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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 令和４年度第１回朝霞市環境審議会 

開 催 日 時 
令和４年７月２８日（木）  

午後２時００分から午後３時１５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（９人／１５人）  

小島委員、木村委員、桒田委員、外山委員、永井委員、

長谷川委員、平井委員、松下委員、湯尾委員（代理：高

野委員）（五十音順）  

事務局７人  

清水市民環境部長、石井環境推進課長、五十嵐課長補佐、

髙橋環境推進課専門員兼環境対策係長、四方田係長、礒

部主任、内田主任 

会 議 内 容 

（１）正・副議長の選出について 

（２）朝霞の環境（令和３年度環境推進課所管分）について 

（３）第３次朝霞市環境基本計画について 

（４）その他 

会 議 資 料 

・会議次第 

・朝霞市環境審議会委員名簿 

・資料１  朝霞の環境（令和３年度環境推進課所管分） 

・資料２  第３次朝霞市環境基本計画 

・資料３   朝霞市住み良い環境づくり基本条例 

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 
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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（五十嵐補佐） 

それでは、ただいまより令和４年度第１回朝霞市環境審議会を開催させていただきま

す。改めまして本日は皆さまお忙しいところ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、９名となっておりまして、「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

ているため会議は成立となります。なお、１号委員であります原田委員、２号委員であり

ます松村委員、４号委員であります水久保委員、小野委員、６号委員であります坂本委員

におかれましては、本日、所用のため欠席とのご連絡を受けております。また、５号委員

であります横溝委員は現在、いらっしゃっておりません。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ご了承ください。 

始めに資料の確認をさせていただきます。 

（資料の確認） 

となります。 

不足等がございましたら、お知らせください。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。それでは議題に入る前に、今回、委

員改選によりまして、初めて審議会に御参加いただいている委員の方もいらっしゃいます

ので、自己紹介をお願いしたいと思います。外山委員から順に、簡単に自己紹介をお願い

いたします。 

（各委員の自己紹介） 

ありがとうございました。次に事務局を紹介させていただきます。 

（事務局自己紹介 上席から） 

以上、よろしくお願いいたします。それでは議題に移りたいと思いますが、会長選出ま

での間、環境推進課長の石井が仮議長として議事の進行を務めさせていただきます。 

仮議長（石井課長） 

初めての会議でございますので、会長が選出されるまでの間、仮議長を務めさせていた

だきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず、本日の会議の議事録署名人を選任し

たいと思いますが、本審議会では委員の順番制と決めさせていただいております。今回は

外山委員及び小島委員を指名させていただきますのでよろしくお願いいたします。それで

は、本日の議題に入らせていただきます。まず、議題１の正・副会長の選出についてでご

ざいます。これにつきましては「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」第１９条第２項の

規定によりまして、委員の互選によって定めることとなっております。それでは、会長を

お引き受けいただける方にどなたか立候補していただくか、もしくは皆様より御推薦を賜

りたいと存じます。 
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（長谷川委員から松村委員の推薦あり） 

