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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７回朝霞市環境審議会

開 催 日 時
令和４年１月１９日（水）

午後２時００分から午後３時５０分まで

開 催 場 所 朝霞市役所 別館２階 全員協議会室

出 席 者

委員（１２人／１５人）

小島委員、小野委員、田中委員、外山委員、永井委員、

長谷川委員、原田委員、福田委員、古川委員、松下委員、

松村委員、湯尾委員（五十音順）

事務局９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、磯

部主任、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（案）について

（２）その他

会 議 資 料

・会議次第

・資料１ 環境基本計画策定に係る市民説明会開催結果

・資料２ 第３次朝霞市環境基本計画（素案）に関するパブリ

ックコメント（意見募集）結果

・資料３ 第３次朝霞市環境基本計画（案）

・資料４ 第３次朝霞市環境基本計画（案）の要約版

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 ０人



- 2 -

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７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、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、４号委員であります水久保

委員、６号委員であります坂本委員におかれましては、本日、所用のため欠席と承ってお

ります。また、６号委員の平井委員につきましては、遅れて来られるかもしれませんので、

御了承いただければと思います。

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、内容

は録音させていただきますので、御了承ください。また、議事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

それでは座ったままで恐縮ですがすみません。今年もよろしくお願いをいたします。既

にお手元に議事次第が届いております。これまで御議論重ねていただいた環境基本計画を

今日、御審議いただいて、私どもの意見は今日出し尽くして事務局にお渡しするという段

取りであります。何分どうぞよろしくお願いいたします。事務的なことをお話しますと、

この審議会でありますが市の方の会議の公開に関する指針があるのですが、その指針に基

づいて原則公開ということになっておりますので、今はいらっしゃらないようであります

が、この先傍聴を希望される方がお見えになりましたら、その都度お諮りをすることなく

入室を御案内したいと思いますので、御了承いただきたいと思います。次に議事録署名人

ですが、お手数をおかけしますが、恒例でありまして順番制ということにさせていただい

ております。今回は小島委員と永井委員にお願いをすることになっております。お手数を

おかけしますが、議事録の確認をよろしくお願いします。冒頭申し上げましたが、今日が

７回目ということになります。環境基本計画についていろいろ御審議をいただき、御注文

を頂戴して素案が出来上がって、先月ですかパブリックコメントあるいは市民説明会を事

務局である市の方でやっていただいたというように承っております。では早速議題の２、

基本計画について御説明を頂戴して、私どもから、もしあれば追加的な注文をさせていた

だくというように進めたいと思います。もしよろしければ事務局の方から御説明をお願い
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いたします。

事務局（飯泉補佐）

それでは議題２の（１）、第３次朝霞市環境基本計画（案）ついて御説明させていただ

く前に少しだけ前回の第６回審議会のおさらいをさせていただきたいと思います。

前回の審議会で議員の皆様からいただいた件に対しましての、事務局の対応について口

頭ではございますが、御説明をさせていただきます。まず１点目、小島副会長から計画案

の文章の中に用語解説があるものは本文に米印をいれてはどうかという御要望がござい

ました。最近の色々な計画書を調べさせていただいたのですが、本文に米印を入れる計画

書は少数派でございました。また、本計画では用語解説をたくさん入れようという事で約

１２０個の用語解説を入れておりまして、その関係で米印を文書の中に入れますと米印だ

らけになってしまいますので、今回の御意見は採用しない事とさせていただきました。

次に２点目でございますが、こちらにつきましても小島副会長からの御提案であります

が、アンケートの中に実施日等を入れてほしいという要望でございました。お手数ですが、

資料３の１９ページを御覧ください。資料３の１９ページ、ここから昨年度実施しました

アンケート調査についての項目になっておりますが、唐突にアンケートの結果が掲載され

ていた件、どのような概要のアンケートなのか説明が不足しているのではないかという御

意見がございました。事務局でも説明が不足していると考えましたので、２行目のところ

にアンケート調査の概要は資料編１３１ページを参照という事で１文、加えさせていただ

きまして、資料編にアンケートの概要が掲載されている説明を加えさせていただきまし

た。

次に３点目でございますが、田中委員の方から朝霞市の環境資料でございます、朝霞の

環境に関して御意見がございました。本日朝霞の環境の資料はないのですが資料編の１７

ページの小排水路のｐＨの調査結果がございまして、ｐＨが１１．６という調査結果が１

箇所だけ検出されました。異常値であるため２回計測して平均を出すという表現はいかが

なものか、という御意見がございました。事務局におきましても平均値を出す意味がない

ということで、御意見のとおり平均値の欄を削除することとし、資料を作成することとい

たしました。

最後に古川委員からの御意見で、朝霞市で発行している環境基本計画実施計画の中で、

環境資料、朝霞の環境を２００部発行しているという記述があったのですが、実際どこに

配っているのですか。学校などにも１冊ずつ配付してはどうですかという御質問がありま

した。朝霞の環境を配付している場所は、図書館、図書館別館、公民館、市政情報コーナ

ー、小中学校、市役所各課、市議会議員、環境審議会議員、美化推進委員、リサイクルプ

ラザ協議会、あさか環境市民会議などに配布しておりまして今年度におきましては２２５

部配付させていただきました。また、ホームページにも最新の情報を掲載させていただき

ました。前回の審議会のおさらいは以上になります。

続きまして、議題２の（１）の第３次朝霞市環境基本計画（案）について御説明をさせ

ていただきます。先日実施しました、環境基本計画策定に係る市民説明会とパブリックコ

メントについて御説明させていただき、市民から頂いた意見と計画書の修正点について御
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報告をさせていただきます。それでは初めに市民説明会について御説明させていただきま

すので、資料１と、資料３を御用意いただきたいと思います。

では、市民説明会開催結果について御説明させていただきます。市民説明会の開催概要

を申し上げますと、日時は令和３年１２月１１日土曜日、午前１０時から１１時１５分ま

で行いました。会場は朝霞市役所別館５階大会議室。参加者は４名。意見数は６件でござ

いました。市民説明会の御意見は次ページのとおりとなっております。次のページを御覧

ください。こちらが環境基本計画に係る市民説明会での御意見でございまして、６件の御

意見や御質問がございました。資料３の第３次朝霞市環境基本計画（案）を参照し、比較

しながら御覧いただければと思います。まず、１点目について御説明します。市民説明会

において現行の「第２次環境基本計画ではＰＤＣＡサイクルをどのような形で運用されて

いるのか。」という御質問がございました。説明会時の対応といたしましては、「第２次環

境基本計画のＰＤＣＡは、実施計画を策定したり、「朝霞の環境」を作成し、環境審議会

等で報告・意見を頂いたうえで、ホームページ等で広く公表しＰＤＣＡを回していること

を説明いたしました。

次に２点目でございますが、「環境に対して、市民のなすべき取組やウエイトの高いも

のがあると思うが、市は、市民に対してどのようなことを期待しているのか。」との御質

問がございました。つまり「環境を改善するために市民はいったい何をすればいいのです

か」という御質問がありました。それに対し、「環境の改善には、一人一人の市民や事業

者が意思をもって取り組むことが重要と考えていることから、第３次計画では、個別目標

ごとに環境配慮行動を設定し、市の取組みだけではなく、市民、事業者が行うべき環境配

慮行動を掲載させていただいていること、また、今回地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）を内包し、朝霞市全体（市民、事業者）を巻き込んだ計画としており、温暖化対策は、

