
 
様式第２号（第５条関係） 

審議会等会議録 
発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要    
司会（小林課長）                                
司会（小林課長）   
議長（大豆生田委

員長）    
 
１ 開会   皆さんおはようございます。  本日は、多忙のところご出席いただきまして、誠にありがとうご
ざいます。  ただ今から、平成２８年度第１回久喜市環境監査委員会を開会さ
せていただきます。  なお、ただ今の出席委員は３人でございまして、大熊委員、藤岡
委員からは欠席の旨の報告をいただいているところでございます。  久喜市環境監査委員会運営規則第３条第２項の規定に基づきまし
て、過半数を達しておりますので、本日の会議は成立しております

ことをご報告申し上げます。  それでは、本日の会議に入ります前に、配布資料を確認させてい
ただきたいと存じます。  本日の配布資料につきましては、事前に郵送させていただきまし
たが、一部、不備がございましたので、本日配布させていただいた

ところでございます。大変申し訳ございませんでした。  それでは、確認させていただきます。  はじめに、本日の会議次第  資料１ 久喜市の環境（案） 平成２８年版（Ｎｏ．２９）  資料２ 久喜市の環境（案） 平成２８年版（Ｎｏ．２９）【指
標一覧表】 
でございます。  続きまして、会議の開催にあたり、皆様にご了承いただきたいこ
とがございます。 
会議の内容につきましては、議事録を作成して公開することとし

ております。  そのため、会議の録音及び写真撮影につきまして、あらかじめご
了解をいただきたいと存じます。  なお、本日の傍聴者につきましては、現在のところ、おらないと
ころでございます。  
２ 委員長のあいさつ   それでは、次第の２、大豆生田委員長よりごあいさつをお願いし
たいと存じます。   皆さんおはようございます。  只今、司会からありましたように、５名の委員のうち２名が欠席
しております。出席者は委員の３分の２なのですが、少々残念だな

と感じます。  いずれにしましても、鋭意、監査を実施したいと思います。よろ
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しくお願いします。   ありがとうございました。  
３ 事務局職員の紹介   続きまして、次第の３、事務局職員の紹介でございます。  ４月の定期異動におきまして、人事異動がございましたので、本
日出席させていただいている職員の紹介をしたいと存じます。   （事務局職員自己紹介）   事務局職員は以上でございます。引き続きよろしくお願いいたし
ます。  
４ 議題について   続きまして、次第の４、議題について、でございます。   会議の進行につきましては、久喜市環境監査委員会運営規則第３
条第１項の規定に基づきまして、委員長に議長をお願いしたいと存

じます。  大豆生田委員長、よろしくお願いいたします。  
それでは、暫くの間、議長を務めさせていただきます。円滑に議

事が進行できるよう、ご協力をよろしくお願いします。  次第の４、「市の環境監査について」実施したいと思います。  これにつきましては、先程紹介のありましたとおり、事前に事務
局から資料が２点、配布されております。  それでは、質疑に入りたいと思いますが、その前に、藤岡委員と
大熊委員がご欠席されておりますが、事前に２人から問題点等の意

見がございましたら、事務局から説明をお願いしたいのですが。   お二人に伺ったところ、特に意見はなく、何かありましたら報告
します、とのことでした。  
（平成２８年度版「久喜市の環境」及び「指標一覧表」の修正点を

説明し、これを基に、環境指標等概要を説明）   分かりました。  それでは、随時、内容の確認に入りたいと思います。  進め方としては、ある程度ブロックを決めた形で、ページをめく
りながら、疑問点や質問点がございましたら、ご指摘ください。見

逃した、という点があったら、戻っても構いません。  それでは、最初から進めていきたいと思います。 
第１章、これは全体の指標的な関係や概要で、１ページから１０

ページまでですが、まずは１０ページまでの点でございますか。  
（質問なし） 
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  後でまた細かいところが出てくると思います。  では、次に第２章ですが、２３ページまでです。  お聞きしますが、２２ページで、太陽光発電の年度のうち、１９
年度と２０年度が抜けているのですが、これはなぜ抜けているので