今、長谷川委員の方から松村委員を会長にとお話をいただいたのですけど、その他はい

かがでしょうか。立候補や他に推薦はありませんか。そうしますと他に推薦がないようで

ございます。本日、松村委員が濃厚接触者になってしまい、どうしても来たいのだけど来

られないというお話をいただいております。欠席されておりますけれども、会長を松村委

員にお引き受けいただくことでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

それでは、御異議がないようでございますので、松村委員が会長に選出されました。新

会長には、事務局の方から、委員の皆様の御推挙により会長に選出された旨お伝えしてま

いりたいと考えております。次に、副会長を選出したいと思います。通常ですとここで会

長と議事を交代して、副会長の選出ということになるわけですけれども、会長が欠席され

ていますので、引き続き私が仮議長を務めさせていただきます。それでは、副会長の選出

をしたいと思います。会長の選出と同様「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」第１９条

第２項の規定により、委員の互選により定めることになっております。副会長をお引き受

けいただける方、どなたか立候補していただくか、もしくは皆様より御推薦を賜りたいと

存じます。 

（長谷川委員から小島委員の推薦あり） 

ただいま小島委員にお引き受けいただきたいとの御発言がありましたがいかがでしょ

うか。 

（異議なしの声） 

それでは御異議がございませんので、小島委員に副会長をお引き受けいただきますよ

う、よろしくお願いいたします。それでは、小島副会長は就任のあいさつをお願いいたし

ます。 

（小島副会長挨拶） 

 ここからの議事の進行は、「朝霞市住み良い環境づくり基本条例」第１９条第４項の規

定により小島副会長にお願い申し上げます。お手数ですが、副会長席までお移りいただき

たいと存じます。皆様、御協力ありがとうございました。 

（小島委員 席の移動） 

小島副会長 

いつもと違った議事進行になってしまいますが、皆さんのお力をお借りしてスムーズに

進めていけたらと思います。コロナウイルスも第７波ということで先ほど保健所の高野さ

んや石井課長からもお話ありましたけど、私の身近な友人の場合でも家族が一人なると、

ほとんど家族がコロナに感染してしまうなど、随分いろんな所でお話を聞くことが増えて

きました。そんな中でも今日お越しいただき、暑い中、なかなか厳しい環境だとは思いま

すので、できればスムーズに進行できればと思いますので、どうぞ皆さま御協力をお願い

いたします。それでは次第に沿って議題２に入りたいと思います。それでは議題２の朝霞

の環境（令和３年度（環境推進課所管分））について、事務局に説明をお願いします。 



- 4 - 

 

事務局（石井課長） 

それでは、朝霞の環境(令和３年度年次報告書)（案）について御説明いたします。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、作成して公表す

ることとなっています。今回、お配りしております朝霞の環境につきましては市の環境推

進課が所管している内容でございまして、９月の市議会定例会で議員の皆様に配付するも

のでございます。議会にお配りする前に、審議会の委員の皆様の御意見を頂戴いたしまし

て、よりよい内容の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、最終版として市民の皆

様に公表する予定でございます。それでは、まず表紙をめくっていただきますと左右見開

きで環境施策の体系が記載されております。この内容は第２次環境基本計画のものでござ

いまして、現在は先ほど申した通り、本年４月から計画期間が令和１３年度までの第３次

環境基本計画がスタートしている状況でございます。次にもう１ページめくっていただき

まして、目次を御覧ください。この目次に記載している項目のうち、網掛けの部分に関し

ては環境推進課以外の課が所管している事業になりますので、本日は網掛け以外の部分に

つきまして令和３年度の主な取組を御説明いたします。少し飛びまして１ページを御覧く

ださい。このページでは、環境目標が、健全な環境の確保ということで、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２ページに掲載してございます。令和３年度につきましては、全て基

準値に適合しているという状況でございます。続きまして、６ページをお願いいたします。

（３）放射性物質による環境汚染への対応でございます。ここで御訂正をお願いしたいと

思うのですけど、中段の下の表の数値を間違えておりまして訂正させていただきたいと思

います。まず、この表の測定場所、２段目の保育園等（２９園）のところの最大値０．１

１９と記載させていただいておりますけども、正しい数値は０．１１２でございます。申

し訳ございませんが御訂正をお願いいたします。それとその横を進みまして、最小値の値

ですが０．０３０と記載されていますところを、正しいのが０．０３５に御訂正をお願い

いたします。また、その下、幼稚園（私立５園）で最大値０．１００となっておりますが、

こちらを０．１０４に御訂正いただきまして、最小値０．０３１を０．０３４に御訂正い

ただければと思います。あともう２カ所なのですが、一番下の公園・児童遊園地（１０カ

所）の最大値が０．０８５を０．０７７、最小値が０．００６を０．０３に御訂正をよろ

しくお願いいたします。こちらの放射性物質の空間放射線の量なのですけど、こちらの市

の基準でいきますと毎時０．１９マイクロシーベルトの値になるのですが、この値を超え

ると除染が必要だという市の基準ですが、これを超えた地点は市内では令和３年度はなか

ったということでございます。続きまして、７ページを御覧ください。【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、小排水路調査など、①

から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①の河川調査の結果ですが、河川調査につきましては、６月調査におきまして黒

