
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（中島課長）

大豆生田委員長

司会（中島課長）

市長

司会（中島課長）

司会（中島課長）

１　開会

　本日は、ご多忙にも係わらず、ご出席いただき、誠にありがとう

ございます。

　それでは、只今より、久喜市環境監査委員会を開会させていただ

きます。

　最初に、定足数につきましてご報告申し上げます。

　久喜市環境監査委員会運営規則第３条第２項では、委員会の開催

要件と致しまして、委員の過半数の出席を求めているところでござ

いますが、現在３名のご出席をいただいており、過半数を上回って

いることから、本日の委員会が成立しておりますことをご報告いた

します。

　それでは、開会にあたりまして、大豆生田委員長よりご挨拶をお

願いしたいと思います。

　

２　委員長のあいさつ

　　（委員長あいさつ）

　ありがとうございました。

　続きまして、田中市長よりご挨拶を申し上げます。

３　市長のあいさつ

（市長あいさつ）

　ありがとうございました。

　田中市長におかれましては、このあと所用がございますので、こ

こで退席させていただきます。

（市長退席）

　それでは、ここで、昨年の３月の会議以降、人事異動もございま

したので、本日の会議に出席させていただきます職員を、あらため

て紹介をさせていただきます。

　環境経済部長の酒巻でございます。

　環境課、課長補佐兼環境企画係長の関口でございます。
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　環境企画係、主任の中村でございます。

　環境保全係、係長の杉田でございます。

　環境課、課長補佐兼環境衛生係長の島田でございます。

　菖蒲総合支所環境経済課、環境衛生係長の河野でございます。

　栗橋総合支所環境経済課、環境衛生係長の蜂須賀でございます。

　鷲宮総合支所環境経済課、環境衛生係長の道祖土でございます。

申し遅れましたが、私は、本日の進行役を務めさせていただきま

す、環境課長の中島です。どうぞよろしくお願いいたします。

　それでは、これより議事に入りたいと存じます。久喜市環境監査

委員会運営規則第３条第１項に基づきまして、大豆生田委員長に議

長として議事の進行をお願いいたします。

４　議題

　それでは、これより議長として議事を進めさせていただきます。

　早速ですが、お手元の資料、次第の４番　議題（１）「市民の環

境の保全及び創造に関する意見、要望等」について、審議に入りた

いと思います。

　事務局より説明をお願いします。

　環境課の中村です。よろしくお願いいたします。

　お手元にお配りしております資料のうち、右上に、「環境監査委

員会資料　平成２７年１月１４日」と書かれております資料につい

てでございます。こちらは、昨年１０月１日号の「広報くき」に掲

載いたしましたものを抜粋したものですが、こちらのとおり、市民

の環境の保全及び創造に関する意見、要望等を募集いたしました。

広報掲載後、３ヶ月ほど経ちますが、現在のところ、市民からの意

見や要望等の提出はございません。ここにご報告させていただきま

す。今後も、引き続き、広報等で定期的に同様の内容を掲載してま

いりたいと思います。意見・要望等が提出されましたら、この記事

の流れにありますとおり、委員の皆様に審議していただくことにな

っておりますので、その際は、よろしくお願い申し上げます。

　以上です。

　ありがとうございました。

　只今、事務局から、現在のところ市民からの意見や要望等は出さ

れていないということです。このことについて、何かございます

か。

　まず、私から。意見や要望がないということで良いということで

はないので、引き続き啓発を含めてやっていくのが妥当だと思うの
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ですが。