すか。   こちらは、久喜市で太陽光発電の市民向けの補助金をやっていな
い時期がございまして、その２年間が抜けているところでございま

す。   それを下に注釈で書いてはいかがでしょうか。普通に見た場合
に、疑問が出てしまうと思うのですが。   分かりました。１９年度、２０年度につきましては、注釈を入れ
させていただきます。ありがとうございます。   その方が良いかと思います。  それでは、２４ページから、環境目標Ⅱです。３０ページまでで
す。   ２５ページの、アライグマってこんなにいるのですか。    初めての人はびっくりしますよね。   ２５ページ、アライグマの捕獲頭数が１９頭と。    栗橋は０ですね。   これは、県の数字ですか。    久喜市のそれぞれの地区の捕獲頭数ということで、掲載しており
ます。   すみません、ちょっとよろしいですか。昨年のアライグマの捕獲
頭数の推移で、菖蒲は３ですよね。２７年度は１４、急に多くなっ

ていますが、これは何か理由があるのですか。   どうなんですか。    数値の間違いとか、そういうことではないですよね。   久喜市というより、埼玉県全体で見ますと、東松山市やさいたま
市の岩槻区では、かなり多く分布が見られるという状況になってい

まして、なぜそこが多いのか。実はアライグマは、昭和５０年代、
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アニメで「アライグマ ラスカル」というものがヒットしたと思う
のですが、それの影響で、ペットとして輸入され飼われはじめたよ

うです。実際に飼い始めると、アライグマはテレビアニメの中では

可愛い動物ですけれども、熊ですので、とても凶暴で飼いきれな

い、ということで、逃げたり、捨てられたりして増えていったよう

です。そういう分布図を見ますと、東松山市から桶川市に、桶川市

から菖蒲地区に増えており、久喜市においても、年々増えている状

況が確認されています。 昭和５０年代で飼い始めたアライグマが
捨てられ、それが繁殖していく、という状況のようです。   アライグマはどうするのですか、県に捕獲してもらうのですか。    埼玉県アライグマ防除実施計画というものがございまして、仮
に、市民の方が被害に遭って、「はこわな」を貸し出して捕獲した

場合、県指定の動物病院に持ち込みまして、そこで殺処分をしま

す。殺処分をした後は、焼却処理をしております。   分かりました、ありがとうございます。   他にも、質問があればどんどんしてください。    ２７ページの、自然林の育成の話なのですが、平成２２年に総合
運動公園の横で、その前に三崎の森公園で、その他、中川水辺自然

観察広場で、これを自然林として作ってきたということですが、自

然林ということは、放置というのはおかしいかもしれませんが、手

を入れずに、森がどういう形で発展していくか、ということを、見

守っていこう、ということだと思うんですよ。   はい。     そうですよね。これを途中で検証するといったことはしないので
しょうか。放っておくとすると、いつまでになるのでしょうか。   こちらにつきましては、検証というのは現在のところ考えており
ませんが、まだ作って間もなく、実際に中川を私が１月に見てきた

のですが、まだ全然丈が伸びていない状況ですので、もし検証する

としても、もっと後になるのかなと考えております。   今の件なのですが、自然に任せるということは、例えば葦とかい
ろんな草が自然に生えますよね、そうした下草を刈るとか、そうい

ったことをしないで、本当に自然に任せる、ということでよろしい

ですか。   植えた頃は下草などは刈っていたのですが、ある程度丈が大きく
なればそのまま、ということです。  
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 それが一番自然ですよね、陽が当たらなくなったからその木が負
けていく、ということがね。分かりました、ありがとうございま

