００年で約１．３℃上昇したと言われています。特に１９９０年代以降に

なると、高温になる年が頻発するようになっており、今後、温暖化対策を実

施しなかった場合、２１００年頃には日本の気温が４℃～５℃上昇すると予

測されております。日本で、気温が昔より１．３℃高くなったわけでござい

ますが、皆様も御存じのとおり、ゲリラ豪雨や超大型台風の増加、農作物の

品質の低下、動物・植物の分布域の変化、熱中症リスクの増加など気候変動

の影響が全国各地で見られるようになっています。そこで国は、平成３０年

６月に気候変動適応法という法律を制定しまして、国、地方公共団体、国民

皆で協力し合い、気候変動への適応対策を推進する法律を定めました。気候

の変化とそれが及ぼす影響を知り、悪い影響をできるだけ抑え込むために、

計画的に変化に備えていこうというのが、この法律の趣旨になっております。

気候変動適応法では、都道府県や市町村は地域気候変動適応計画の策定を努

力義務としておりますが、現在生じている、また、将来予測される被害の防

止や軽減を図るためには、気候変動への適応に取り組むことが大切であるこ

とから、埼玉県や近隣の市町村の中には、地域での気候変動の適応を強化す

るために、気候変動適応計画を策定する市町村が出てきました。令和元年度

に埼玉県、草加市が策定し、令和２年度にさいたま市、熊谷市、越谷市、戸

田市、三郷市が計画を策定いたしました。朝霞市では、現在、施策を進めて

いる「第２次朝霞市環境基本計画」が令和３年度末に目標年次を迎えること

から、「第３次環境基本計画」を策定しているところでありまして、基本計画

の改定に合せて気候変動適応計画、第６章を内包させていただきました。そ

こで１１６ページでは、この気候変動適応計画を策定する背景をまず書かせ

ていただきました。次に１１７ページでは計画策定の目的、計画の位置付け、
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計画の期間を設定させていただいております。続きまして、１１８ページを

御覧ください。こちらは朝霞市における気候変動による影響を評価したペー

ジとなります。国は、科学的知見に基づいて「農業・林業・水産業」「水環境・

水資源」「自然生態系」「自然災害・沿岸域」「健康」「産業・経済活動」「国民

生活・都市生活」の七つの分野を対象として、「重大性」「緊急性」「確信度」

の三つの観点から気候変動が与える影響について評価することとしました。

国が気候変動による影響を評価した結果を踏まえ、朝霞市におきましても気

候変動による影響が既に生じている、又は本市の特性を踏まえて重要と考え

られる分野・項目について、表のとおり影響を評価いたしました。国や埼玉

県のデータを参考にして「農業・林業・水産業分野」「水環境・水資源分野」

「自然生態系分野」「自然災害・沿岸域分野」「健康分野」「市民生活・都市生

活分野」において朝霞市が受けるだろう影響を評価しております。次に

１２０ページを御覧ください。このページでは、本市において既に起きてい

る、または今後予測される気候変動による影響を回避・軽減するための具体

的な取り組みを記述しています。「農業分野」では２施策、「水環境・水資源

分野」で２施策、「自然生態系分野」で１施策、「自然災害分野」で９施策、「健

康分野」で４施策、「市民生活・都市生活分野」で５施策の目標を設定いたし

ました。なお、取り組みは、「第３次朝霞市環境基本計画第３章施策の展開」

における「脱炭素・循環型社会の推進」「気候の変化に備える」の施策と同じ

ものとなっています。

次に、１２２ページを御覧ください。基本計画を推進していくために、朝

霞市、市民・市民団体、事業者がお互いの役割を理解し、全ての人による取

り組みにより推進をいたします。計画の推進体制のイメージは、図のとおり

となっております。環境指標の達成状況や計画の進捗状況の把握・評価など

は、市の環境施策における諮問機関である朝霞市環境審議会で審議いたしま

す。市民・市民団体、事業者とは、環境情報の共有、環境保全意識の高揚、

環境保全活動への支援などを行い、連携・協力を図ります。国・県・近隣自

治体とは、情報の共有や広域的な環境課題などへの対応を図り、連携を図っ

てまいります。続きまして１２３ページを御覧ください。計画の進行管理に

つきましては、計画の実効性を確保するため、計画の策定から具体的な行動

の実施・運用・点検・評価・改善までの流れを、Ｐｌａｎ（計画）→ Ｄｏ（実

施）→ Ｃｈｅｃｋ（点検）→Ａｃｔｉｏｎ（見直し行動）のＰＤＣＡサイク

ルを繰り返すことで、継続的に改善を図りながら進行管理をしていきたいと

考えております。

次に、１２４ページを御覧ください。素案最後となりますが、資料編につ

いて御説明させていただきます。目次で簡単に御説明いたします。資料編の

初めに、１２５ページから環境基本計画策定に関連する条例や規則などを掲
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載させていただきました。次に、１３１ページからは、第３次朝霞市環境基