市民・市民団体、事業者の行動が重要となっており、それを計画で例示していることなど

を説明いたしました。参考までに御説明させていただきますので、資料３の計画（案）の

５１ページを御覧ください。５１ページ中段から下段なのですけども、このページでは朝

霞市のみどり豊かなまちをまもり育てるために、市民・市民団体、事業者が実践する必要

がある環境配慮行動を設定させていただき、市民・事業者の責務のような項目を作成いた

しました。このような個別目標ごとに１２種類の環境配慮目標を設定させていただきまし

た。それを説明しました。

次に３点目、「市としてどのような電力を使用しているのか」という御質問がございま

した。それに対し、「公共施設については、主に東京電力エナジーパートナーズの電力を

使用している。現状では多くの市有施設について、財産管理課で一括して契約をしてい

る。」ことを説明いたしました。

次に４点目「市民に対して再生可能エネルギーを導入しましょうとあるが、まず市役所

から再生可能エネルギーの取組を率先して進めてもらいたい。」という要望がございまし

たので、「電力契約を行っている各担当課と調整させていただく。」との回答をいたしまし

た。今後、再生可能エネルギーの導入は大きなテーマとなることが予想されますので、導
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入の検討を進めてまいります。

次に５点目でございます。素案９６ページをお開き下さい。「素案９６ページのＲＣＰ

シナリオについて、ＩＰＣＣの第５次評価報告書の将来の気温上昇を２℃にする目標のシ

ナリオがあるが、９８ページには１．５℃目標の記載があり、わかりづらい。９８ページ

の１．５℃の記載のみでいいのではないか」との御質問がございました。最新の第６次評

価についての研究結果の報告書は、今年の秋ごろに公表される予定であり、平成２６年に

公表された第５次報告書が最新のものとなっており、地球温暖化の影響予測となっている

報告書です。また、９８ページ９行目に平成３０年に公表された１．５℃特別報告書は、

気温の上昇を１.５℃に抑えるためには、２０５０年頃にカーボンニュートラルを実現す

る必要があると示された報告書であるため、異なる報告書となっています。事務局ではそ

れぞれ異なる報告書であるため特に削除する必要はないと考えたため、計画案は修正しな

いこととしております。

最後に６点目でございます。計画案２９ページを御覧ください。「２９ページの環境パ

ートナーシップの図ですが、各主体（二者）の連携は表現できているが、三者が一緒にな

って取り組むのがパートナーシップであり、円が重なる中央部分が重要である。図の修正

をお願いしたい。」との御意見がございました。以前の図は円がそれぞれ離れていまして、

重なる部分が少なくなっておりました。もっと円が重なるようにということで修正して欲

しいという依頼がありましたので、重なった部分が協働という意味合いがあるとの御意見

がございましたので、お手元の（案）のとおりたくさん円が重なるよう図を修正させてい

ただいております。環境基本計画に係る市民説明会での御意見についての説明は以上とな

ります。

事務局（四方田係長）

では続きまして、第３次朝霞市環境基本計画（素案）に関するパブリックコメントにつ

いて御説明させていただきます。資料２の「パブリックコメント（意見募集）結果」を御

覧ください。こちらがパブリックコメントの概要となりますが、募集期間は、令和３年１

１月２２日から１２月２１日までの３０日間で実施いたしました。意見提出の対象者は、

市内に在住・在勤・在学されている方、市内に事務所・事業所を有する方、この案件につ

いて利害関係を有する方を対象とし、市ホームページ、広報あさか１２月号で事前に広報

いたしまして、支所、出張所、市政情報コーナー、各公民館、リサイクルプラザなどの各

施設にも計画素案を設置し啓発を行いました。意見提出者数及び意見数は２名から１５件

という結果になります。

１枚、めくっていただいて２ページを御覧ください。合わせて資料３の２９ページを御

覧ください。こちら、先ほどの市民説明会であった意見と同じ情報です。右下のパートナ

ーシップの図が重なっているところがないので、修正してくださいということで、こちら

につきましては円がたくさん重なるように修正させていただきました。

次に、ページをめくりまして資料２の５ページを御覧ください。５ページ中央の８番目

に、計画（案）では８３ページ下段と、１２０ページ中段の実施施策３－５－２水環境・
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水資源分野の項目になりますので合わせて御覧ください。８３ページの水環境・水資源分

野の項目になりますが、「市内には民有地、市有地を含めて３０数か所の湧水地があり、

朝霞市は他市に誇る水のまちである。「市民団体と湧水の状況を把握する」など、もっと

積極的な記述がほしい。」との御意見がありました。こちらにつきましては、現在、市内

の特別緑地保全地区で、市民団体と里山の管理や自然学習などを協働で行っており、その

緑地の斜面林から湧き出る湧水において水量などの状況を把握することが可能ですので、

「気候変動の影響などで市内の湧水に変化が生じる可能性があるため、市民団体と協働で

斜面林から湧き出る湧水の水量などの把握に努めます。」と市民団体との協働についての

記述を１項目追加させていただき、２項目から３項目にいたしました。

次に、６ページを御覧ください。１番下の１４番、計画（案）で１２０ページ、自然生

態系分野の項目になりますので合わせて御覧ください。計画（案）１２０ページ中段、３

つ目の黒い四角、自然生態系分野で、「情報収集と市民への啓発のみとなっているが、も

っと積極的に「市民と協力して行う」などの文言が欲しいところです。」との意見があり

ました。外来生物などの防除等に「市民と協力して行う」の文言を追加して欲しいとの要

望です。こちらは御要望にあわせまして、文章を「市民と協力して情報の収集を行うとと

もに、外来生物などの防除等を進めます。」という協働の表現に修正することといたしま

した。

最後に、７ページを御覧ください。計画（案）では１２２ページ。計画の推進体制の項

目になりますので合わせて御覧ください。計画案１２２ページ、計画の推進体制について

でございますが、「第１次計画と第２次計画では、パートナーシップによる計画の推進が

図で示されていたが、第３次計画では市民・市民団体は単なる情報提供者・協力者として

の存在のように見えます。第１次計画７５ページの図をもう一度確認していただき修正す

べきではないか。」との御意見がありました。こちらの御意見に対して、「市民、市民団体、

事業者の役割や、行政との連携・協力体制、情報共有などのかかわりを現状の体制に合せ

修正し、追記させていただきました。なお、２０年前に策定した第１次環境基本計画策定

時の計画推進体制は、現在の推進体制とかなり変化が生じているため、御意見として参考

にさせていただきます。」と回答いたします。パブリックコメントで頂きました意見とそ

の対応につきましては、以上となります。

事務局（内田主事）

それでは第３次朝霞市環境基本計画（案）の説明を始めたいと思います。資料３と本日

お配りしました資料４を使いまして御説明いたしますので、どうぞよろしくお願いしま

す。初めに資料４を御覧ください。それでは、まず「第１章の計画策定の背景と現況につ

いて」を御説明いたします。説明に入ります前に、こちらのスクリーンの右上の番号です

が、これはお手元の資料４のページ番号になります。そして中央にカッコ書きでくくられ

ています番号は、資料３の環境基本計画（案）のページ番号となりますので、それぞれ見

やすい方を御覧いただければと思います。さて、朝霞市では、平成２４年３月に「第２次

朝霞市環境基本計画」を策定いたしました。望ましい環境像「水と緑を育む 環境にやさ
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しいまち 朝霞」の実現に向けて、５つの環境目標のもと、市、市民・市民団体、事業者