す。   今回これは載っていないのですが、いわゆる街路樹の剪定の話、
これはどうしているのでしょうか。街路樹を切りすぎたとか、切っ

てはいけないとか、ある程度の基準はいろいろと意見があるのです

が、そちらについては、市の見解は出ているのですか。   街路樹につきましては、管理指針を建設部の方で作成する予定で
ございまして、今後はそれに基づいて、街路樹の剪定等を行ってい

く予定でございます。   うちの近くの公園のケヤキが一気に切られてしまって、本当にあ
れで良いのかな、と多分今年は数が少なく映えないのではないか、

ということもあります。一方で、具体的に言えば、栗原のケヤキ通

りは、歩道に根っこがはみ出してしまって、通行が少々危険なとこ

ろがあるわけです。そういうところの住民の声は恐らくかなり入っ

ているのではないかと思うのですが、管理の問題はどうなっている

のでしょうか。  
管理につきましては、建設部の方に問合わせ等がいっておりまし

て、街路樹の強剪定については、落ち葉の問題や虫の問題等との兼

ね合いが中々難しいところがある、というのが現状となっていま

す。   夏場は涼しくて良いのですが、難しいですよね。   それを含めて、管理指針の方で管理していくのではないかと。    これは環境課ではなく、道路河川課ですか。    そうです。    はい、分かりました。  ということで、３０ページまで確認しました。 
３１ページから「健康で安全に暮らせるまち」、３３ページに公

害苦情関係の処理件数が載っています。 
この公害苦情の中で数字的には増えているものも減っているもの

もあるのですが、「その他」という項目、前のページの説明では

「その他として、上記以外にも６件苦情が寄せられています」とい

う話もあって、そこには、久喜地区の木材とか、テレビの話とか、

鷲宮の話があります。 
これは２７年度の６件の話だと思うのですが、その前の、２５年

度、２６年度の方が、４３件と３３件と、かなり多くの数字があっ

て、今回が６件に減っている、ということなのですが、この「その
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他」の区分の仕方です。「苦情」という形で括った場合の、臭いと

か音とか汚染とか、そういった苦情以外のものなのですが、「その

他」という区分けはどういった形になるのでしょうか。  今回の場合は６件だったのですが、去年の数字が理解できなかっ
たのですが。   ２７年度の公害苦情につきまして、若干整理をさせていただきま
したところ、その結果として今回区分する数が減った、という実情

があります。  それぞれのものを、市民の方としては、相談という形で市役所に
連絡が来るところですけれども、結果としてそれを苦情として見た

場合に、こちらの左側にあります、大気であるとか水質であると

か、そういったものをトータル的に見て、いずれにも該当しなかっ

たものを「その他」として挙げさせていただいているところです。  これにつきましては、見方になりますので、どれが正しい、とい
うのは中々難しいところですけれども、２７年度につきましては、

このように直させていただいた、ということになります。   苦情の件数的には合計数は変わっていない、ということなので、
中身だけ変わったのかなと思いましたけど、要は、その区分けの仕

方が変わった、ということですね。   はい。    分かりました。    この、不法投棄はどういうものが多いのでしょうか。   不法投棄に関しましては、テレビなど様々なものがございます。    そういう場合は、市役所に連絡するとすぐ取りに来ていただける
のでしょうか。  誰か見て、捨ててあった場合に連絡すれば、すぐに取りに来ても
らえるのでしょうか。   その捨ててある物がどこにあるか、例えばそれが、民地と言いま
して、個人が所有している土地の中にあるものは、市役所として

は、回収することができません。   田んぼとかですね。   それが道路上ですとか河川とか、そういう所でしたら、連絡をい
ただければ対応いたします。   邪魔になったりすると、ちょっとね。  
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 その次、３４ページからは大気環境についてです。  大気汚染の測定結果が載っているわけですけども、３６ページの
二酸化硫黄、これの平成２６年度、２７年度の、工業団地管理セン