本計画策定の経過について掲載させていただきました。次に、１３６ページ

からは、市民参画による計画づくりについて記載させていただきました。次

に、１３８ページからは、環境基準等一覧について掲載いたします。最後に、

１４４ページからは、用語の解説を掲載させていただいております。以上が

第３次朝霞市環境基本計画の素案の説明となります。

最後に資料１－２というＡ３のめくれる紙を出していただいてもよろしい

でしょうか。環境基本計画の策定のこれまでの経緯と今後のスケジュールに

ついて簡単に御説明させていただきます。現行の「第２次環境基本計画」が、

令和３年度末に計画の目標年次を迎えるとともに、新たな環境問題がたくさ

ん噴出しておりまして、それらの環境対策を総合的・計画的に対応を図って

いくために、現在第３次朝霞市環境基本計画を策定しているところではござ

いますが、これまでの経緯と今後のスケジュールはこちらの予定表のとおり

となっております。令和２年度におきましては、庁内検討委員会と環境審議

会を各３回実施させていただきました。また、市民アンケート、ワークショ

ップ、団体ヒアリングなどを実施するとともに、環境施策に対するこれまで

の取り組みや環境課題、環境の変化と現状などについて、昨年度は議論を重

ねてきたところでございます。次に、令和３年度におきましては、これまで

に庁内検討委員会を３回、環境審議会を３回開催させていただき、計画書の

精度の向上を図っているところでございます。今後の目標といたしましては、

１１月～１２月にかけてパブリックコメントや市民説明会を実施し、令和４

年１月に環境基本計画（案）を完成させ、その後、１月下旬に第７回環境審

議会を開催したいと考えております。環境審議会第 7 回が終わりましたら、

その後市内部で政策調整会議や庁議を諮りまして、第３次の環境基本計画の

策定が完了という流れで考えております。

以上が、第３次朝霞市環境基本計画の策定スケジュールの説明となります。

長い時間すみませんでした。以上で資料の説明を終わります。

松村会長

はい。ありがとうございました。今、基本計画の素案と、今後のスケジュ

ールについて、資料の１と２の説明を頂戴しました。これはどこから御意見

を頂戴してもよろしいですか。その方が皆さん意見を出しやすいと思います。

御質問とかございましたら、お願いをいたします。

小島副会長

ちょっと感想みたいな感じになってしまうのですけども、とても全体的に

見て見やすくでき上がったかなと感じました。コラムもとても多く、環境目

標に沿って溶け込んでいただいているので、一つのコラムを追いかけるだけ

でも、すごく親子で環境を考える入口の一つになるではないかなと感じまし
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た。最後の用語解説なんかも出ているので、分からなくてもここを読めばよ

いのかなと思います。用語解説なのですけども、例えばあ行の「ＲＣＰ」と

いうところは、多分９６ページのところに出てくると思うのですけども、こ

の時に本文の方に米印とかを振っていただけると、裏の用語解説を見れば分

かるなと感じてもらえるので、そこら辺を付け足していただけると、大変か

もしれないのですけど、より分かりやすい計画になっていくのかなと思いま

した。

あと、アンケートのところがあったと思うのですけど、市民の中学生のア

ンケートを取ったところに、できれば年月日を入れていただけると良いと思

います。多分昨年ですかね、アンケートを取っていただいたと思います。

１９ページです。１８ページのところにずっと見ていくと、２０２０年にア

ンケート調査って書いてあるので分かるのですけど、ここにできれば書いて

おいていただけると、多分、１０年も使われるということなので、分かりや

すくて良いかなと思いました。

松村会長

１９ページの最初の２行のところにも上手く入れていただけると良いと思

います。御検討いただければと思います。ほかに御質問なり、御意見なりあ

りますか。

古川委員

よろしいですか。これは今後１０年間の基本計画なので、これに対する修

正の意見ではありません。あくまで今後、単年度に市役所内で検討していた

だく為に参考意見として言わせていただくのが、４項目あります。

まず、４４ページの施策に関する環境姿勢、開発フェンスに関する水の流

出抑制施設についてです。これは前回の会合でも申し上げたのですが、朝霞

市役所の条例では５００平方メートル以上の開発に関してだけ規制がかかっ

ているので、規制をクリアしなければ開発が進まないから、１００パーセン

トやって当たり前なのですよね。なおかつ、東京とか埼玉県南部の中では比

較的緩い条例なのです。雨水抑制の条例が。今後もうちょっと厳しくすると

か、もっと狭い、１００平方メートル、２００平方メートルの戸建等のミニ

開発についても雨水抑制の何らかの補助金を検討するなり、規制をかけるな

りしていかないと、これは１００パーセントだから安心していいのだよね。

では、ちょっと困るというか。市民としてはもっと雨水抑制をかけた方が、

朝霞市の特性としては川のある大きな道路があるのが特徴なので、雨水抑制

をちょっと見直してほしいなという意見です。ですから基本方針に入れなく

て結構なので、今後単年度の時に市役所内で下水道課なり、関係部署と協議

をお願いしたいという要望です。

２番目が９３ページの中段あたりにＣＯ２濃度４１０ｐｐｍって書いてあ
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ると思うのですけど、今日保健所の方見えてないと思うので、今、コロナで

お店再開してＣＯ２濃度１０００ｐｐｍになるように換気しなさいって言う

根拠は、外気が４００ｐｐｍが根拠なのですけど、少なくとも川越街道近辺

の外気で４００ｐｐｍはありえないと思いますし、この辺というのは朝霞市

としては大きな幹線道路をもっているので、この辺では今後は注視して計測

していってほしいという要望があります。単年度の、いろんな計測されてま

すよね、騒音だったり、それの一部として取り込んで欲しいというだけです。

３点目は１１４ページ上から４番目のシェアサイクルというのは、ダイチ

ャリのことを指していると思うのですけど、これは多分かなりの効果を当て

ているのだと思うのですけど、都内の他の会社がやられているものでは、結

構なデータが公表されていまして、朝霞市のダイチャリに関してもかなりの

データを収集しているのではないかと思うので、これは今後データを蓄積し

て環境の報告に載せていただければなと思います。これも、基本方針には特

に書かないで、単年度のどの程度まとまるかによりますので、今後に関する

要望です。

最後に先ほど、アンケートの話が出ましたけど、中学生が１００パーセン

トに近いのですが、確か一般の方および事業者の方はかなりパーセンテージ

が低いのですよ。重みづけというのが、今後、次年度以降はちょっと並列し

て、中学生はこうだったよ、一般市民はこうだったよ、と書くとちょっと分

かりにくいので、重みづけをして比較できるようにアンケート結果を集計し

てもらえないかなと思います。これも要望です。具体的な策が今あるわけで

はないので、アンケート結果を最初見たときにすごく痛感した事項なので、

今日もアンケート結果が出ていたので念のため申し上げました。以上です。

あくまで要望なので今、回答をいただく必要はないです。

松村会長

よろしいですか、事務局の方。仮にこの素案が通ってパブリックコメント

が入って、素案が通って計画になって、そのフォローアップというかね、そ

ういう中で個別に、担当課にこういう要望があったということを伝えていた

だいて、庁内で御議論を深めていただいて、計画できた後のフォローアップ

の中で適宜、御報告をいただくという形になるかと思います。よろしくお願

いいたします。ほかにいかがでしょうか。

水久保委員

今、四つ挙げていただいた方に反論するわけではないのですけど、４４ペ

ージのところで、雨水の浸透のことでお話があったと思うのですが、５００

平方メートル以上で浸透トレンチということで、私の言っていることが的外

れなら言っていただいて結構なのですが、この地域で例えば一棟当たり

１００平方メートルの戸建てが１０棟集まった宅地造成工事なんかをするの
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ですけど、その時には各戸に浸透トレンチ、雨水排水の施設を設けてはいる