のパートナーシップにより環境施策に取り組んでまいりました。第２次朝霞市環境基本計

画策定以降、社会情勢や環境行政を取り巻く状況は大きく変化しております。変化に合わ

せた新たな環境計画が必要となっている背景があり、令和３年度に第２次朝霞市環境基本

計画の目標年度を迎えることから、今回の第３次朝霞市環境基本計画を策定することとな

りました。

次に世界で起きている様々な問題について簡単に御説明させていただきます。平均気温

が上昇し問題となっている「地球温暖化対策」、メディア等でも取り上げられている「持

続可能な開発目標」略称でＳＤＧｓ、多様な生物がお互いに繋がり、支え合って生きてい

る「生物多様性」、プラスチックごみが適性に捨てられず海に流れ込む「海洋・マイクロ

プラスチックごみ問題」、そして食べられる食品そのものが捨てられる「食品ロス」など

世界で問題になっております。一例ですが、このような新たな問題が環境に影響を及ぼし

ております。

次に現在取り組んでおります「第２次環境基本計画の概要」について御説明いたします。

＜望ましい環境像＞として、「水と緑を育む 環境にやさしまち 朝霞」を目指し、５つ

の環境目標「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」を設定し、それぞれの取り組みを進

めて参りました。現在、私たちのまわりに起きている「背景」「第２次環境基本計画の取

組」そして市民アンケートや環境ワークショップ、団体ヒアリングなどで頂いた「市民か

らの意見」を踏まえまして「第３次環境基本計画策定に向けた課題」として整理いたしま

した。「健全な環境の確保」として、河川の水質は改善傾向であるが、公共下水道の整備

や各家庭における生活排水対策など良好な河川環境を保つ取組の継続が重要であること。

「自然との共生」として、生物の生息・生育環境を守るため、市民との協働による調査の

継続、地域の生態系を保全する取り組みの推進が重要であること、自然とふれあう機会な

ど環境保全意識を高めることが必要であること。「魅力あるまちなみの創造」として、緑

の多い街並みや農地など、魅力ある美しい景観を次世代へ受け継ぐことが必要であるこ

と、市民・市民団体との協働による美化活動の推進、不法投棄やポイ捨てごみのない、き

れいなまちづくりの実践が重要であること。「低炭素・循環型社会の構築」として、環境

負荷の少ない行動様式への転換が必要であること。再生可能エネルギー、省エネルギーの

継続、次世代自動車など環境に配慮した仕組み作りが重要であること、ごみ排出量抑制の

ため、１人ひとりが３Ｒの取り組みを継続し、意識を高めることが必要であること。「環

境パートナーシップの推進」として、市の将来を担う子どもたちや子育て世代に対して、

環境教育・環境学習の機会の向上が重要であること。地域の市民団体と連携して環境保全

行動の促進を図るため、積極的な環境情報の発信や環境活動団体の活動支援を継続するこ

とが重要であること。このような事が課題として挙げられます。

次に第２章計画の基本的事項について御説明させていただきます。「計画の推進主体」

といたしまして、これまでに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、



- 8 -

市民・市民団体、事業者と、すべての方々の役割に応じた行動が必要不可欠であるため、

各主体との連携・協働する、パートナーシップの考え方により環境施策の実現を目指しま

す。次に計画の期間ですが令和４年度から令和１３年度までの１０年計画となっており、

毎年、進捗状況を点検し、必要に応じて見直しを行うこととしていきます。計画の対象範

囲では「環境の分野」として対象範囲を「自然環境」「生活環境」「地球環境」、「環境パー

トナーシップ（環境活動）」の４つに分け、環境分野ごとにキーワードを記載させていた

だいております。

次に「計画の構成」について御説明させていただきます。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ております。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、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、第７章は計画の推進、そして資料編の構成となっております。

続きまして、第３章 計画の目標と施策の方向について御説明させていただきます。朝

霞市が将来このようなまちになってほしいという姿である望ましい環境像は、第２次朝霞

市環境基本計画での取り組みや理念を継承し、市民意見などを踏まえ「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」と設定させていただくことといたしま

した。この望ましい環境像の実現に向けて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４つの分野を設定させていただき、４つの分野ごとに各施策を推

進していきます。

次に「施策体系」について御説明させていただきます。併せて資料３、第３次朝霞市環

境基本計画（案）３８・３９ページを御覧ください。３８・３９ページでは一番左に記載

されている望ましい環境像を達成するために、左から２番目に色ごとに分けて記載してい

る４つの環境目標を設定させていただいております。その環境目標を達成するために左か

ら３番目に記載されている各個別目標を設定させていただき、各個別目標を達成するため

に左から４番目に記載されている各実施施策を設定させていただきました。例えば緑色で

囲まれている【環境目標】自然と人との共生を実現するために【個別目標】１－１生き物

がすめる環境を大切にする、１－２みどり豊かなまちをまもり育てる を設定させていた

だき、【個別目標】１－１生き物がすめる環境を大切にする を実現するために【実施施

策】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生物多様性の確保を設定させていただいております。また、右側に【関連するＳＤＧｓ

目標】を記載させていただいております。

次に第４章「施策の展開」について御説明させていただきます。資料４、１５ページ、

資料３、４１ページを御覧ください。４章では３章で御説明させていただきました施策体

系中で【個別目標】及び【実施施策】について具体的に御説明させていただいております。



- 9 -

一つひとつの【個別目標】ごとに、<現状>、<課題>、<実施施策>、<施策に関連する環境

指標>、<環境配慮行動>の順で記載させていただいております。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。

次に資料３、４２ページを御覧ください。ここでは、環境目標ごとの<課題>を抽出いた

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。資料３、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>に関しま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１

３年度を目標値として記載させていただいています。

次に、環境指標の下の環境配慮行動でございますが、様々な環境問題に対応するために

は、市民・市民団体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。そのためこちらの環境配慮行

動には、市民・市民団体、事業者が環境に配慮するための行動内容や役割を明示いたしま

した。このように資料４、１９ページ、資料３、９１ページまで各種実施施策の説明を繰

り返しまして、４つの環境目標と１２の個別目標の実現を目指します。

事務局（真中専門員）

続きまして、こちらの第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、御説明をさせていただきます。国では、昨年４月に「２０５０年カーボンニュート