ター、あやめ会館、栗橋西中学校、鷲宮西コミュニティセンター、

この場所で測っていますということですが、場所はどうやって決め

ているのですか。   合併前の旧団体にあたる４地区に一箇所ずつ、という形で決めて
おりますけれども、それ以上は過去との比較になるので、同じ場所

で引き続き計測しています。   今までずっと、南中とか、そういう測定外っていうのがありまし
たよね、久喜市の場合。そういう所の、外から出てくる場所の一般

管理測定局とはちょっと違いますよね。   そうですね。それにつきましては、今お話したとおり、改めて見
直す理由がありませんし、過去との比較がございますので、前年度

を踏襲しております。   それでですね、私が一番気になったのが、４２ページの上の表で
す。  一酸化窒素と二酸化窒素の年平均経年変化、この数値のこのグラ
フでおかしいのではと思ったのが、２５年度の二酸化窒素のデータ

なんです。  このデータは、去年のデータと違うんですよね。去年のデータが
０．０１６を使っていながら、今回が０．０１を使っている、これ

はどういうことかなと思って。  去年のものを、私、今持っています。それだとグラフが違うわけ
ですよ。要するに、０．０１６を使うと、なだらかに落ちてくるの

が、出てくるものが上がってしまう、そういうデータなので。   すぐにはお答えできないので、お時間をいただきまして、ご回答
させていただきたいと思います。   どちらが正しい、と言うよりも、去年はこれで報告してますよ
ね。測定値ですから、去年の報告を訂正するのはおかしいですが。   恐縮です。確認いたします。    では、先に進みます。  次は光化学スモッグの話ですが、４６ページ下部の「（２）概
況」です。「平成２７年度の光化学スモッグ緊急時の発令日数は、

下表のとおりで、前年度と比べると発令回数が少なくなっていま

す」とありますが、予報の回数は増えていますね。これはどうなの

ですか。   ご指摘いただいたとおりです。本年度の平成２８年には注意報が
１回しか発令されなかった、ということがございまして、担当者の
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認識としては減っていると思っていたのですが、こちらの報告は２

７年度でございますので、「少なくなっている」という表現は誤っ

ております。訂正させていただきます、申し訳ございません。   数字を見れば分かってしまうので、お願いします。  では、先に進みまして、５４ページの指定施設・指定作業の件数
ですが、工場等実数の数値は届出の数ですよね。   はい。    それで、例えばハンドグラインダー使用作業の施設数は３３件と
なっており、指定騒音作業の数値が大きく変動していますが、これ

は実数ですよね。去年の数字は０だったのですが、届出ですので、

企業がそれを設置すれば増える、ということですか。   こちらにつきましては、その時の届出を反映させていただいてお
りますので、社会的に建設の増加があった場合には、数値が増加し

ます。   指定施設・指定作業の件数の表の下にある「各種届出」の３３件
がそうですね。  次のページの上部に、概況として「苦情件数７件」とあります
が、前年度は０件だったので前年度から増加しているので、これも

工場の指定ですよね、建設作業場の苦情ですか。   特定建設作業と言いまして、ある一定の振動や騒音を起こす重機
を使用した作業、こちらを行う場合に該当する苦情です。   これはその都度、企業に対して改善の要望を行う、という形で対
応しているのですか。   はい、そのとおりです。  他にも、住民感情と致しまして、市街区域内でそのような工事が
行われると、どうしても苦情という形でご指摘がある、ということ

はあります。ただし、適合したもの・法的に正しいもので作業され

ている場合には、こちらとしては周りに対する配慮のお願い、とい

う形で処理させていただいております。   はい、では少し進みまして、５８ページの騒音･振動測定結果で
す。これは、環境基準を超えた場合に、要請限度という自動車騒音