のです。みなさん朝霞市内の仕事でね。それでいうと１００平方メートルに

１か所という形でやってはおります。ごめんなさい、的外れだったら。

古川委員

おっしゃっていることは合っていると思います。ただ、４５０平方メート

ルの開発面積だと規制外なのですね。この朝霞市はミニ開発がすごく多いか

ら、１００平方メートル×４戸、まあ４００平方メートル前後のミニ開発が

極端に多いと思うので、そこにも網をかけるべきではないかな。市民の立場

からだと、余計な条例が出来て、建設やる側からは余計なお金がかかるかも

しれないけど、世の中の進み方としては今そういう方向ではあると思います。

川にできるだけ出さない。

松村会長

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。私も褒めてもいけないの

ですが、すごく見やすくなりましたよね。大分、望ましい環境像を決めると

きも事務局からすると対応が大変だったと思いますが、随分御議論いただい

て、できるだけ見映えだけじゃなく、中身も分かりやすい、平易な環境像だ

ったり、表現をできるだけ分かりやすいものにしたい。という、そういう風

にすると良いという御意見があったのだけど、それなんか反映していただい

ているのではないかと思うのです。後でまた気が付けば委員から御指摘をい

ただくとして、総じて議案を事前に頂いて、温暖化のところが実はどうだっ

たかなと思っていたが、今日丁寧に御説明いただいて、確かに以前から、後

の中身が埋まって４章までに書かれていたことが、あるいは適応対策が、後

３章に書かれているものがうまく束ねて計画として書いていただいて、よく

分かりました。

それでは終わりにいたしましょうか。また後ほど、御意見を頂戴すること

で構いませんので、次の議題に一旦、進ませていただいてよろしゅうござい

ますか。じゃあ次の議題、年次報告書ですね。じゃあまた事務局の方に御説

明をお願いします。

事務局（石井課長）

それでは、こちらの資料、朝霞の環境の方を御覧いただきたいと思います。

朝霞の環境について、御説明させていただきます。朝霞の環境につきまして

は、前回、７月２８日の審議会におきまして、環境推進課所管分の内容を御

審議いただきました。今回御審議いただく「朝霞の環境」につきましては、

環境推進課以外の各課が実施した事業これを追加いたしまして、年次報告書

としてとりまとめたものでございます。本日は、環境推進課の事業以外の部

分を中心に御説明をさせていただきます。

初めに、２２ページを御覧いただきたいと思います。２２ページは、１－
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４安全なまち（２）自然災害の軽減ということで、中段の③の地震対策の徹

底でございます。建築物の耐震化対策といたしまして、市では耐震診断及び

耐震改修の補助を行っておりますが、令和２年度は、耐震診断、耐震改修と

も御利用はありませんでした。またですね、地震発生時のブロック塀転倒防

止対策といたしまして、所有者等に対し撤去費用の補助を行っておりまして、

令和２年度は、４３件の補助を実施したところでございます。なお、公共施

設の耐震化につきましては、令和２年度は、耐震改修といたしまして総合体

育館の天井の改修を実施しております。続きまして、２６ページをお願いい

たします。２６ページからは、緑の豊かさと水とのふれあいについてでござ

います。中段の表を御覧いただきたいと思いますが、樹木や樹林の保全でご

ざいます。保護地区数と保護樹木数につきましては前年度と変化はございま

せんでしたが、保護地区の面積が、前年度より減ってございます。その理由

といたしましては、保護地区の一部が、市所有の地区となったことから保護

地区から抜けたのですが、それで減になっているのですけども、緑地が減っ

たということではございません。市の所有に移ったというところでございま

す。続きまして、２７ページの③緑地の公有地化でございます。緑地の公有

地化については、前年度に比べ都市公園が２か所、児童遊園地が１か所、公

的緑地が１か所、前年と比べて増えております。その増えた理由といたしま

しては、都市公園は、積水化学工業跡地、そこの開発行為に伴い帰属された

もの、それが２か所、それと児童遊園地につきましては、これは宮戸２丁目

の土地区画整理事業、こちらに伴って、帰属を受けたものでございます。そ

れと公的緑地につきましては、先ほども所有権が市に変わったというところ

で、宮戸３丁目緑地でございます。これも、この寄付を受けたということで

令和２年度は増えたということでございます。続きまして、２８ページの農

地の活用でございます。農地の活用につきましては、生産緑地地区が令和２

年度は、２１７地区でございます。令和元年の２１６地区から１地区増えて

ございます。同じく、一番下の②土とふれあえる環境の整備、こちらでは、

市民農園、これ７農園を開設しておりますけども、前年度から農園数及び区

画数につきましては変化はございません。続きまして、３０ページ御覧いた

だきたいと思います。（２）都市の緑化でございます。こちらの中段の表で、

壁面緑化・緑のカーテンの設置施設が記載されているのですが、これにつき

ましては、令和２年度、前年度に比べまして公立保育園４園、本町・根岸台・

北朝霞・宮戸保育園が減っております。その緑のカーテンが減った理由につ

きましては、東京オリンピックに関連しまして、お子さんたちが朝顔を栽培

されておりましたので、そちらにスペースと人手を取られてしまったので、

ちょっと勘弁してくれと、いうことで２年度は４園実施がなかったというこ

とでございます。続きまして、３５ページを御覧いただきたいと思います。
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知っていますか？「ＴＮＲ活動」「さくらねこ」という風に記載されておりま