ラル」を宣言し、中期目標として、２０３０年度の令和１２年度までに、温室効果ガスの

排出量につきまして、４６パーセントの削減を目指すことを表明されました。「２０５０

年カーボンニュートラル」の実現に向けまして、産業、暮らし、交通や公共などのあらゆ

る分野において、脱炭素化に取り組むことが重要であるとされております。また、「２０

５０年温室効果ガスの排出量または、二酸化炭素排出実質ゼロ」として、「ゼロカーボン

シティ」を表明した自治体につきましては、環境省の調べでございますが、令和３年１２

月２８日現在におきまして、都道府県を含む自治体では、５１４団体が表明しており、埼

玉県内の市につきましては、２０市がゼロカーボンシティを表明している状況でございま

す。このような社会情勢を踏まえまして、本市におきましても、地球温暖化の原因であり

ます温室効果ガスの排出量を削減するため、国が目指す中期目標の２０３０年度におけ

る、市全体の温室効果ガスの排出量削減に向けました「朝霞市地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）」を、「第３次朝霞市環境基本計画」の改定に合わせまして、内包する個別計画

としてございます。

それでは、次の区域施策編の計画の目的と計画期間につきまして、御説明させていただ

きます。まず、目的につきましては、国において、令和３年１０月の閣議決定により策定

した「地球温暖化対策実行計画」に則しまして、市域の地球温暖化対策に、市全体で取り

組んでいくことを目的として策定するものでございます。計画の期間につきましては、国
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において、２０５０年カーボンニュートラルの実現に向け、２０３０年度の令和１２年度

を中期目標としており、平成２５年度の温室効果ガスの排出量を基準に４６パーセント削

減を目指すことから、計画の期間といたしましては、令和４年度から令和１２年度までの

９年間と設定させていただいております。

次のページを御覧ください。区域施策編の温室効果ガス排出量の推移につきまして、御

説明させていただきます。朝霞市の温室効果ガス排出量につきましては、埼玉県が県内市

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。本市の傾向につきましては、平

成２５年度の排出量が６５９．８千トンシーオーツー、近年の平成２９年度の排出量につ

きましては、５８１．９千トンシーオーツーとなっており、比較いたしますと、削減量は、

７７．９千トンシーオーツーの削減、削減率で申し上げますと１１．８パーセントの削減

でございまして、減少傾向となっております。また、平成２９年度における部門ごとの排

出量の割合につきましては、家庭部門が３５パーセント、業務その他部門が２７．９パー

セント、運輸部門が２３．６パーセントとなってございます。なお、温室効果ガスの排出

量における、電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の割合につきましては、全体の約５０

パーセントとなっておりますが、そのうち家庭部門と業務部門を合わせますと、その５０

パーセントのうち、約７割を占めている状況となっております。

次のページを御覧ください。次に、区域施策編の温室効果ガス排出量の削減目標につき

まして、御説明します。温室効果ガスの排出量削減の将来推計といたしまして、追加的な

地球温暖化対策を見込まないまま、国の現状維持ケースによる推計、国が進める対策によ

る削減見込量、電力としての電気の二酸化炭素の排出係数などにより排出量削減の推計

を、こちらの計画の方の素案の方でも前回、御説明させていただきましたが、基準年度を

国の計画に合わせました平成２５年度比といたしまして、２０３０年度の令和１２年度ま

でに４６％削減する目標を設定させていただいております。

次のページを御覧ください。次に区域施策編の温室効果ガス排出量削減の取り組みにつ

きまして、御説明します。本実行計画における温室効果ガス排出量の削減目標の達成に向

けまして、再生可能エネルギーの普及促進、公共施設の太陽光発電等の導入、省エネルギ

ー、省資源の推進、脱炭素型まちづくりやごみの削減量、リサイクルの推進といたしまし

て、温室効果ガス排出量の削減目標の達成を目指すための取り組みを推進することとして

おります。なお、取り組みの推進につきましては、「第３次朝霞市環境基本計画（案）第

４章施策の展開」における「脱炭素・循環型社会の推進」の施策としております。以上で、

第５章 朝霞市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の説明となります。

事務局（飯泉補佐）

次に第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。３６ページを

御覧ください。初めに、気候変動適応計画を策定する背景を御説明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、約１００年で約１．３℃上昇したと言われ

ております。皆様も御存じのとおり、それらの影響により大雨や大型台風の頻発、猛暑、

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顕在化するように

なりました。そこで国は、平成３０年２月に気候変動適応法を閣議決定しまして、気候変
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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、計画的に変化に対応していこうというのが、この法

律の趣旨となっています。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、基本計画の改定に

合せ気候変動適応計画を内包させていただきました。

次に、適応計画の計画の目的と計画の期間について御説明します。計画策定の目的でご

ざいますが、繰り返しになりますが、本市においても、既に気候変動による影響が出てい

まして、今後の気候変動の進行により、これまで以上に様々な分野で影響が生じると考え

られています。そこで、本市の地域特性を理解した上で、既存及び将来の様々な気候変動

による影響を計画的に回避・軽減し、市民が安心して暮らすことのできるまちを実現する

ことを目的とし、「朝霞市気候変動適応計画」を策定したものでございます。計画の期間

でございますが、「第３次朝霞市環境基本計画」期間と合わせ、令和４年度から令和１３

年度までの１０年間と設定させていただきました。

次に、適応計画の分野別の適応への取り組みについて御説明させていただきます。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、日照や気

温などの気象条件や自然災害に対する管理、技術的対策などの情報収集、発信、県や農協

などからの情報収集を進めます。「水環境・水資源分野」では、湧水の変化を市民団体と

協働で把握、河川水質等の調査、湧水地に関する水質調査と維持管理を進めます。「自然

生態系分野」では、外来生物の定着による在来生物への影響の把握と情報収集、外来生物

の防除等の啓発を進めます。「自然災害分野」では、適正な土地利用、防災対策の推進、

雨水貯留浸透施設の設置の推進、防災に関する情報の提供など９施策を進めます。「健康

分野」では、暑さ指数(WBGT)等の気象情報の提供、熱中症や光化学スモッグの注意喚起、

感染症対策の情報発信など４施策を進めます。「市民生活・都市生活分野」では、屋上緑

化、壁面緑化等の推進、気候の変化に応じたライフスタイルの実践呼びかけなど５施策を

進めます。

それでは、次に７章、最後になりますが計画の推進について御説明させていただきます。

計画の推進体制を説明します。本計画は、朝霞市、市民・市民団体、事業者がお互いの役

割を理解し協働を基礎として、すべての人による取り組みにより推進します。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。環境施策に対する審議・提言や計画の

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

審議します。市民・市民団体・事業者は、日常生活や事業活動において環境保全活動を実

践していただくとともに、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

境課題などの対応を図り、連携を図っていきます。

次に、計画の進行について御説明します。計画の実効性を確保するため、計画策定から

具体的な行動の実施・運用・点検・評価・改善までの流れを、Ｐｌａｎ→ Ｄｏ→ Ｃｈｅ
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ｃｋ→ Ａｃｔｉｏｎを繰り返すことで、継続的に改善を図りながら進行管理していきま