目川の東林橋付近で水素イオン濃度が高くなっている、越戸川の越戸橋付近で全亜鉛が不

適合となっております。黒目川につきましては水生植物の繁茂による自然由来というこ

と、また、越戸川におきましては採水前に降雨、激しい雨が降りまして、それによる土壌

由来ということで基準値を超えたと考えられることから簡易用法による水質検査を月１
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回実施しておりまして観測を継続している状況でございます。数値を超えた地点は今のと

ころございません。続きまして１０ページの４段目、追加項目といたしまして科学的酸素

要求量 COD とふん便性大腸菌群の欄があると思うのですが、こちらにつきましては黒目

川の新高橋付近とはあとぴあの付近の２地点で年２回調査を行っています。そこの地点で

ふん便性大腸菌の数が水浴場の水質判定基準を超過しておりまして、その値としては水浴

場としては不適という状況になっております。④の地下水調査につきましては、１４地点

の調査をしたのですけども、１地点でテトラクロロエチレンが基準値を超過いたしており

ます。基準値を超えました地点については、引き続き定点観測を行うとともに、井戸の所

有者様に飲用、飲まないようにしてくださいとお願いをしております。⑥の魚類調査でご

ざいます。市内の３河川におきまして、魚類１５種、甲殻類５種、両性類 1種、は虫類１

種が確認されました。魚類調査につきましては、魚類が４種、は虫類が３種、この数が例

年より減っている状況になります。続きまして⑦水質汚濁防止法特定事業所立ち入り調査

では、西部環境管理事務所と連携いたしまして、令和３年度は８事業所に対して立ち入り

調査を実施しましたところ、２事業所から水素イオン濃度の超過がございました。これは

浄化槽を使用しているところでございまして、これらの事業所には西部環境管理事務所か

ら浄化槽の稼働に関する指導がございました。これは浄化槽の規模に比べて使用頻度が低

かったため、過剰に浄化槽が働いてしまったので、もう少し落ち着かせてみたらどうかと

指導をいたしました。続きまして１３ページをお願いいたします。【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、下の表は武蔵野線の騒音・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、その結果を掲載しております。隣の

１４ページにつきましては②自動車騒音常時監視ということで、その状況について下の表

が調査結果となります。調査地点はＡ、Ｂ、Ｃとございますけども、３地点とも騒音レベ

ルが環境基準値以内ということでございました。こちらの騒音測定は法定されておりまし

て市内の主要道路７路線、１４区画を年度に分けまして測定している状況でございます。

令和３年度は１路線３区画の調査を実施させていただきました。少し飛びますが続きまし

て、２６ページをお願いいたします。【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。こちらにつきましては、路上

喫煙、ポイ捨て防止キャンペーンが令和２年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大

のため中止となりました。駅前で様々な啓発物資などをお配りしたり、清掃活動をすると

ころですが、コロナの影響により中止させていただきました。中段の表にあります、環境

美化パトロール、こちらにつきましては環境美化推進員の皆さん１０名の方に毎月、清掃

活動や市内の散乱ごみの報告、またはイエローチョーク作戦などいろいろな活動を行って

いただいております。続きまして２７ページ②路上喫煙の防止でございます。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思いますが、路上喫煙防止の監視員によるパ

トロール、こちらの実績を表として載せております。朝霞駅、朝霞台・北朝霞駅で指導し

た件数を載せております。令和３年度は年間パトロール数が９５日で週２日、平日の午前

６時～１０時まで実施しております。喫煙者に対する指導回数につきましては合計で２，

６３０回注意をしております。この数字は令和２年度が２，２５１回ですので、３７９回

前年度より増えているという状況でございます。このことからマナー向上のための啓発活

動をさらに継続してまいりたいと考えております。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。動物愛護週間に合わせて中央公民館・コミセンで、動物愛護団体の

協力によるパネル展を開催いたしまして、動物の愛護と適切な飼養、ペット防災や TNR

活動などの周知啓発を行いました。続きまして３１ページをお願いいたします。（４）不
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法投棄の防止でございます。不法投棄の防止で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での啓発活動を行うとと