す。これは飼い主のいない猫の対策でございます。市では、ボランティア団

体の皆様などの御協力をいただきながら、飼い主のいない猫の対策をいたし

ておりまして、公益財団法人のどうぶつ基金、こちらが実施しております、

さくらねこ無料不妊手術事業を活用しながら、ＴＮＲ活動を実施していると

ころでございます。令和２年度は、ここに記載はございませんが、２４０頭

の猫に不妊・去勢手術をすることができました。平成２９年１０月から活動

を開始いたしまして、令和２年度末までに１，１３４頭に手術を実施してお

ります。飼い主のいない猫の対策につきましては、ＴＮＲ活動によりまして

猫の繁殖数を抑え、地域の環境改善を図ることによりまして、人と猫が共生

して暮らせるまちづくり、これの推進に努めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。そちらで、猫の、さくらねこということとＴＮＲ活動の周

知をさせていただいているということでございます。続きまして、３７ペー

ジ御覧いただきたいと思います。３７ページ（３）の放置自転車対策でござ

います。放置自転車対策につきましては、週２回、平日の午前６時から午前

１０時まで、１０名の指導員の方が、朝霞駅南口、東口、北朝霞駅、朝霞台

駅のパトロールを実施しておるところでございます。令和２年度の放置自転

車等の撤去台数につきましては、自転車が１５５台、バイクが１台でござい

ます。続きまして３８ページを御覧いただきたいと思います。下段の（５）

景観計画の策定でございます。朝霞市景観条例に策定が位置づけられており

ます景観計画は、平成２８年４月に施行されました。景観計画では、市内を

三つのゾーン、水と緑を活かすゾーン・安全で快適な住まいのゾーン・商業

にぎわいゾーンに分けておりまして、届出対象といたしましては、敷地面積

がやはりこれ、５００平方メートル以上のもので、ゾーンによって違いがご

ざいますが、高さが１０メートル又は１５メートル以上の建築物などが対象

となってございます。令和２年度の景観計画による届出件数につきましては

１８５件あったということでございます。続きまして４０ページをお願いい

たします。（３）公共交通利用環境の向上①鉄道利便性の向上でございます。

公共交通の利用環境の向上を図るために、市では、武蔵野線旅客輸送改善対

策協議会や東武東上線改善対策協議会を通じまして、鉄道事業者に要望活動

をいろいろ行っているところでございます。令和２年度につきましては、令

和２年３月１４日に朝霞駅の下りホームにホームドアが設置されたところで

ございまして、これにより朝霞駅につきましては、全てのホームにホームド

アが設置されているところでございます。続きまして４２ページをお願いい

たします。４２ページの公用車のエコカー導入の推進でございますが、中段

のところに、急速充電器利用状況の表がございますので、こちらを御覧いた

だきたいと思います。令和２年度の電気自動車用急速充電器の充電回数につ
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きましては、６２回でございまして、その内、一般充電回数は、５１回でご

ざいます。急速充電器につきましては、現在、市役所の正面駐車場、こちら

に設置しておるところなのでございますが、老朽化が進みまして、この度で

すね、入れ替えをする予定でございます。急速充電器の２４時間利用を可能

とするために、設置場所を正面駐車場から職員通用門側の公用車駐車場、こ

ちらの方に変更する予定でございます。また、利用料金の支払い方法につき

ましても、現在の現金でお払いいただいているのですけども、それをカード

方式とするほか、２台同時に充電が可能となるものに入れ替えるという予定

でございます。温室効果ガスの排出を抑制するためにはですね、電気自動車

の普及促進は、欠くことのできない要素でございますので、多くの方々に、

充電器を御利用していただきたいと考えているところでござまいす。続きま

して、ごみの処理状況についてでございます。５２ページを御覧いただきた

いと思います。上段に、ごみ処理状況、これの３年間の推移が載っておりま

す。令和２年度につきましては、家庭ごみが増加いたしまして、事業ごみが

減少しております。総排出量につきましても増加している状況でございます。

家庭ごみにつきましては、新型コロナウィルス感染拡大の影響によりまして、

所謂「巣籠り消費」という、家にいることが多いということと、それにより

まして不燃物の片付けをこの機にということで、排出量が増加したものと捉

えているところでございます。事業ごみにつきましては、反対に、テレワー

クの増加であるとか、店舗の営業休止や時短営業、これら理由により影響に

よるものと捉えているところでございます。ごみの減量化・資源化につきま

しては、市民や事業者に対しまして、ゴミの減量や分別の徹底について、ホ

ームページや広報紙などによる意識啓発を継続して行ってまいりたいと考え

ているところでございます。続きまして６０ページを御覧いただきたいと思

います。スズメバチの巣の駆除でございます。スズメバチは、特に攻撃性が

強く、人に危害を及ぼすおそれが強いことから、平成３０年度より巣の駆除

を市が業務委託によりまして実施することといたしました。令和２年度の実

績は、５４件の巣の駆除を実施したところでございます。

次に、最後になるのですが、資料編といたしまして第２章と第３章用語の

解説、こちらにつきましては、前年と大きく変更した記述等はございません。

簡単ではございますが以上で年次報告「朝霞の環境」についての説明を終了

させていただきます。ありがとうございました。

松村会長

今、資料２について御説明を頂戴しましたが、御質問ございますか。よろ

しいですか。はいどうぞ。

外山委員

３０ページの公共交通利用環境の向上というところで、鉄道の利便性の向
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上というところで、こちらは環境が整ったということで、市から鉄道会社に