について要請するというものですが、この東北自動車道の数字を見

ますと、基準値７０ｄＢと６５ｄＢに対して７４ｄＢと７２ｄＢで

すが、限度を超えたということで、こちらについては要請等、何か

対応を行ったのですか。   こちらにつきましては、たしかに夜間につきましては要請限度を
超えていますが、要請はしていません。  
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 それは、あまり大きな数字ではない、あるいは、苦情がなかった
から、ということでしょうか。   こちらに関しては苦情を受けていないのですが、要請をする、と
いう判断に至らなかったところです。   はい、分かりました。  続きまして、６５ページの悪臭に関する問題です。臭いの問題は
判断基準が難しいところですが、概況で「家庭から出る悪臭につい

ての苦情もありますが、悪臭防止法が適用されないため、対応に苦

慮しています」とありますが、去年は「近隣については配慮するよ

うお願いしています」という表現を使っていました。  同じような表現ですが、「苦慮しています」だと、行政では何も
対応をしていない、と捉えられかねないのではないでしょうか。   対応につきましては、まったく同じです。規制につきましては、
事業所・工場等ではこのような規制基準がございますが、生活の臭

いにつきましては基準がございませんので、市役所と致しまして

も、基準に適合しないからこういうことをしてください、というこ

とができません。 
こちらの表現につきましては難しいところがございますが、ご指

摘いただいたので、検討したいと思います。   「苦慮している」という表現だと、何もしていないと感じてしま
ったので、去年の表現が良いと思います。   分かりました、ありがとうございます。    次に、６８ページですが、こちらから水質汚濁の話となります。
「人の健康の保護に関する環境基準」の数字ですが、カドミウムに

ついては、去年は０．０１でしたが、０．００３に変わっており、

法改正による数字の変更に対応されているな、と思いました。  他にも、トリクロロエチレンが０．０３から０．０１に変わって
おり、こちらも法改正に対応されていて、非常に良いと思います。  ６９ページから、各河川の測定データがあります。こちらについ
ては６７ページに概要が記載されておりますが、「２ 概況」の上
から３行目「一部河川等を除き大きな変化は見られておりません」

とありますが、「一部河川」は変化があったのでしょうか。 
６９ページから数値を見ていき、一点だけ気になる点がありまし

て、河川番号３２「下野寺排水路」のＢＯＤの数字が８０と異常な

数字となっております。  これは、完全に水が流れていないことによると思うのですが、表
の上部に「順流」とあるので、こちらは流れているのですか。   こちらの表記を見ますと、そのように解釈できます。    流れているのであれば、ＢＯＤが８０というのは非常に淀んでい
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る状況だと思います。ＢＯＤは大きな数字が出やすいものではあり

ますが、これはどのような状態なのでしょうか。   １月１６日の冬季に測定を行いましたが、この時期は農業用用水
が流入しない時期にあたりますので、どうしても養分が希釈されな

い、ということがございます。また、現地はよく分からないのです

が、菖蒲地区につきましては、下水道の普及率に若干の差異がある

と伺っておりますので、生活用雑排水が流れ込み、その中の水量に

よって希釈されない養分が、ＢＯＤ等について反映されている、と

推測されます。   おそらくその通りだと思いますが、現地を見ないと分かりません
ね。  他に直していただきたい箇所が、９５ページです。こちらのペー
ジの河川水質分析調査箇所図で、この図の左右に番号と箇所名の対

応表がありますが、この番号と地図の番号が対応していない箇所が

あります。  もう少し詳しく言いますと、左側の表では、１～１０は６４ペー
ジから９１ページの表に番号通り対応していますが、１１～３２は

対応しておらず、３３以降は対応しています。  要は、６４ページから９１ページの表と、９５ページの表と地図
の整合性が取れていない、ということです。   分かりました、ありがとうございます。    皆さん、他に何かありますか？   
（質問なし）   では、私の方で気になる点を先に言わせていただきます。  １１４ページの、緑の推進員です。以前から引き続き実施してい
る事業ですが、２点質問があります。 
緑の推進員は「無報酬で任期は３年」とありますが、この「任期