す。具体的には、まずＰｌａｎで環境基本計画を策定したら、①番で実施計画（事業）を

立案します。次に②番で、事業や施策を実施します。次に③番で、実施計画や朝霞の環境

などを作成し、環境審議会等で点検・評価を受けます。次に④番で、朝霞の環境、実施計

画、各種統計資料を、ＨＰや広報で市民に公表します。次に⑤番で、課題解決に向けた施

策や目標設定を修正し、事業の見直しを行っていきます。このサイクルを繰り返すことで、

進行管理を推進してまいります。以上が第３次朝霞市環境基本計画（案）の説明となりま

す。これで議題２（１）、第３次朝霞市環境基本計画（案）の説明を終わりにさせていた

だきます。

松村会長

はい。今、事務局の方から基本計画の説明に加えて、前回の審議会で色々、御意見を頂

戴した点についての改善というかコメントを併せていただきました。特にはもう順番とい

うことはありませんので、お気づきの点というか、御注文があれば頂戴したいと思います

けれど、いかがでしょうか。御満足いただけているということでしょうか。それではやや

時間が必要かもしれないので私からです。これは注文ではなく要望です。資料１の市民説

明会の対応が書いてあります。その１ページめくって４番目、説明会での市の対応、最後

の方を読みますと、担当課と調整させていただくという結びになっています。これは別に

この説明会だけではなくて、基本計画あるいは今日頂いた御意見も含めてでございます

が、ぜひきちんと調整を続けてくださいということです。私が言うと褒めすぎでいけない

のですが、今日冒頭御説明いただいたようにきちんとフォローアップしていただいている

ので、ある意味大変安心しておるわけであります。私は個人的には安心しているわけです

が、ぜひこういう姿勢というと大変失礼ですが、こういう形で直せるものは直す、直せな

いものは宿題として、特に環境推進課で全部変えられるわけではなくて、市役所全体の窓

口というか、とりまとめという事でやっていただいているところがあると思うので、ぜひ

調整させていただきますと言ったら引き続き、きちんと今まで通り調整をしていただくと

いうことがお願いできればいいなと思います。これは、この部分だけじゃなくても、他の

点も含めてぜひお願いをしたいということです。今までが欠けているという事ではなく

て、ぜひ引き続きそういうことでお願いしたい、全部が全部、環境推進課でできれば、そ

れは簡単なのだと思いますが、そうではないというところに良い点と難しい点があると思

います。よろしくお願いしたいと思います。どうでしょうか、他の委員の方で御意見があ

れば、どうぞ。

長谷川委員

１つだけちょっと、質問というか表の見方を教えてください。例えば、資料３の６３ペ

ージの施策に関連する環境指針の目標値があるのですが、環境推進課の不法投棄物処理件

数、現状が４８７件、中間目標値が４００件、最終の目標値が４００件となっているので

すけど、この４８７を４００にしようという目標はいいのですが、これをまた令和１３年

で４００となっている。この数字がなぜ平行なのかちょっと分からないのが１つありま

す。それと同じような表の見方で、例えば７１ページ、水道施設課で水道使用量というの
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が、目標値があってどんどん上がっていくのは、人口が増えるから上がっていくのか、そ