駅の安全性や環境の改善の 要望を出していて、朝霞駅のホームドアが利用

開始されたという成果が載せられていると思うのですけど、令和２年度は鉄

道利用者の要望が２回行いましたということで、どういう要望を行ったのか

ということを書かないのでしょうか。

事務局（石井課長）

令和２年度の要望事項につきましてお答えさせていただきます。まず、東

武東上線改善対策協議会でございます。朝霞市の要望といたしましては、ち

ょっと要望事項を読ませていただきます。朝霞駅及び朝霞台駅の停車車両の

増便につきましてということで、増便をお願いしております。あと、和光市

駅でスムーズに乗り継ぎができるよう、ダイヤ改正もしくは増便をしていた

だきたい。あと、朝霞台駅の駅舎の改修と、エレベーター、ホームドアの設

置につきまして、御要望させていただいております。あと、朝霞台駅の快速

急行列車の停車。あと、朝霞台駅とＪＲ北朝霞駅の間に移動制約者のための

連絡通路等の設置、それと、新型コロナウイルス感染症の感染予防に向けた

取り組みの継続、こちらについて要望をしております。

ＪＲの方ですが、ちょっと大きいタイトルしか把握してないのですが、Ｊ

Ｒに対しまして、北朝霞駅と東武東上線朝霞台駅との乗り換え改善及び連絡

通路等の設置、あとホームからの転落事故を防止するための措置、ホームド

ア、ホームの拡幅、ホーム柵の整備等、外国人も安心して利用できるように

Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ、無料公衆無線ＬＡＮの整備など利便性の向上に向け

た環境整備、こちらについて要望してございます。以上です。

松村会長

やや駆け足だったので、場合によっては後で、中身をもう一度必要があれ

ば補足していただければなと思います。ほかに、はい、どうぞ。

松下委員

御説明ありがとうございました。あの、テクニック的なところであります。

３４ページなのですが、ＴＮＲ活動についてというところで、この詳細は

３５ページに書いてある、その１ページ前にＴＮＲ活動についての文言があ

ります。御存じない方は次ページに細かく書いてあるか分からないのではな

いかと思いますので、もしここに追記できるのであれば、例えば「次のペー

ジに詳細」とか書いた方が良いのではないかという風に思いました。それが

1 点です。

もう 1 点確認というか、教えていただきたいのが、５９ページのあき地・

空き家のところです。あき地というところで、細かな話ではありますが、ひ

らがなで「あき地」となっています。自治体によってあき地をひらがなで書

く場合と、漢字で書いている場合とがあるかと思うのですが、公式で朝霞は
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あき地は「あき地」とひらがなで統一ということで、何かこれは意味があっ

てのことですか。意味がなくて、空き家との兼ね合いというかがあるのであ

れば教えていただきたいと思います。細かい話になりますがよろしくお願い

いたします。

事務局（石井課長）

まず、あき地につきましては、市の条例でですね、朝霞市あき地に関する

環境保全条例というのが制定されておりまして、そちらにつきましては、ひ

らがなで「あき地」となっておりますので、その条例に合わせて表記させて

いただいている。通常、空き家ということになりますと空という漢字を書く

ので、我々も通常使ってしまうのは、あき地につきましても空の方が使いや

すいのですけども、この表記についてはあくまで、条例に基づいてやってい

るという説明から、ひらがなを使用させていただいています。

松下委員

はい、承知しました。

松村会長

最初の方は確かに、言葉を補った方がいいですね。せっかくですから。工

夫するとせっかくの中身を読んでいただけるのではないかと思います。御工

夫いただければと思います。はい、どうぞ。

福田委員

３２ページの環境美化の推進の散乱ごみ対策ですけど、たまに市内を歩い

ていると、マンションとかアパートでごみが散乱していたり、たまに違う曜

日に出して放置されていたりすると思うのですけど、その対策、まあ基本的

に事業者の問題が一番なのですけど、たまたま見ていたら環境美化パトロー

ルとありましたので、こういう取り組みが具体的にどうなのかということと、

後これは多分条例があると思うのですけど、罰則規定みたいなものがあいま

いに書いてあり、そこの罰則規定なり、そこら辺はどんな感じになっている

のかと分かる範囲で教えてください。

事務局（四方田係長）

ちょっと手元にないので記憶上なのですが、罰則自体はないです。環境美

化パトロールは環境美化推進員さんが、市内をお散歩がてら見ていただいた

り、中には自分の区域を周りながら、小さいごみを拾っていただいたり、拾

えないものは報告に来ていただくという活動なのです。ごみが散乱している

のは集積所ですか、マンションとかの集積所ですか。

福田委員

マンションとかアパートですよね。たまに見るので。管理人とかがちゃん

としていればいいのですけど、ちょっと悪質な業者とかもいますんで、ああ

いうのは業者が悪いのですけど、近所にあったりするとたまにどうなのかな
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と思います。たまたま目に入りまして。

事務局（四方田係長）

集積所に関しましては。資源リサイクル課のクリーンセンターの方が管轄

しておりまして、よく御相談あるみたいなのです。特にアパートとか、そう

いうところで分別の日にちが守られていないとか、ネットがしてなくてカラ

スが集まってきたりとか、そういったものは、あちらの方でそこの集積場を

使われている方に、指導というか、そういったようなことを行っているとい

うのは聞いております。以上です。

福田委員

分かりました。

松村会長

今のお話、四方田さんの方から話がありましたが、担当のところにこうい

う要望というか、指摘がありましたということで、前の議題もそうですが、

面倒かもしれないが、一つ一つ丁寧に担当の方につないでいただいて、そし

てまた必要なところへつなぐということで、対応していただけるといいかな

と思います。ほかにありますか。

原田委員

２７ページの緑地の公有地化のところなのですけど、公的緑地で民有地が

ちょっと入っているところがあるのですが、これは有償で借りられているの

ですか。それとも好意で借りられているのでしょうか。ずっと借りられるも

のなのでしょうか。

事務局（飯泉補佐）

地主さんなどが持っていらっしゃって、借地契約だと思うのですが担当課

が山を借地で貸していただいて、それで山を保全していただいて、緑を残し

ているということになります。賃貸借契約を交わして、地主さんによっては

借地料をいらない、固定資産税だけ払っていただければという方もいらっし

ゃいますし、借地料をいただきたいという方もいらっしゃいます。公園なん

かも借地でオープンしている公園なんかもたくさんございます。この二つに

関しては借地が一部入っているということです。

原田委員

はい。分かりました。

松村会長

どうでしょう。はいどうぞ。

田中委員

ちょっと細かい点で気が付いたのですけど、資料の１７ページ、小排水路

の水質調査結果というところで、上から３番目で生活環境項目のｐＨのとこ

ろで１１.６という数字が出ていまして、まあ全体的に見ると中性が７ですか
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らかなり異常値だと思うのですよね。 資料２の２章、１７ページです。