は３年」というのは、３年毎に代わる、ということでしょうか。ま

た、「定員は３０名以内」とあり、平成２７年度の緑の推進員は１

７名となっていますが、この１７名というのは適切な人員数か、あ

るいは増員した方が良いのでしょうか。要は、現状で十分活動して

もらえている、という見方か、あるいは、もう少し拡充させて人数

を多くして活性化した方が良いのでは、という見方のどちらなのか

ということです。 
１１４ページの下部に主な活動報告がありますが、以前から見て

いると、ある人がある地域を担当して、その地域の活動をする、と

いう活動の仕方で、動いている人は動いているのですが、それが全

地区の必要なところを網羅しているのか、が疑問点でしたので。   緑の推進員につきましては、委員長のおっしゃるとおりで、３年
に１回、任期がございまして、交代をしております。２８年度に新
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たに委嘱をさせていただいているのですが、募集につきましては、

広報やホームページを利用して、募集させていただいております。  たしかに、緑の推進員は３０名以内、というお話ですが、こちら
につきましては、事務局としては増やしていきたい、と考えており

ます。   現在は、ある程度地域的にカバー、網羅されているという見方で
よろしいですか。   はい、人数は少ないですが、全地区にいらっしゃいます。    主に活動する場所は、公園とかそういうところになるのでしょう
か。   基本的には、個人の活動につきましては、例えばこちらに書いて
ある、外来生物の駆除のように見回っていただいている方や、個人

的に公園の清掃とか、そういうものに携わっていらっしゃいます。   はい、分かりました。  最後になりますが、環境マネジメントシステムの運用の話です。
久喜市が自主運営をするようになってからかなり年月が経っていま

すが、この状況を見ますと、システムは動いているな、と感じま

す。  １１５ページにあります目的目標の設定ですが、２２年度を基準
として、目的目標が数値化され、それを達成しているかを検証して

いるという形ですが、２２年度からの見直しの基準といいますか、

この辺りについては前から変わらないという形で進めていくのです

か。   現状は、仰るとおり２２年度比なのですが、環境保全率先実行計
画は２８年度までの計画でございまして、今、見直しをしている最

中でございます。ですから、２９年度以降につきましては、新たな

目標を設定します。年次報告は２８年度になりますので、来年度の

年次報告につきましては２２年度比の数字となりますが、現状では

こういう形で進めております。   はい、分かりました。  私からの質問は以上となりますが、委員の皆様は他にございます
か。ページを戻っても構いません。   １３ページの真ん中「②公共施設での種子の配布（菖蒲地区）」
で、コスモスの種子が４００袋となっていますが、昨年を見ると、

カスミソウの種を２５００袋配布しているんですね。今年が４００

袋というのは、今年度はこの数字になったからこうなんですよ、と

いうことであればいいのですが、極端に数が違うのでどうなんだろ

うと気になってしまって。   こちらにつきましては、菖蒲総合支所では他の支所と異なりまし
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て、平成２７年度まで花の種を配布しておりました。継続的に 
２０００袋程度、様々な花の種を、種類を変えて配布してきたとこ