こらへんがよく分からないです。じゃあ１日当たりの水道使用量は３０３リットルってい

うのは目標になっているのかな。目標なら少しずつでも下がったほうがいいよなという気

もするのですよね。その辺がちょっと数値の見方が分からないのがあるのですけど、どう

なのか教えてください。

松村会長

じゃあ事務局お願いします。

事務局（飯泉補佐）

はい。後段の水道の方から御説明させていただきます。７１ページの環境指標の３２番

や３３番、年間の水道の使用料を削減していくかという、本来であれば下がって水を節水

して下がっていけばいいのですけど、朝霞市は人口が伸びており、まだ地方から流入して

くる人が、ここ１０年２０年続くということで、どうしても節水しても使う人が増えてし

まう。増えていってしまうと、それで今日は水道の担当がいないのですけど、水道計画と

いうのがあるので、水道の計画書ですね、その数字を元にここに入れ込んだという風に聞

いておりますので、数値が下がるのが理想なのですけども、こういう形になっているので

はないかなと思います。あと１人１日当たりの水道使用量ですけども、現状が１日１人３

００ℓ使うっていうことで、人数割すると出てくるのですけど、こちらの方は本当は下が

れば良いのですけど、この計画の中で現状と同じ数値で計画書が作られている関係かと思

うのですけど、こういう数値が出てきてしまったのではないか。この辺はもう一度私の方

で、水道課の方に確認させていただきたいと思います。こちらの方は以上です。

松村会長

ごみの方も回答をお願いします。

事務局（飯泉補佐）

不法投棄についてですけども、現状で６３ページの２３番、不法投棄物処理件数で、河

川敷とか人目のつかないところにテレビや冷蔵庫、あと建設廃材ですね、捨ててどこか行

ってしまう方が沢山いるのですけど、令和２年度におきましては４８７件の不法投棄があ

りまして、職員で回収したわけなのですけど、令和７年の中間目標値っていうことで不法

投棄の啓発を行っていこうということで、４００件ということで設定をさせていただきま

した。この数字は総合計画で定めた数字で、別々で数字は出していない、４００件という

ことでやっておりますが、正直なところその次の令和１３年度、もっと下げれば３５０と

かにすればいいんですけど、ちょっと予測がつかなかったところもあって４００、４００

と数字が入ってしまっているといった形です。以上です。

長谷川委員

難しいですよね。数字を入れるのは。ですからしょうがないのかなとは思うのですけど、

この表を見たときに、目標値が平行線だと取り組みが甘いのではないかという人がいるの

ではないかと思いました。もう少し数字の入れ方を、目標なのだからある程度、少しでも

減るような感じにした方が見た人間は、頑張ってなと思うのではないかと思ったわけで



- 14 -

す。自分の意見です。以上です。

松村会長

私も長谷川委員と同じように思うわけです。これは水道施設課から頂いた数値というこ

とだと思うので、ここで数字を変えろという話をするつもりはなくて、要望というか意見

で申し上げると、水道の方にこういう意見がありましたときちんと伝えていただくという

事があります。大変言葉尻をとらえるようで恐縮ですが、補佐も自分も本当は数字が低く

なるといいと思うのですと言われましたね。そういう風に聞こえたのですが、そしたらそ

ういう風に言わないといけないでしょう。

これは僕の勝手な解釈だけど、例えば不法投棄の処理件数だとか確かに４００件だけ

ど、その次にもっと増えるかもしれないのを４００件に抑えますっていう説明もあるのだ

し、単に伸ばすのではなくて、水道の方は１人当たりの水道使用量、こういう風に抑えよ

うと思うのだけど、こういう要因で目標値としては設定するのは難しいのです。という話

もあるかもしれない。

だから、そういう議論をさっき冒頭申し上げましたけど、そういう議論をちゃんと担当

課とあるいは推進課の中で、審議会の先ほど長谷川委員から御意見ありましたけども、そ

ういう御意見を踏まえてフォローアップをちゃんとしていっていただくといいのではな

いかという気がします。

ここの数字を今変えてくれというのではなくて、もうちょっとこういう風に書くのであ

れば、この先きちんとフォローアップをしてください。あるいは読み方について考えて欲

しいです。他に御意見があれば。古川さんとか言いたそうですが、大丈夫ですか。もしあ

れば、どうぞ。

古川委員

はい、資料３の質問です。１１２ページの下の方の温室効果ガス削減目標のグラフが１

１２ページに書いてあると思うのですけど、令和１２年度現状維持のケースがこれで、目

標は４６％削減だという、一番右のグラフだと思うのですけど、これに対する具体策がこ

の後出てきてないように思うのですけど、それは基本計画だから目標だけとりあえずこれ

に書くという事でいいのでしょうか。というのが、質問です。

事務局（真中専門員）

はい。ご質問の目標年度の現状維持ケースと削減目標年度は令和１２年度としており、

比較といたしますと、現状維持ケースでは、今後、国が地球温暖化対策を進めずにこのま

まの状況での推移した場合でございます。

また、削減目標年度では、例えば、再生可能エネルギーを活用した電力を売り買いをし

ていく際に、国が進める施策において、今までよりも電気の使用における温室効果ガス排

出量に係る排出係数が下がっていくこととして示されているため、温室効果ガス排出量が

削減されていくことや太陽光発電設備の普及などの国が進める施策を含めて４６％削減

を目指すこととしています。
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松村会長

良く分からないです。

古川委員

質問としては、目標はこういう風に、とりあえず決めたで結構なのですけど、夢みたい

な数値ですよね。それは皆さん分かっていることだし、市としてあげるべき数字ではない

のではないかと思いました。国とかそういうところが言うのは、電力会社にもいろんな補

助金出せるから、出してもおかしくないけど、市としてあげる数字としてはおかしいので

はないのかなと思って聞きました。けど、今の説明でなんとなく結構です。

あと要望があります。冒頭で、前回のお話の時に３００部はどこに配っているかの御回

答をいただきました。それは、納得というか理解いたしました。今年度のアンケートの時

には、ちょっと気が付かなかったのですけど、中学生と一般市民にアンケートを取ってい

る中にこの基本計画なり、こういう書籍というかそういう存在を知っているかという項目

は確か、なかったです。次年度以降にアンケートを取ることがあれば、ちょっと聞いてい

ただけませんか。聞く項目をしていただけませんか。という要望事項です。

もう 1つ、先ほど冒頭の回答の中に市のホームページに挙げていますという御回答があ

りました。確かにホームページに第２次計画がアップされています。ただし、朝霞市のホ

ームページの中で「環境」と検索してもヒットしない状態で、組織から開いていき、市民

環境部の中の環境推進課の中のところまで持って行かないと開けない状態、これホームペ

ージの作成の部署の問題なので、これを知っている人でないと開けない部分にあるので、

広報紙のあさかか、なんらかで第３次計画を公表された時には、そういうところに、ここ

にあると出していただきたいなというのが要望事項です。

それともう１つすいません。最後の要望事項ですけど、広報誌のあさかに第３次の環境

基本計画をあげられた時に、そもそも環境というものの朝霞市、市役所でどう定義づけて

いるかという事を含めて、こういう定義に基づいてこういうものを作りました、みたいな

お話を載せていただけるとありがたいかなと思います。頂いた資料３の後ろの用語の定義

にも、そもそも環境っていうのは何を定義しているかという用語の定義がなかったので、

市民の皆さんになぜこんなことをやっているかという事で、できるかできないかは皆さん

が市役所の中で御協議いただいて、私からとしてはそういう風な要望の定義も含めて知ら

しめてほしいなと思いました。以上です。

松村会長

はい。今、要望を３つ頂きました。御意見をきちんと対応していただければと思います。

温暖化についてはさっきの御説明について私から申し上げたい事もあるのですが、他の御

意見を頂戴して最後に僕が覚えていたら言います。他に御意見、御注文、御要望などいか

がでしょうか。

福田委員

計画自体を私はだいたい理解して、中身も相応だと思うのですけど、市民と一体となっ

てと掲げているように、広くやっぱり知らせなくてはいけないと思うのですけど、いかん
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せん量が多いので施策ごととかテーマごとに、いろんな所で、それが今ＳＮＳがいいのか、

Twitter がいいのか、その辺のことは担当の方がお考えになる事なのですけど、いろいろ

と知らせることによって、市民の方もやっていることを理解していただいて、協力を促す

というところを、強くこれからはやられてはどうかという意見です。

松村会長

おっしゃる通りです。他はよろしいでしょうか。どうぞ。

田中委員

パブリックコメントのことに対してなんですけど、意見を出した方を知っていたので、

聞いたのですが、パブリックコメント出したのだけどその結果について、返ってこない。

というような受け取り方をしていたのですが、その辺をちょっと教えてください。

事務局（飯泉補佐）

パブリックコメントを１２月の下旬に締め切りまして、市はその意見や質問に対してど

う対応しようかということで課内で検討いたしまして、このパブリックコメント意見募集

結果という紙でまとめたのですけど、結果的には有、無っていうことで、これは採用して

計画に盛り込んでいきますけど、これは採用いたしませんと決めたわけなのですけども、

先日、市役所の庁内の課長を集めて、こういう形で対応しようということで御意見いただ

きました。今日、環境審議会でこういうパブリックコメントがございまして、こういう風

に回答しようと思うのだけれどもという事で聞いてみました。

それから、この資料を今度、市の幹部に見せて、審議というか見てもらいまして、そこ

でオッケーということになったら、いやこれやってあげなよとか、これはやらない方がい

いのではないかとかそれが出来次第、すぐホームページとかにアップしようと考えていま

したので、今これでいいかというのを見てもらうために、ここで今お知らせしたという経

緯もございますので、それが済みましたら速やかに公表したいと考えています。

松村会長

私も混乱してしまったのですが、そうすると市民説明会も含めて、今パブリックコメン

トに関する資料を見た方がいいのでしょうけど、市の考え・対応と書いてあるのが、これ

は案だということですね。こういう風に答えたのではなくて、こういう風に答えたいと思

っていますという御紹介ですね。市民説明会の方もそうなの。これはもう答えたの。

事務局（飯泉補佐）

市民説明会の方はもうその場で答えてしまっています。

松村会長

資料１の方はその場で答えていて、パブコメのほうは頂いた御意見にこういう風に対応

したいと思いますという案だということですね。

事務局（飯泉補佐）

はい。まだ公表してないです。

松村会長

まだ公表というか、さっきの御質問は自分が意見を出したのだけど、それはどうなって
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いる、返事が来てないという御指摘だと思います。そうすると整理しますね。この資料２