　最低年１回広報紙に掲載することにより、定期的に市民に周知を

図っていきます。また、一例ですが、市民まつり等のイベントの際

に、チラシ等を用意して啓発をしていきたいと考えています。

　広報紙の記事だけを見てわかってくれと言っても難しいのではな

いか。普段から市民への情報発信をしていった中で、意識を高めて

いくというのが一つの方法ではないか。だから、常に情報は発信し

ていく必要があると思う。

　市のホームページであれば常時掲載しておけるので、そのほかの

啓発と併せて、実施したいと思います。

　ほかにございますか。

　広報紙は見ない人は見ないから、イベントなどで啓発を図るのが

良いのではないかと思います。

　ほかにございますか。

　こういう形で良いのではないかと思います。環境に対するいろい

ろな問題や苦情があれば、その都度いろんなことを言ってくるんで

しょうからね。

　前回の３月のときにも申し上げたかと思いますが、市民の方はい

ろいろな苦情については、すぐ解決していただきたいという思い

で、電話あるいは窓口においでいただきます。こういった意見や要

望等を募集する機会がありますので、そちらでどうですかという、

時間のかかる対応方法は好ましくないと思いますので、すぐに対応

できるものはすぐに対応するというのが、環境課のような業務です

と、基本であると考えています。

　広報紙のように文章で書いてあると、難しい文章で書いて出さな

ければならないように感じてしまう気がします。ただ口で言うだけ

ならばいいけれど。

　これは直接ではなく、地域の区長さんなどを経由して出すという

ことですか。
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　直接です。

　いろいろなケースがありますが、苦情の中には、自分の名前は伏

せたいが相手には伝えてほしい、といった方も多く、徐々に増えて

いる感じがします。

　それではよろしいですか。ありがとうございました。

　それでは、続きまして、次第の４番　議題（２）「市の環境の保

全及び創造に関する施策」について、審議に入りたいと思います。

なお、この議題については、事前に事務局から送付いただいた平成

２６年版「久喜市の環境」を基に審議を進め、環境基本条例に規定

されております「環境監査」に代えたいと思います。

　事務局より説明をお願いします。

（平成２６年版「久喜市の環境」を基に、環境指標等概要を説明）

　ありがとうございました。

　それでは、この「久喜市の環境」平成２６年版ということで、皆

さんかなり読み込んでくれたかと思いますが、順を追って質問をさ

せていただきたいと思います。

　まず、第１章の方からいきたいと思います。

　この中で何か質問はありますか。

　私から１点お聞きしたいのが、９ページの「その他の環境に係わ

りのある指標」というのがありますが、指標というからには目標が

あるのではないですか。その前の「久喜市環境基本計画における環

境指標」には、目標があってそれに対する中間目標なりがあって、

達成した、達成しない、というのがあるが、ここには目標がない。

　６から８ページまでの「久喜市環境基本計画における環境指標」

は、久喜市環境基本計画に載せている環境指標になります。９ペー

ジの「その他の環境に係わりのある指標」については、旧久喜市環

境基本計画の中でデータを集計していたものに関して、引き続きデ

ータを取っている内容でございまして、目標値は設けていません。

　ということは、達成した、達成しないという評価もしない、とい

うことですか。

　そういうことになります。ただし、一番右の備考欄にＥＭＳと書

かれているものは、市の環境マネジメントシステムの中で毎年の目

標値を設定し、評価をしています。
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　わかりました。では次に、第２章の環境目標Ⅰで、何かございま