事務局（石井課長）

６５ページのあとに第２章が後付けされています。

田中委員

水質ですけどｐＨの値が１１．６という数字が載っていまして、これは全

体的に見ると、異常値ですが、こういう数字が出たときに、このまま載せて

良いものかどうかということです。例えばこれ、平均値が９．４になってい

ますけど、多分１１．６足す７．１割る２だと思うのですが、こういう処理

の仕方で平均値っていうのは意味があるのかなというような感じがしまし

た。この辺の数字の取扱いについて質問です。

松村会長

確かに気が付かなかったけど、これはアルカリの値ですよね。

田中委員

場所的にみるとそうだと思います。

松村会長

排水機場と書いてあるから、常時流しているとは思えないよね。排水機場

の資機材で影響が出やすいのかな。後は、数値を足して２で割るっていうの

は、御検討いただいた方が良いかなと思います。元々の数字の意味からいく

と、御指摘は、すみません僕も気が付かなかったのですけど。そこの水素イ

オン濃度の測定値、こういう結果であれば僕は書くのは妥当だと思いますが、

中身を御確認いただけたらと思います。ただこうでしたという話で、単純に

間違えかもしれないし、ちょっと事務的に御確認いただいた方が良いのでは

ないでしょうかという御指摘だと思います。何かコメントがありますか。

事務局（真中専門員）

資料１７ページの１１．６の値のｐＨということですが、こちらは小排水

路の測定結果でございまして、住宅などから河川に流れ出る地点の測定を夏

場と冬場の２回、経年測定といたしまして行っており、その夏場の数値とし

ておりますが排水路には環境基準がございません。ご指摘の地点の河川につ

きまして、資料の９ページでは内間木橋付近の河川の状況になりますが、

ｐＨにつきましては、同年の４回の調査結果といたしまして、ｐＨの測定結

果は基準内となってございます。また、平均につきましては、検討してまい

ります。

松村会長

ごめんなさい。意味がよく分からなかったのですが、ここは、まあ平均値

の出し方はいいとして。１１．６っていうのは基準値が別にないので異常値

だとは思いませんというのが答えということでいいですか。
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事務局（真中専門員）

小排水路の基準値がないことから、新河岸川の河川調査による環境基準を

参考としております。

松村会長

そういうことを聞いているのではなくて、きっとさっき田中委員がおっし

ゃったのは、１１.６というのは他の数値と並べてみたときに、かなりアルカ

リ性に傾いている値だから、それはどういうことなのでしょうかという御質

問なのだと思うのですよね。だから基準があるないというのは全く関係ない

ということです。

田中委員

何か異常があるのかなと思いました。

松村会長

だから、それが分かんなければ分かりませんってことだし、基準があるな

しはなにも聞いていないのではないかと思うのですが。

事務局（石井課長）

今、専門員がお答えしたとおりなのですが、小排水路につきましても、市

としては数値を測定しております。モニタリングしているのですけども、た

だ今言ったように小排水路の基準値をどうするかというものがないものです

から、本流の基準値に合わせて考えているというところです。今回本流の方

につきましては、ｐＨの異常値が出た場合は、毎月、簡易測定ですけども、

やっておりまして、そこのモニタリングをしております。それと同じように

１１.６、これ２月に測定した時に７.１に落ちていますので、今後、測定し

てちょっと基準から外れているような数値が出た場合にどういうフォローを

するかというところを検討してみたいと思います。今のところ年に２回やっ

ているのですけども、そういう異常値が出たときにどうしようかというこが、

今のところマニュアル化されてないので、その辺を検討させていただきたい。

また、この表記、２回の平均値というのもちょっと違和感に私も思いました

ので、どう表記したらいいのかまた検討したいと思います。

松村会長

今の課長さんの御説明に尽きるところだろうと思いますが、私がかぶせて

恐縮ですが、大気汚染もそうだけど、水の汚染も仮に汚染していたら流れて

行ってしまうから、その時に確認しないと分からないですよね。大げさなマ

ニュアルを作ればいいかもしてないけど、マニュアルのような大げさなこと

をやらなくても、大変失礼な言い方になるかもしれないけど、ちゃんと測定

してもらえるような言い方、あるいは、データが本課の方にあがってきたら

その都度変だなと思ったら、そこで場合によっては事故が本当にあったのか

もしれないし、普通の意味の事故がね。だからそうなのだというのが確認で
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きれば、その数値をどう扱いましょうかという話が出てくるので、今の課長

さんのお考えのように出てきた数値の、何と言いますか、評価というと大げ

さだけど、それをお考えいただくと良いので、是非頑張ってください。こう

いうことでしょうかね。元々の委員の発言に私が余分なものを足してしまい

ました。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

小島副会長

表紙のところに、きれいなまちづくり運動の様子とあって、４３ページと

書いてあるのですけど、４３ページは太陽エネルギーです。できればどなた

か言っていたので、終わってからでも良かったと思うのですけど。

事務局（石井課長）

すみません。５６ページです。修正いたします。

松村会長

はい、御確認いただければと思います。まだあればまた戻るということで。

もう一つ議題があります。それでは資料３を先に御説明伺って、それに対す

る質疑と、あと必要があれば前に戻るということにします。では資料３をお

願いします。

事務局（四方田係長）

それでは、資料３の「第２次朝霞市環境基本計画 実施計画」を御覧くだ

さい。こちらは第２次朝霞市環境基本計画に記載します、四つの重点的取組

等を計画的かつ効率的に推進していくために策定したもので、期間を３つに

区切って進捗管理をしております。まず、第２次朝霞市環境基本計画を策定

いたしました平成２４年度から平成２６年度までの３か年、次に、中間目標

値を設定した平成２７年度から平成２９年度までの３か年、最後に平成３０

年度から基本計画の最終年度であります令和３年度までの４か年を各実施計

画期間といたしまして、今回はその最後の期間のうち令和元年度から令和３

年度の実施計画を委員の皆様の前に御提示しております。

実施計画の見方について御説明いたします。まず、表紙をめくっていただ

きまして、目次を御覧ください。環境基本計画に沿って重点的取組１から４

までに係る各事業を掲載し、５５ページ以降では環境基本計画策定時に急き

ょ内容を追加いたしました「放射性物質による環境汚染への対応」について、

各関係課の実績等を記載しております。次に、３ページの「表のみかた」を

御覧ください。実施計画の作成に当たりましては、各課から各事業の実績等

について御回答いただき、その内容を記載させていただきました。先ほど、

最後の年度で４年度と申しましたけども、表の見方でありますように令和２

年度、こちらの実績を調査いたしまして掲載させていただきまして、それの

前年度と最終の年度である令和３年度の目標を掲載させていただいておりま

す。次のページから重点的取り組みの内容をそれぞれ、各課の実績、令和２
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年度の実績及び最終目標年次を掲載させていただいております。参考までに、