の意見提出者数２名の中に入っているのですね。登録されているわけですね。委員から出

していただいている質問は。そしてまだ、お手元に届いてないのが、資料２に書いてある

のは回答案ということで、審議会として、意見を出された人というのではなくて、審議会

としてこういう案でいいかっていうのを御紹介いただいていて、必要な手順がクリアでき

れば意見を出された方に返すという、こういう意味でいいですか。

事務局（飯泉補佐）

個々への回答はしないのですけど、メールで送られて来ています。ちゃんとホームペー

ジとか、パブリックコメントの結果という事で公表します。

松村会長

言っていることでよろしいですか。

田中委員

出した人に対して最終的に結果が戻ればいいと思います。

事務局（飯泉補佐）

意見を頂きまして、個々への、意見を出した人に対して個人に、こうですよ、こうです

よ、こうですよという風に説明は特にはしないという事になっていまして、まとめたもの

を公表するという流れになっていますので、公表しましたよと言いますので、見ていただ

ければなと思います。

松村会長

他にございますか。

田中委員

もう１ついいですか。パブリックコメントの中で８番目、５ページの８というところで、

水環境・水資源分野で訂正で、記述を追加させていただきますとなっているのですけど、

前に頂いた資料と今回頂いた資料と比べてみたのですが、なんか変わってないような気が

するのですけど、どういう記述を追加していただいたのか、聞いてみたいのです。

事務局（飯泉補佐）

資料３、８３ページの下から２つ目の水環境・水資源分野というところがあるのですけ

ど、こういう施策を実施して気候の変化に備えていきましょうという項目なのですけど、

以前はパブリックコメントをやる時はここが３項目ではなくて２項目でした。

松村会長

どこを言っておられるの。

事務局（飯泉補佐）

８３ページの下から２番目の、水環境・水資源分野の黒い四角の、下から２番目。ここ

のところは分かりますか。下から、黒い四角の水環境・水資源分野という項目があり、３

つの施策が載っているわけなのですけど、パブリックコメントをやる前はそこが２つの施

策となっておりました。それで、あさか環境市民会議の方からパブリックコメントを頂き

まして、この３つの中の１番上の施策を２個から３個に追加させていただいて、施策を増
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やさせていただいたというのが、パブリックコメントの回答でございます。単純に１個施

策を増やしたっていう形になっています。説明は以上です。

湯尾委員

３つのうちのどれを増やしたのですか。

事務局（飯泉補佐）

１番上の気候変動の影響など～を増やしました。これを２つから３つに増やさせていた

だいた。

湯尾委員

わかりました。

松村会長

増やしたのはこの部分という説明のようですが、いかがですか。よろしいですか。どこ

を増やしたのかという御質問でしたが。

田中委員

増やしたところに、市民団体と協働でやるという内容を付け加えたというか入っている

ということですか。

事務局（飯泉補佐）

はい。そういう施策も入れてくださいという内容のパブリックコメントがありましたの

で、施策を１つ増やしたということです。

村松会長

他にございますか。よろしいでしょうか。

古川委員

すいません。今気が付いたのですけど、８３ページの今おっしゃった、追加した項目の

２つ下、市指定のから始まるところの最後の地下水の排水や給水を行います。というとこ

ろの給水はこれ誤字ではないの。地下水に給水するとはどういう意味かな。と思いまして。

誤字、または誤植の間違いではないかなと思いました。それが１点。

松村会長

じゃあ今のところは文化財課と書いてあるから、御確認いただけますか。

事務局（飯泉補佐）

分かりました。

古川委員

それとすみません。要望というかケチをつけているわけではないのですけど、朝霞市の

特性は、要は幹線道路の川越街道があるという事と、河川があるという事が結構特色で、

文言でも緑と水をと水を入れていただいたのだと思いますけど、資料３の１２１ページの

上の３－５－２の、前からくどく言っているのですけど、雨水浸透の考え方は５００㎡以

上の開発に係る物件に関しては、市の条例は確かに整っているのです。ただ、今、だんだ

ん開発が進んでいってミニ開発が多いので、５００㎡未満の開発にかからない物件に関し

ては、なんら指導がされていない状態なのです。この資料について文句を言っているわけ
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ではなくて、今後、やっぱり朝霞市としては雨水浸透について、もうちょっと条例を強化

していくというか、そういう方向に環境推進課の方が市役所の中でそういう方向に持って

いっていただきたいなという風に思います。というのは、これ、明らかに東京２３区に比

べても著しく低いレベルの浸透状態なのですよ。朝霞市は。という要望事項としてはだか

ら、雨水浸透の条例をもうちょっと強化していって欲しいという事なので、第３次計画に

折り込んでいただかなくて結構なので、それはちょっと市役所の中で御協議願えないでし

ょうか。

松村会長

ごめんなさい、１２１ページの上から２つ目の枠でしたか。

古川委員

１２１ページの上から２つ目と３つ目なのですけど、３-５-２の２つ目と３つ目です。

一定規模以上っていうのが今５００㎡になっていると思うのですけど、５００㎡以下の開

発だらけですよね、今。ミニ開発は。

事務局（飯泉補佐）

前回の第６回の会議でも古川委員にお話頂きまして、それでその辺の条例の改正です

ね、もしくは補助金の交付の設置の義務化というのを起こすことになりますので、当然、

開発建築課とか下水道課、その辺と雨水の対策のお話をまずさせていただいて、私どもが

決められることでもないので、そういう御意見がありますという事を必ず御報告させてい

ただきまして、やらせていただきますが、ちょっと今回は時間がありません。

古川委員

はい、第３次計画に載せていただきたいという考えもないですし、担当部署でないとい

う事も十分理解していますので、それはあくまで市役所の中で御協議いただきたいという

要望事項です。

事務局（飯泉補佐）

ありがとうございます。

松村会長

他にございますか。だいたいよろしいでしょうか。ではそれでは最後に、今の話ですけ

どね、回答は結構ですが、今まで、何回か委員から御指摘があって、それを伝えたのか、

伝えてないのかという事です。委員はこれを直せと前回、今まで２回ぐらい今日含めて３

回かもしれない。何回か言っておられてね、もう環境推進課でできない事も分かっていま

すということまで言っていただいて、この計画を直せというわけでもありませんと言って

いるのだから、もごもご、もごもご言うのではなくて、もう問い詰めるつもりはないので、

回答は結構ですからね、伝えたのか伝えてないのか。伝えた時にこういう答えでしたとい

うことをね、だからお聞かせいただくことで、納得いただくかどうか分からないけど、そ

れが最低限やるべきことだと思うのです。そして、それは補佐が思うかどうか関係なくて、

こういう審議会の中でこういう意見がありましたと、審議会の中では解決できないからぜ

ひ担当課に伝えて欲しいという風に言われたので、伝えに来ました。とそこまで言うと失
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礼だけど、というやりとりがきちんと無いと、最初、ほめすぎたので率直な所を最後に申