すか。

　私が聞きたいのは、市民まつりなどで緑の募金をしていますが、

どこで集めているのか、どのくらい集まったのか、集まった募金の

送り先が県の緑化推進委員会だけなのかをお聞きしたい。

　この募金につきましては、市民の皆さんにお願いしている募金

と、市の職員にも呼びかけている募金があります。市民の皆さんに

ついては、各地区の区長さんを通じてお願いしています。ですの

で、全市民を対象にお願いしているものになります。平成２５年度

の実績を申し上げますと、合計で３６１万８千５３９円、これが平

成２５年度の募金の総額です。参考に申し上げますと、職員の募金

は、７万１千４７３円となっています。募金は、県の緑化推進委員

会に送金し、送った金額の半分が市に返ってくる、というシステム

になっています。それを財源の一部にして、公共施設への緑のカー

テンなどに充てています。それから、市民まつりなどで配布する苗

木の費用に充てる、といった仕組みになっています。

　県の緑化推進委員会に送金するというのは、何か決まりがあるん

ですか。これは、市がこの緑化推進委員会に加盟しているというこ

とですか。

　はい、市として加盟しています。緑化推進委員会の「緑の募金」

という事業として行っていて、募金の半分は市に戻ってきますが、

残りは緑化推進委員会が行う植樹や緑化事業の財源になっていま

す。久喜市でも、学校の校庭に芝生を植える事業で緑化推進委員会

から補助金をいただくとか、学校の子ども会などが行う緑化に繋が

る活動に補助金をいただいたりしています。

　緑のカーテンはゴーヤですよね。

　ゴーヤのほかに、アサガオ、ヒョウタンも利用しています。

　できたゴーヤはどうしているんですか。

　種をとって、市民まつりのときに配布したり、保育園などでは食

材にしたりしているようです。

　では次に、第２章の環境目標Ⅱで、何かございますか。



員長）

議長（大豆生田委

員長）

事務局（中島課

長）

議長（大豆生田委

員長）

事務局（中島課

長）

宮島委員

事務局（中島課

長）

　生垣設置奨励金なんですが、平成２４年度、２５年度とも実績が

ないということですが、実績がなかったということはどういうこと

ですか。申し込みがなかったんですか。

　年に数件、問い合せはあったんですが、申請にまでは至らなかっ

たということです。推測になりますが、生垣ですと虫がついたりと

か、設置後に手がかかりますので、そういったことが敬遠されてい

るのではないかと考えています。このため、年に何回か、広報紙に

記事を掲載していますが、なかなか申請には至っていません。

　なお、平成２６年度には、１件申請があり、奨励金を交付しまし

た。

　もう一つ気になったのが、街路樹のことが報告書の中に出てこな

いことです。特に、街路樹の害虫対策といったことが。

　広く考えれば環境という括りの中に入ってくるのかもしれません

が、現在の市役所の中での役割分担の中では、街路樹は建設部の道

路河川課で担当しておりますので、害虫対策などについては道路河

川課が行っています。

　ただ、ホームページを見ていただくと掲載してございますが、基

本的に、国、県から、街路樹あるいは公共施設の樹木については、

薬で管理するのではなく、虫が広がらない段階で枝を切る、といっ

た基本的なマニュアルが出されています。久喜市でもそういうもの

を定めており、これを定めたのは環境課でございまして、内部の取

り決めとして取り組んでいます。街路樹の管理は道路河川課で行っ

ていると申し上げましたが、対応の方法は環境課で定めたマニュア

ルに従って対応しているところです。

　実際には、害虫が樹木全体に広がってしまい、薬剤を使うことも

あるようですが、まず第１段階では消毒はしない、という基本的な

やり方で行っています。

　太陽光発電のことなんですが、今はだいぶ増えまして、電力会社

の方で買わないとかという報道がされていますが、太陽光発電への

補助金に影響はあるんですか。

　平成２５、２６年度は、市の補助金に対する申請が減ってきてい

ます。以前は予算が足らないくらい申請をいただいていたんです

が、ここ２年くらいは予算が余る状態です。国も県も、今年度から

補助制度を廃止し、いろいろと方向性が変わってきましたので、そ
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の影響もあるかと思います。ですから、市でも、平成２７年度から