もに、業者委託による監視パトロールを年２４回行っておりまして、夜間から早朝にかけ

て実施しております。近年の不法投棄の傾向といたしましては自転車の不法投棄が減少し

てきている状況でございます。続きまして３５ページをお願いいたします。【４－１ 地

球温暖化対策の推進】の関係でございますが、電気自動車、ＥＶ用の急速充電器でござい

ます。電気自動車の普及促進を目的に平成２５年１０月より市役所の正面駐車場におきま

して急速充電器のご利用をいただいてまいりましたけども、機器が老朽化いたしまして使

用が難しいことから本年２月１日より新たなＥＶ用の急速充電器に入れ替えをさせてい

ただきました。新しい充電器は市役所の公用車駐車場、場所は建物横にある裏口に移しま

して、利用時間は今まで午前８時～午後９時までだったものを２４時間利用とさせていた

だきました。利用にあたりましては２台同時に充電が可能となりまして、利用料は充電カ

ードによる支払いになってございます。急速充電器につきましては電気自動車の普及に欠

くことのできない設備でございますことから、市役所にあることの周知啓発に努めてまい

りたいと考えております。次に３６ページから３７ページにかけまして（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。本市では、住宅用太陽光発電設備、家庭

用燃料電池エネファーム、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、その実績を掲載しております。補助の動向といたしましては売電価格も下がってき

ておりますので、自家消費、作った電気を自分で消費したいニーズが増えてきております

ので、補助も定置用のリチウムイオン電池に対する補助が増えてきている状況でございま

す。続きまして３７ページをお願いいたします。（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。前計画なのですけども、こ

の計画では平成２５年度を基準としまして、平成２７年度から令和３年度までの７年間に

おきまして温室効果ガス総排出量を７％（年平均１％）削減することを目標としておりま

した。次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思うのですが、令

和３年度は、年間排出量が、１７，１４０，５４３ｋｇ－ＣＯ２となっておりまして、基

準年度（平成２５年度）比が、１．０６％の増となってございます。目標値が基準年度の

７％マイナスということで目標を立てておりましたけども、こちらの目標は達成すること

はできなかったということでございます。市における温室効果ガスの抑制対策につきまし

ては本年４月から２０３０年を期限といたします第４次朝霞市地球温暖化対策実行計画

事務事業編がスタートしておりますのでこちらの計画の推進に努めてまいりたいと考え

ております。続きまして、４２ページを御覧いただければと思います。【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ございます。市内の小学校３年生と６年生を対象にいたし

まして、「ポイ捨て」「路上喫煙」「犬のフン尿」対策というテーマで環境ポスターを募集

いたしましたところ、２２６点の応募がありまして、その中の１２点の入選作品が選ばれ

ております。４４ページにその入選作品を掲載させていただいております。皆さん上手な

ポスターになっております。次に４５ページをお願いいたします。③環境美化活動功労者

ということで、令和３年度は、多年にわたり地域の環境美化・清掃活動に御尽力いただき

ました３名の方と２団体に対しまして、感謝状を贈呈いたしました。表彰された皆様の写

真を掲載してございます。次の４６ページでございます。④きれいなまちづくり運動、こ

ちらにつきましては町内会、自治会の協力を得まして、市内全域で春と秋に実施をしてお

ります。昨年度につきましては秋の運動は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止と
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なりましたけども、町内会主催で環境美化活動を実施した町内会がございます。こちらの

ごみを回収いたしましたので、その分も含めまして、回収されたごみの状況を表に掲載し

ております。最後に４７ページになります。【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の活動を紹介しております。誠に駆け足で申