し上げておく。それがないと、非常に誠実にやっていただいているのでこの先もお願いし

たいという風にいいましたよね。ちょっと言い過ぎたかな、ほめすぎたかなと言わざるを

得ないので、難しいというのは分かった上で申し上げるのですけど、繋いでいただくとい

うのがきっとすごく大切ですよ。それで、この表を見ると、残念ながら環境推進課で出来

ることは限られていますよね。計画の間口が広いのだけれども、自分たちで出来ることは

限られていて、だけど計画があるのでね、なんか説教をするようで甚だ、申し訳ないけど、

だけど他の所に色々注文を出すとかね、後押しをするとかね、そういうのがきっと基本計

画の役割なのだろうと思うので、ぜひ引き続き、なんか耳障りの悪いことを言われたなと

思っても、その気持ちはどこか閉まっておいて、元気出して庁内で注文を出していただけ

れば大変良いかなという気がします。だいたいそんなところで皆さんよろしいでしょう

か。

事務局（石井課長）

誠にすみません。先ほど、補佐が言われた通り、この案を作成する中において、この審

議会で伺いましたら、御意見等は担当レベルでは詰めながらこの文章を作ってきたところ

でございますけれども、今会長からもこういうお話もございましたということで、私から

本日５００㎡以下の浸透施設につきましては、建設部門の方にそういう御意見があって、

これは審議会でも複数回出されている御意見だということはきちん伝えさせていただき

たいと思います。

松村会長

別に審議会で決をとるつもりもない、おっしゃっていることはすごく理屈にかなってい

るので、あとは市としてね、なんか対策を取る時に必ずしもその理屈だけではなくて、こ

ういうことがあって、こういうことがあって、という風に庁内で御議論があるのだと思う

ので、そういう議論は中で一度進めていただければ、ただそういうきっかけを随時立ち上

げてほしいというのが委員の御注文だったと思います。だいたいよろしいでしょうか。こ

のあとどんな格好で進むのでしょうか。まあ一応議論は出尽くしたような気がします。

事務局（飯泉補佐）

ありがとうございました。それでは、次に議題（２）その他ということで、今後の策定

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。今年度におきまして、環境審

議会を４回開かせていただきまして、環境施策、環境変動適応などの様々な取り組みを計

画書に反映させていただいていったわけなのですけども、また１１月から１２月にかけて

パブリックコメント、市民説明会などをさらに行って、市民意見の把握に努めてまいりま

した。そして今後の予定といたしましては、ここで１回、計画書が確定したという事で、

環境審議会の方から、答申、こういう風にできあがりましたということで、市の方から諮

問をしていますので答申という形で、答申書を会長名で頂きまして、それを市長の方に渡

させていただきます。それで２月１０日の日に、市の重要施策を意思決定する機関であり

ます庁議、市の幹部が集まって行う会議があるのですが、２月１０日の庁議に計画（案）

を諮りまして、第３次の環境基本計画の策定を完了させたいという風に考えています。庁

議終了後、２月の中旬から３月中旬にかけてこの計画書を印刷・製本いたしまして、あと、
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概要版ですね、それを作成いたしまして３月下旬頃に計画書が刷り上がって、配布と市民

への公表を進めて参りたいという風に考えております。計画書は３月下旬になってしまう

と思うのですけどもホームページに掲載するほか、３００部を製本致しまして小中高校、

東洋大学、市役所、支所出張所、図書館、公民館、博物館、リサイクルプラザ、様々な公

共施設３５か所に設置をさせていただきます。また、市役所の各担当課、それと市議会議

員、環境審議会委員、あさか環境市民会議、リサイクルプラザ企画運営協議会などに配付

させていただいて、計画の周知と情報の共有化を図って参りたいと考えております。次に

市民環境部長の清水より、来年度の予算について説明させていただきたいと思います。

松村会長

公表される時にホームページ上での、書きぶりなりなんなり、こういう風にしたらいい

のではないのかというアイディアも出たので、是非それも取り入れて、できるだけ広く市

民の方に読んでいただけるようにしていただくといいのではないかなというのが 1つと、

もう 1つ諮問・答申というお話がありましたが、これはまず委員に念のためお謀りする、

色々御意見頂戴しましたが、この基本計画（案）そのものを変えろという御意見はなくて、

色々御注文は頂戴しましたが、要望、次回こういう風にしてほしいという要望など頂戴し

ましたので、そういうのは事務局できちんと放っておくことなくフォローアップしていた

だくということで、この基本計画については御了解いただいたということで次のステップ

に行けばいいということでよろしいでしょうか。よろしいとのようでありますから、それ

ではその答申について、事務的な方はよろしくお願いいたします。それではすみません。

部長さん。腰をおってしまいましたがお願いします。

事務局（清水部長）

せっかくの機会ですので、来年度予算の御説明をさせていただきたいと思います。朝霞

市は年々財政状況が厳しくなっているという事で、予算の組み方を来年度から一部変更し

ました。内容といたしましては、従来、環境推進課の職員が予算を作って、財政と政策担

当のヒアリングを受けて予算が成立するという形をとっていたのですが、来年度から事業

課の方が業務の内容をよく知っているでしょうということから、各部ごとに予算を配分さ

せまして、その枠内で部の予算を建設するという形に来年度から変わります。市民環境部

は、環境から、清掃、ごみ、あとは総務窓口課も持っていまして、窓口業務、また農業と

か興業の育成もやっている、かなり多岐に渡っています。そういう中で中々、この枠内に

納めるのは非常に難しいところがあるわけですが、できるだけ市民生活に影響のないとこ

ろから削減をしたところです。環境の分野で申し上げますと、地域リサイクルの活動の推

進補助金というのがございまして、こちらの内容につきましては、紙ですとか布ですとか

アルミ缶などの資源回収をする団体があります。子供会、あとは町内会、自治会、マンシ

ョンでも登録させていると思うのですが、そちらの団体に対して今現在１ｋｇあたり８円

を補助金として交付していますが、こちらについては近隣市の状況とも勘案しまして若干

金額の方を落とさせていただきたいという風に考えています。予算につきましては、令和

５年度以降も引き続きやるかどうかは、今、丁度政策企画課の方で各課に今回の令和４年

度の予算に踏まえて要望を聞いているところです。来年度も引き続き、枠配分になるか分

からないのですけども、新規事業につきましてはその枠配分とは別の予算建てで３億円

程、別の予算があります。先ほど事務局の方で説明ありましたけども、ＰＤＣＡサイクル

ということで審議会の皆様にも御提言とか評価をいただくという形になっておりますの

で、ぜひ委員の皆様のお知恵を借りながら、また引き続き新たな取り組みですとか、事業
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の見直しについても考えていきたいという風に考えておりますので、引き続き御理解と御

協力をお願いしたいということでございます。説明については以上になります。

松村会長

ありがとうございます。なんか私ばかり余計な事を申し上げて、最初の補佐を問い詰め

るような感じになってしまいまして、みなさんお集りの委員の皆様、部長さん以下、環境

推進課を支援するつもりで少しでも良くしたいという気持ちで発言いただいているのだ

と思いますので、引き続きよろしくお願いします。先生よろしいですか。いいですか。だ

いたい以上で、今日はこれで良いのかな。進行の方をお返ししたいと思います。

事務局（飯泉補佐）

本日の議題はすべて終了いたしましたので、これで審議会を終わりとさせていただきま

す。松村会長ありがとうございました。これをもちまして、第７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

議事録署名人