は、太陽光だけでなく、省エネルギーのほかのメニューも加えた形

で、制度を見直そうかと検討しているところです。

　それでは、第２章の環境目標Ⅲ－１のところで、何かございます

か。

　３２ページの「公害苦情種類別受理件数」ですが、年度によって

凸凹がありますね。大気については、少し減っているのかな。

　騒音とか大気の汚染とか、いくらか落ち着いているような感じが

しますね。中国ばかりすごくて。

　不法投棄防止のための環境保全巡回パトロールは、どういった人

がやられているんですか。

　月に２回、職員が要注意箇所を回るようにしています。なお、杉

戸県土整備事務所が管理している河川などは杉戸県土整備事務所に

連絡して回収をお願いして、片付けてもらうようにしています。

　場所については、重点的にどこかを特に選ぶとかは。

　１個捨ててあると、そこへいろいろなものが捨てられてしまう。

　おっしゃるとおり、１箇所にいくつか捨てられていると益々捨て

られてしまうので、できるだけ早期に片付けるようにしています。

パトロール箇所については、何箇所かルートを決めて実施していま

す。

　パトロール箇所の選定につきましては、今まで多くの苦情をいた

だいているような、ゴミを捨てられやすい場所を中心に回っていま

す。また、新たに苦情があった場合は、まず現状を確認し、この場

所はこれから増えそうだといった場合は、パトロールの重要ポイン

トの中に加えていく、そういう対応をしています。

　杉戸県土整備事務所に言うのが良いのか、環境課に言うのが良い

のか、ちょっと迷っている所があります。太田袋、北青柳、下早見

の境に備前前堀川にかかる皆代橋という橋があるんですが、下流の

久喜宮代衛生組合のところにある万年堰を止めると水位が上がっ

て、この橋に上流から流れてきたゴミがつかえるんですよ。去年は
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あまりなかったんですが、前はそれこそダンプカーに３台も４台に

もなるくらいゴミがたまるので、環境課に言うのが良いのか、杉戸

県土整備事務所に言うのが良いのか。

　環境課に連絡をいただければ、実際に管理している杉戸県土整備

事務所に環境課から連絡をいたします。ただ、久喜市の環境課から

連絡が入ったのと、住民から直接苦情をもらったのでは、県の対応

のスピードがちょっと違ってくるような感じはしますが。いずれに

しても、市民の方は電話しやすいほうに電話していただくというこ

とでよろしいかと思います。

　テレビとかそういうのじゃないんだけど、小さいものがたくさん

たまるんです。

　大きいゴミ、例えば自転車とか、バイクとかというのは、個人で

はできないですよね。

　それは、市で管理している河川もありますけど、河川管理者の対

応になりますね。信じられないようなものも、捨てられています。

　アパートに入っている人が、勤めの帰りにコンビニで夕飯を買っ

てきて、帰りにそのまま食べて、そのままポイ。捨てていくんです

よ。環境課から看板３枚もらってフェンスに貼ってあるんだけど。

だいぶ良くなりましたけどね。

　次に、お聞きしたいのは、５４ページの真ん中で、新幹線の騒音

がありますが、市も同じ地点で独自に測定を実施しているとあるの

ですが、その理由は。

　県は、新幹線の軌道の中心から２５ｍ、５０ｍ、１００ｍという

ように区切って測定しています。市では、軌道の中心から１２．５

ｍの地点で、１．２ｍ、３ｍ、６ｍの高さで測っています。

　高さを変えるのはどういう目的ですか。

　人間の高さ、ちょっと高い高さ、２階の高さという形で、測って

います。

　わかりました。次にお伺いしたいのが、５９ページの地図で、な

ぜこの路線だけが測定の範囲なのか。もっと測らなければいけない
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のでは。例えばさいたま栗橋線とかが入ってないですよね。