し訳ございませんが、以上で朝霞の環境（環境推進課所管分）につきましての説明となり

ます。よろしくお願いいたします。 

小島副会長 

ありがとうございました。それでは朝霞の環境の説明について今あった説明以外のとこ

ろでも構わないのですが、御質問やこれはどういうことかという質問でも結構ですのでど

なたかございますか。皆さんが考えている間に、簡単な質問です。１０ページの川の水質

のところのユスリカの幼虫なのですが、ユスリカは水質を浄化すると言われていますが、

去年はもっとたくさんいたような気がしたのですが、０という数字ではなかったような気

がします。２桁くらいあったのではないかと思いますけど、水質が変わったのか、それと

もユスリカがいられなくなる環境になったのかわかりますか。 

石井課長 

 ユスリカでございますけども、幼虫の数ということで年によって違いがあるのですが、

例えば実績でいいますと令和２年度については新河岸川９、黒目川は９９、越戸川７とい

う数字です。令和元年度が新河岸川２、黒目川１００、越戸川９９。あと平成３０年度新

河岸川４４、黒目川１４２、越戸川２ということです。だいたい調査は毎年、同じ地点で

調査期間も同じようなところで、モニタリングをさせていただいているところなのですけ

ども、その時に幼虫がいるかということで０から３桁までいろいろあるのです。 

小島副会長 

環境が著しく変わったわけではないのですね。調べている時期も同じですものね。わか

りました。ありがとうございます。 

松下委員 

４７ページの先ほど御説明がありました【５－２環境パートナーシップによる取組の展

開】のところの（２）①私共リサイクルプラザ企画運営協議会との協働のところで、前年

度は私共の取組や、やっている内容の記載があったのですが、今年度は何もないというこ

とで、こうなると見方によっては何もしてないのではないかと思われるのではないか。私

共は前年度の令和２年度より令和３年度の方が活動を活発的にやっておりますので、その

あたりはどのような、なぜこのような状況になっているのか教えていただければと思いま

す。 

四方田係長 

先ほど、課長の方からお話があったように目次の方を見ていただくと、今回、うちの課

の所管のところだけで網掛のところは他課の部分の報告になります。今回はリサイクルプ

ラザ企画運営協議会のところは資源リサイクル課の所管になりますので、今回は記載がな

いということで、次回の秋の時には、内部で調査いたしまして、次回の時に報告させてい

ただきます。以上です。 
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小島副会長 

 松下委員はそれでよろしいですか。 

松下委員 

 はい。わかりました。 

小島副会長 

 はい。よろしくお願いいたします。それでは他にありますか。 

桒田委員 

これがどこに入るのかわからないですけど、この間の昨年からコロナ問題というのが大

きくクローズアップされていると思うのですけど、そういったことを報告としてこちらに

記載する必要はないのでしょうか。 

石井課長 

この朝霞の環境につきましては１０年前に作成いたしました第２次朝霞市環境基本計

画の施策に沿って作成しているところでございます。今年スタートしている計画にはどう

なのかといいますと、こちらの第３次朝霞市環境基本計画を作成時にも、コロナ問題はあ

ったのですが、記述の中にはコロナの対策は入っておりません。一番関係するものはＳＤ

Ｇｓの関係に記載されており、あとは地球温暖化対策で気候変動適応化計画では例えば熱

中症対策などが入っているのですけど、コロナに対する対応というのは申し訳ございませ

んが環境の方ではダイレクトには載ってこないということでございます。今後、コロナの

施策が色々、変わって環境の方にも関わるようになった場合には、こちらの環境基本計画

の実施計画の中で見直しをかけたいと思います。もし、コロナの問題で環境の施策がつい

た場合にはそちらの方で見直していきたいと考えております。現状ではコロナ対策につい

ては入っていないということになります。 

小島副会長 

桒田委員はそれでよろしいですか。 

桒田委員 

はい。 

小島副会長 

 ありがとうございます。外山委員お願いいたします。 

外山委員 

１０ページ①ふん便性大腸菌群数で、去年のものは思い出せないのですが、黒目川の方

が、全て基準値を超過して不適合になったということは泳ぐことについて判定としては適

さないのでしょうか。あと原因、どうしてこれが基準値を超過したのか何か理由はわかっ

ているのでしょうか。また、綺麗にするというのは考えてないのでしょうか。 

石井課長 

 ふん便大腸菌群についてでございます。今年の実績としましてはまず、８月の調査の時

に大腸菌群、新高橋３，３００，１２月の調査の時に１，７００。はあとぴあの方で８月

が５，２００、１２月が１，５００という値になっております。令和２年度につきまして
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は新高橋の８月が３６、１２月が１２。はあとぴあの方が８月が３００，１２月が２００