ろでございますが、当初の予算といたしましては、２０００袋、で

きる限り予算を確保したいところでございましたが、予算配分の関

係により予算枠を確保できなかったため、平成２７年度は袋数が大

幅に減少したところでございます。気持ちとしては、多めに配りた

いと考えているところです。  ちなみに、平成２８年度につきましては、他の支所と合わせまし
て、苗木の配布ということで、全支所同じような形で取り組んでい

るところでございます。   どのような形で決めたのですか。   
苗木の関係でしょうか。   
はい、カスミソウからコスモス、そして苗木というように、どの

ような決め方だったのでしょうか。   菖蒲総合支所につきましては、このように独自に決めていたので
すが、苗木の配布につきましては、久喜、鷲宮、菖蒲地区の方も、

県からいただいて行っていました。緑化推進の予算につきまして、

各祭りで苗木を配布する、というような形で、バラつきを統一し

た、という流れがございます。   これに関連することですが、久喜と鷲宮は募金をしていますよ
ね。栗橋と菖蒲は募金はしないのでしょうか。   平成２７年度につきましてはもう終わってしまいましたが、平成
２８年度から募金を行っております。    やはり合併したので、同じようにやるんですね。   はい、同じように、苗木の配布と同時に募金を行っております。
平成２８年度の報告から、全地区で募金の結果を記載します。   昨年同じ質問をしたので、反映されていないのかなと思いまし
た。   あの時は、ちょうど全部祭りが終わった後でしたので。平成２８
年度報告分から、反映されます。よろしくお願いします。   他にもありましたらどうぞ。  
（質問なし）   では、２５ページの一番下に、鳥獣保護区で神明神社とあります
が、どちらにあるのですか。 
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  菖蒲地区にございます。    鳥獣保護区ですから、多様な生態系があるのですか。    オオタカが生息しているということで指定されています。    古墳の横の、参道があるところですか。なるほど。  
（以降、質問なし）   他に質問はないようですので、久喜市の環境（平成２８年度版）
の監査における質問は以上でよろしいでしょうか。    はい。    以上で、私の方から監査について整理しました。この報告書を作
成する形になるのですが、どういう形になるのですか。   こちらにつきましては、市の環境監査ですので、報告書を作成し
ていただくのですが、事務局案といたしましては、委員長にご一任

いただいて、委員長にご確認をしていただいたうえで印を押してい

ただければ、と考えております。  会議録につきましては、作成致しまして、確認のために郵送させ
ていただきますので、このような形で進めさせていただければと思

います。   確認なのですが、監査結果は議事録という形ではなく、結果と報
告ということですが、どういう形にするのですか。   報告につきましては、報告書と会議録を添付して市長に報告、と
いう流れになります。   一般の方が中身を閲覧できる形になるのですか。    報告書につきましても、ホームページに同時に掲載したいと考え
ております。会議録については、今までのように見られるようにし

ます。  
はい、分かりました。 
他に何かある方はいらっしゃいますか。   事務局での補足といいますか、確認になるのですが、６ページで

訂正のあった「太陽光発電システムの最大出力（累計）」ですが、
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平成２３、２６年度は小数点第１位の数字となっていますが、平成

２７年が小数点第２位までとなっているのはなぜでしょうか。それ

を遡ると、２２ページの表の数値を足しあげると６ページの数値に

なることは理解したのですが、平成２３年度は小数点第２位まで求

めるのであれば１２０２．２９、四捨五入すると１２０２．３とな

ります。平成２６年度は、３１５３．０５、そして修正をした平成

２７年度は３５０８．０５となり、統一性がないと指摘します。   先程、平成２７年度は３５０８．０５への訂正をお願いしました
が、統一性を持たせるということで、訂正はなしということでよろ

しいでしょうか。   結果的に、市民の方が見て分かりやすい数字にしていただければ
思います。   では、こちらにつきましては３５０８．１のまま、訂正無でお願
いしたいと思います。   以上をもちまして、議事は全て終了となります。委員の皆様は、
質問や意見等、いろいろありがとうございました。これで議長の任

を解かせていただきます。  
５ 閉会   長時間にわたり監査をしていただきまして、ありがとうございま
した。  閉会にあたりまして、鈴木副委員長からご挨拶をお願いしたいと
思います。よろしくお願いします。   長時間に渡りまして、審議をいただき、ありがとうございまし
た。これで終わりにしたいと思います、ご苦労様でした。   ありがとうございました。  以上をもちまして、平成２８年度第１回久喜市環境監査委員会を
閉会とさせていただきます。   

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。  
平成２９年 ２月２０日       久喜市環境監査委員会 委員長  大豆生田 章  