令和２年度の中で幾つか変更した点なのですが、１２ページ公共施設の緑化

の方では、一番上のところで総合体育館が改修工事のため令和２年度は未実

施でした。２０ページの方では、市民農園の令和３年度の最終目標が５０２

区画だったのですが、区画数が変更となりましたので、現状数値に合わせて

最終目標５１５区画に変更、５７ページを御覧いただきますと一番下のとこ

ろです。産業振興課の農作物の継続的な測定の中で４品目だったのを令和２

年度からは３品目に変更ということになっております。簡単に見方だけなの

ですが、説明のほうは以上となります。

松村会長

今、資料３について御説明いただきました。御質問がございましたら、な

にかありますか。

古川委員

はい、質問です。今、御説明いただいた資料３の１５ページの下段なので

すけど、テトラクロロエチレンというのが、元年度、令和２年度、２年続け

て基準値をクリアしてなかったのですよとさらっと書いてあるのですけど、

これって、そう大した問題じゃないから、来年度もちゃんと測りますよとい

うレベルの問題で良いのでしょうか。それとも、水濁法に規定されているこ

とだから、これはクリアしてなかったら徹底的に調査するべき問題なのでし

ょうか。

事務局（真中専門員）

以前から一つの地点になりますけども、住民が所有している井戸につきま

して、基準値を超えている調査結果となっており、原因につきましては、特

定できず分からないということであったと認識しております。そのため、毎

年その地点を継続して調査しており、その調査結果を、井戸所有者に飲用し

ないよう、また何かに水を使ったりした場合は、必ず手洗いはするようなど

注意するよう通知しているところでございます。

古川委員

原因は分からないけど、使用者にはその旨注喚起をしているということで

すか。

事務局（真中専門員）

そのように対応しているところでございます。毎年経年で測定いたしまし

て、その基準値を超えている場合は、注意していただくよう通知による対応

をしているところでございます。

古川委員

一応、納得しました。
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松村会長

表流水じゃなくて地下水の方に、比較的問題の井戸の周辺に測定点がある

のですか。ちょっと離れているのですか。他の測定点と。井戸は、地下水で

測っているのでしょ。僕が言いたいのは、要するにいつも基準オーバーだけ

ども、この周囲で測定地点があったときに、そこは基準をクリアしているか

ら原因は分からないが、その地下水でその汚染が広がっているとは思えない。

ということなのか、地下水測定だと表流水じゃないから分かんないじゃない

ですか。おっしゃるとおり、原因というより汚染の範囲もつかむのが難しい

から、そういうのが、測定地点の分布とか、何かから分かるのかな、分から

ないなら分からないと言ってください。被害が発生しないようにということ

だけやっていただいて、それはそういうものの対策もあると思います。周囲

に測定点はあるのですか。

事務局（真中専門員）

新たに基準を超えた場合につきましては、県に報告するなど連携して対応

することになります。現在、把握している井戸につきましては、市内でここ

だけではなく、平成２５年度のときには６０地点ほどありましたが、現在、

土地を売ったりなど様々なことで把握している井戸所有者の数は少なくなっ

ております。地下水調査に伴いまして、市内の井戸を所有している方の井戸

水を５年のローテーションで、調査をさせていただいているところです。そ

の中で、そこの１か所が基準値を超えているという調査結果でございまして、

過去から経年で調査しているているとことでございます。

古川委員

私、これ深追いするつもりはないのだけども、この３物質って土壌汚染物

質ですよね。だから本来はこれ、原因究明しておかないと、土地売るときも

問題になる物質ですよと思って聞いただけなので。今は所有者に告知してい

るというところで、あまりこれ以上は追及していないというところです。あ

と、権限はもう県なのですよね。地下水というか、井戸の規制については。

今、市には規制の条例はないですよね。

事務局（真中専門員）

ストレナーの口径の太さによりまして、県に届出が必要であったり、許可

が必要であったりということになります。

古川委員

小さいと市に届出ですか。

事務局（真中専門員）

一般的に個人宅の井戸などにつきましては、届出などの規制がかからない

ということがございます。



- 25 -

古川委員

これについては納得しました。

松村会長

ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

松下委員

４４ページと４５ページのところが、私どものリサイクルプラザ企画運営

協議会が関わっている部門だと思います。それでこちらの方を拝見いたしま

すと、私どもの方が昨年の１１月から引継ぎさせていただきまして、始まっ

ているわけなのですが、ここを見ますと評価であったりとか、取り組みや見

直しの事項のところがほぼ変わっていないっていう状況です。ここから次の

令和３年度は違う形でなっていくように、私どもも頑張らなくてはいけない

というふうに思っているのですが、そもそもいろいろやっている取り組みが

同じものばかりではないので、この令和２年度に関しても令和元年度と同じ

内容になるっていうことがちょっとどうなのかなという風に思ったりはいた

しました。これは、担当課にお話ししなければならないことだと思いますが、

こちらの方にもお話をさせていただきます。評価に関してもいろんなことを

取り組む中で、ずっと同じ評価であるのもちょっとどうなのかなと思います

ので、ここにいただいている評価は私たちにも関わることですので、令和３

年度、そうならないように取り組んでまいりたいというふうに思うのですが、

そこがちょっと気になった次第です。お願いいたします。

松村会長

確かにそうですね。ほかにお気づきの点があればいかがですか。

古川委員

すみません。要望ですけど、前もこの冊子は２００部とか３００部ぐらい

しか作らないとお聞きしたのですけど、４９ページに書いてあるように

２００部発行と書いてあるので、４９ページの上の方、「朝霞の環境」２００

部。多分、公民館とか図書館とかに置かれて、その他バックヤードに積まれ

て持っていく人が読むレベルだとは思うのですけど、市内の中学校１冊とか、

高校にも１冊ぐらいは配られてはいかがかなと。今、環境って若年層の方が

興味が深いと思うので、こういう風にしていただけたら良いなと思うので、

これは要望です。実際は、今学校には配ってないのですか。

事務局（四方田係長）

すみません。昔配っていたような記憶はあるのですが、おそらく今は配布

しておりません。会長にもよく、いろんなところで見ていただきたいという

ことなので、例えば広報でできましたよというお知らせをして、ホームペー

ジにもありますよとか、そういったところで、発信の一つとしてはさせてい

ただいています。学校には今、やっていないです。
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古川委員