となっています。値は１０００。１００ｍｌあたり大腸菌の数が１０００までが基準値と

いうことです。昨年度はクリアしていたが今年は２地点、夏も冬も大腸菌の数が多かった

ということでございます。川の基準は通常、ＢＯＤというもので測ります。それにも増し

て黒目川で水遊びする人、子ども達も結構いますので、その心配があるということで、Ｃ

ＯＤとふん便性大腸菌群の検査も継続してモニタリングしているのですけども、この水浴

場の基準というのは、主に海水浴、海になります。沼とか川はだいたいＢＯＤの数値を使

います。海水浴場の基準でいくと水浴には向かないということで、川でございますのでプ

ールの様に消毒しておりませんので、できれば全部浸かって遊泳するような遊び方ではな

くて、通常の川の水が口とか目に入ったらよく洗ってください程度の親水の仕方、遊びで

十分注意して楽しんでください。そのような発信をさせていただいているところでござい

ます。ただ、あそこで泳ぐなというのは、川の場合、遊泳禁止というのは難しいので、そ

ちらの点でプールみたいに泳がないでください、綺麗ではありませんと発信はさせていた

だきたいと考えているところでございます。 

外山委員 

なぜ増えたか原因はわかりますか。 

石井課長 

 原因というのは誠に難しいのですが、川は上流から朝霞市のみに留まっておりません。

大腸菌ということですと、例えば生活排水が流れ込んでいるところもございますし、単独

浄化槽のお宅ですと生活排水の方が綺麗に浄化されずに川にたどり着く場合もあります

ので、時間や場所、タイミングで大腸菌が少し増えている可能性がある箇所もあるのでは

ないかというところでございます。そういうところも加味して川を楽しんでもらえればと

いうところでございます。 

外山委員 

 足で入るくらいであれば大丈夫。飲んだりしたら危ないのですか。 

石井課長 

 こちらの数値、私も本当に造詣はあまりないところでございますけども、これをちょっ

と飲んでしまった場合に即、体に悪影響があるかといえばそうではない数値ではないか。

遊んでいただいた後には十分な手洗いやうがいをしていただければいい状態だと思いま

す。ただ、潜って、ごくごく川の水を飲んでしまった場合によってはお腹を下すというこ

とがあるかもしれませんけど、例えば、海水浴場として海開きしているところの水質に比

べればそこまでの水質ではないということでございます。この地点での数値でございます

ので全てがここの数値と想定しておりません。この地点においてはこの時期、遊ぶには気

を付けてくださいという状況でございます。 

小島副会長 

ありがとうございます。 

松下委員 
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すいません。あと１点だけ確認です。５４ページの委員の名簿のところの平井委員のお

名前の御訂正はしていただけるということでよろしいでしょうか。 

石井課長 

 すいません。訂正させていただきます。申し訳ございません。 

小島副会長 

ありがとうございます。それではこちらの朝霞の環境についてはよろしいでしょうか。

次に、議題３の第３次朝霞市環境基本計画について、事務局から説明をお願いします。 

四方田係長 

それでは、第３次朝霞市環境基本計画について御説明いたします。皆様、お手元のこち

らの緑の冊子、第３時朝霞市環境基本計画の３８、３９ページを御覧ください。今年の４

月からすでにスタートしておりますこの計画は、左部分にございます「みんなでつくる 

水とみどりが豊かな 環境にやさしいまち 朝霞」を望ましい環境像として掲げ、この目

標に向けて、その隣の４つの【環境目標】、「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」とあり、その

右隣１２の【個別目標】、そしてその右側にございます２９の【実施施策】により具体的

に進めていくこととなります。例として、一番上の緑の横長の部分ですが「自然と人との

共生」では「１－１ 生き物がすめる環境を大切にする」という個別目標に向けて、具体

的に３つの実施施策がございます。４１ページを御覧いただきますと、現状、今現在の状

況に対し、４２ページに課題が掲載されておりますが、この課題を解決するために、実施

施策がその下に１－１－１、１－１－２、１－１－３、そしてそれぞれ具体的な環境指標

として４４ページに掲載しております。なお環境指標につきましては１３４，１３５ペー

ジにまとめて掲載しております。もう一度、３９ページに戻っていただきますと、一番右

側には【関連するＳＤＧｓ目標】とありますが、近年、マスコミや学校などでも取り上げ

られております「持続可能な開発目標」の施策の体系に関連するものを掲載しております。

今回の第３次朝霞市環境基本計画の大きなポイントといたしましては、目次を御覧いただ

きます。目次の中で、第５章の朝霞市地球温暖化対策実行計画と第６章の朝霞市気候変動

適応計画を内包した点が大きなポイントとなります。次に１１３ページを開いていただき

ますと、このページは地球温暖化計画の実際の実施施策が四角で囲ってありまして３－１

－１、３－１－２と書いてありますが、先ほどの目次を開いていただきますと、第４章、

環境目標３脱炭素・循環型社会の推進、この３－１から３－４がこちらと連動しておりま

す。このような形で第６章、朝霞市気候変動適応計画の実施施策としては第４章、環境目

標「３－５ 気候の変化に備える」こちらと連動しております。第４章の中に朝霞市地球

温暖化計画と朝霞市気候変動適応計画が溶け込んでいるのですが、それだとわかりづらい

ので第５章、６章として抜き出している形になっています。また、４４ページに環境配慮

行動というものがありますが、これはこの計画を推進するためには市だけではなく、市

民・市民団体、事業者、市内の全ての人で取り組んでいかないと目標達成は難しいという

ことで、環境配慮行動をわかりやすく表示することによって皆さんに御協力いただき、推
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進するというのがポイントのまた１つとなっております。この計画は、繰り返しになりま

すが、すでに環境指標を市役所の関係各課で掲げて、動き出しております。次回の秋の会

議では、来年度、この第３時朝霞市環境基本計画に基づいた実施計画の案をお示ししたい

と考えております。本日、お手元に見開きの概要版というのが、前回から引き続きの委員

には冊子と一緒にお送りしているのですが、これを見ていただきますと４つの目標に向け

て、１０年後の目指すべき姿に向けてみんなで左右にある環境配慮行動を進めて目指す目

標「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」を目指す概要版

になっておりますので次回また、こちらの進捗に関する資料をお示ししたいと考えており

ます。簡単ではございますが、説明は以上です。 

小島副会長 

 ありがとうございます。ちょっと難しかったと思いますけど、今のお話の中の概要版を

御覧になってから、本編に移っていただいた方がより分かりやすいかなと思いました。今

の説明も、これをしっかりやっていることによって難しかったけど理解できるかなと感じ

ました。すごくよくまとまっていて、概要版が環境に携わっていない方にも手に取りやす

いのかなと感じました。何か今の説明でわからない点とか質問とかございますか。大丈夫

ですか。それでは、議題４のその他について、事務局から説明をお願いします。 

四方田係長 

 それでは先ほど議題２の朝霞の環境(令和３年度年次報告書)につきましては、本日いた

だいた御意見を修正いたしまして、この後、他課所管分の実績を加えまして、実施計画と

ともに、秋の第２回目の環境審議会にお諮りした後、年内中の発行を目指してまいりたい

と思います。第２回の審議会ですが、１１月１４日（月）午前１０時からの開催を予定し

ております。詳細等につきましては改めて通知させていただきますので、よろしくお願い

します。朝霞の環境ですが、修正点を見つけていただきましてありがとうございます。も

し、お帰りになって何か他の点に気づいたり、御意見等ございましたら１週間後の８月４

日まで電話で構いませんので事務局までお知らせいただければと思いますのでよろしく

お願いいたします。以上です。 

小島副会長 

 それでは、今日は目標としていた１時間ちょっとということで皆様の御協力により、な

んとか終わらせることができました。本当にありがとうございました。２回目の１１月の

会議の時は松村会長に来ていただいてより深い審議ができると思いますのでどうぞよろ

しくお願いいたします。ありがとうございました。それでは事務局の方へお返しさせてい

ただきます。 

事務局（五十嵐補佐） 

小島副会長ありがとうございました。それでは、本日の会議は閉会とさせていただきま

す。皆さまお暑い中ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。 

 

◎閉会 
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