若い人にはデータ配信でもいいかもしれないですね。はい、分かりました。

松村会長

ほかにいかがでしょうか。

小島副会長

４ページなのですけども、４ページの公園の目標値ということで、令和２

年度は目標値をクリアしたということで、令和３年度も４１か所なので、増

えないのですかね。クリアできたら、普通次は高みを目指すっていうのが一

般的かなと思ったのですけど。

松村会長

元々の目標がこうなっているのではないの。違いますか。

小島副会長

でも、改善点のところにはまだ不足地域があるので整備していきたいとい

う思いで書いてくださっているので、そうなるともう少し増やしてほしいな

と。

事務局（飯泉補佐）

令和２年度までに４１か所にしようと、担当課の方では計画しておりまし

て、令和２年度に２個新設して、４１個を達成したという状況なのですけど、

令和３年度においては、新設で公園を作るという予定は今のところないので、

４１になっています。

小島副会長

予定がないから目標値がということですね。

事務局（飯泉補佐）

令和４年、令和５年になればまた、１とか２とかなるのかもしれないので

すけど、令和３年度においては新設の公園の予定はないです。

松村会長

なんか、不思議ですね。最終目標値を達成するための改善点ということで

しょ。そうすると４１か所は最終目標値ということですか。

事務局（石井課長）

最終目標値は計画の最後の年令和３年度なのですが、そこに目標が書ける

ところは書いてくださいということで、公園は４１個を目標に計画で動いて

きていたのですね。そして令和元年度は４１個の目標を立てたのですが、

３９個しかなかった。令和２年度目標４１でかかげて、都市公園が二つ増え

たので、合計４１なので目標が達成できました。この都市公園を関する課で

は最終目標をとりあえず、令和３年度に４１個を目標にしてきたので、今の

ところ３年度には新設の予定はございません。という表になってございます。
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小島副会長

じゃあ改善点を書かなければいいじゃないですか。

松村会長

そう言われてしまうと、返す言葉もございません。私はこう思ったのです

よ。さっき言いかけていたように、目標は４１と計画上定めてあるので、目

標値は計画ですでに決めたっていう目標を置いているけど、その目標値を超

えて整備するっていうのはあっていいわけだから、そういう意味かと思った

のだけど。そうではないのですか。

事務局（石井課長）

最終目標は４１ということで目指してきて、達成しました。

松村会長

いや、分かります。申し上げる相手が違うと、分かって申し上げている。

書いてあることがちょっと、つじつまが合わないでしょ。僕が解釈すれば、

計画目標は４１で固定だけども、それを上回って、更に頑張りますよという

意味かと思ったけど、さっきの説明だと、こういうやり取りがあったという

ことで、担当課の方にお伝えいただいて、少しでも頑張れそうなら頑張って

いただければなと思いますね。

よろしいですか。もしよろしければ、ここは最後に、また意見を言わせて

もらいます。さっき、古川委員が言われたこと、実は次回に申し上げようか

と思っていたのですが、毎回配布先の話ですね。お忙しいところ誠に恐縮で

すが、これまでの実績をね、これまで２００部刷って、こういうところに配

ってましたよというのが分かれば、ちょっと次回御報告いただけますか。そ

れを並べて事務局としては、こういうふうにしたいという案があればよろし

い。それではなくてもせっかく各委員からもお知恵を拝借して、これ全部お

手製ですからね。だから、せっかくのものを有効に使っていただきたいとい

うのを毎回申し上げているような気がするので。実績を一度、次回お教えい

ただいて、次回、皆さん一度御指摘も踏まえて、改善できるところは改善し

ていくということで、どうでしょうかね。はい、どうぞ。

事務局（石井課長）

次回、配布先等をしっかりと皆さんにお示ししたいと思います。

松村会長

念のために申し上げると、１桁まで全部つじつまを合わせたいとかいう意

図では全くなくて、ざっくりと２００部がこういうところに出たと古川委員

がいっていたように、確かに配るといいけども、今まで配ってませんでした

というのでは、そういう水準の話です。一あたりこれで今日頂戴した議題は

全部済んだのでしょうか。それでは次の議題のその他について事務局から説

明をお願いします。
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事務局（四方田係長）

今回の議題１、２、３の素案と朝霞の環境と実施計画につきまして、もし

また何かお気づきの点や御意見などありましたら、来週１１月５日の金曜日

までに事務局まで御連絡いただければと思いますので、よろしくお願いしま

す。また、朝霞の環境と実施計画につきましては、頂いた御意見等を修正し

まして１２月に完成予定です。また、修正したものを改めまして委員の皆様

に配布する予定となっております。また、次回の審議会なのですが、今まで

の説明でありましたように、パブリックコメント等いろんな方からいただき

まして、最後の案を１月１９日水曜日午後２時、市役所２階の全員協議会室

の方で、また１か月前ぐらいには改めまして通知させて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。

松村会長

それぞれご予定がある方もいらっしゃるかと思いますが、繰り合わせて、

出席あるいはあらかじめ日程を御配慮いただけたら。そうすると、私の頭の

整理の為に申し上げると、大きな議題だった環境基本計画の素案は今日いた

だいた中身でこの次のプロセスに進んでいただく。ただ、この基本計画は基

本計画としていいけれど、書き込まれた個々の内容について、古川委員から

要望というか御注文がありますので、それについてはきちんとフォローして

いただくと。大体頂戴している議題はこんなところですかね。よろしゅうご

ざいますか。あとは事務局にお任せをいたします。

事務局（飯泉補佐）

会長ありがとうございました。それではこれをもちまして、第６回朝霞市

環境審議会を閉会とさせていただきます。お忙しい中大変、ありがとうござ

いました。

◎閉会

議事録署名人