　自動車騒音・振動の測定につきましては、平成２４年度から市で

測定することになりまして、その路線の数が大変多いことから、５

年間で一回りするように測定するということにしました。２４年度

は県道幸手久喜線の１箇所だけを測定し、２５年は７箇所、２６年

度も７箇所、２７年度７箇所、２８年度６箇所やることによって、

一周するというような計画を立てて行っています。５９ページの調

査位置図には、２５年度に測定を行った路線を載せています。

　去年もそういう説明を受けましたね。わかりました。

　それと、騒音でちょっと。この前、課長には話しましたが、低周

波音のことが１２月２０日の毎日新聞でちょっと出てまして、これ

は消費者庁の消費者事故調が省エネ型給湯器「エコキュート」から

でる低周波音の健康への影響について調査報告書を提出したことに

ついてなんですが、こういった低周波音に関連する苦情というのは

来ていますか。

　多くはありませんが、あることはあります。一例を挙げますと、

菖蒲地区で、低周波音を感じるという苦情で、ある設備の関係だろ

うということでしたが、職員が行ってもなかなか確認できない。す

るとその苦情者の方は、警察とかにも連絡をする。そういったこと

を繰り返して、最終的には、県から借りた測定器で測定をいたしま

した。測定の際は、苦情者本人だけでなく、家族の方とか、周りの

方とかに立ち会っていただいて、苦情者の方が原因だと言っている

設備のところにも、立会いをしながら、設備を稼動させたり、停止

をさせたりを繰り返し、測定結果の数値を見せながら、最終的には

その設備の問題ではないようだということを、家族の方も含めて概

ね理解していただいた、というようなことがありました。

　今年に入ってからも、ほかの地区ですが、交通量の多い国道沿い

の方から苦情をいただいたということもございますが、やはり基本

的には、本人からの聞き取りをしながら、家族の方、地元の区長さ

んなどにも一緒に立ち会っていただくようにして、そういう問題が

あるのかどうかを探るような対応をしています。いただいた新聞記

事にも、最終的には機械で測定しても出てこないような場合でも、

低周波音を感じる人もいる、ということのようですので、非常に難

しい問題であると感じています。ただ、環境課への苦情全般に言え

ることですが、まず直接伺って話を聞いたり、できる限りのことは

する、というスタンスでいくしかないのかなとは思っています。

　わかりました。
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　次に、６５ページのＰＭ２．５の下の、監視体制のところの文

章、「注意情報の発表後、濃度が低下した場合でも、注意情報は解

除されることはありません。また、注意情報は、発表された日の深

夜０時まで適用されますが、翌日以降に持ち越されることはありま

せん。」となっていますが、この文章はちょっとおかしいんじゃな

いかと。

　これは私もわかりづらいと思います。このＰＭ２．５の注意情報

ですが、例えばダイオキシンですと、発令されてその後解除され

る、ということになりますが、ＰＭ２．５の場合は、解除という考

え方がないということです。ただ、解除がないと言っても、発令さ

れたらずっとそのままというのも理解できないので、県に話を聞い

たところ、やはり解除はしないということでした。ただ、その後、

県でも問い合せが多かったようで、一応こういう見解を出してきた

と思っています。ですから、解除はしないけれど夜中の０時で自動

消滅するということです。あくまでも解除じゃないということで

す。

　これを見た人がどこまで理解できるかですね。

　本来は、０時に問題がなくなるのであれば、０時をもって解除す

ると言ってくれれば、市民の方に説明しやすいんですが、そういう

表現はしないようです。

　それと、６４ページの調査地点位置図で調査地点を探しているん

ですが、これ、久喜南中学校は入れないんですか。南中も測定して

ますよね。

　埼玉県のダイオキシン調査につきましては、久喜南中学校で行っ

ています。こちらのダイオキシン調査の位置図につきましては、久

喜市が行っている場所ということで、菖蒲総合支所と鷲宮公民館の

２箇所を記載しています。

　ただ、久喜市の人は、ここだけの２箇所じゃなくて、南中でもや

ってるんだということがわかるようにしておいた方がいいんじゃな

いかなという気がするんですよね。あと、菖蒲総合支所の「所」の

字が抜けています。

　それは、出所を注釈つきでそのようにします。



議長（大豆生田委

員長）

宮島委員

事務局（蜂須賀係

長）

宮島委員

事務局（蜂須賀係

長）

宮島委員

議長（大豆生田委

員長）

事務局（杉田係

長）

　それでは、第２章の環境目標Ⅲ－２のところで、何かありました

ら。

　ちょっとよろしいですか。９９ページに合併処理浄化槽設置費の

２５年度の補助実績が載っておりますね。４千３００万円くらい。

この補助金はどういうときに補助されるんですか。

　これは、既成の単独浄化槽を合併浄化槽に換える場合の補助で

す。

　そうなんですか。普通の浄化槽を合併浄化槽にする場合なんです

か。わかりました。

　私の住んでいる北青柳、備前前堀の南側なんですが、北側の北青

柳の本田という５６区が、下水が入ってないんです。それで備前前

堀に、その日によって違うんですが、洗濯の水がものすごく泡が出

ます。毎日もう白い花が咲くくらい、ものすごいんです。埼玉県は

知事を先頭に川をきれいにすると言ってるんですけど。やっぱり合

併浄化槽にしないと。普通の浄化槽だと生活雑排水が垂れ流しです

から。お金もかかるだろうし、予算もあるんでしょうけど、なるべ

くだったらＰＲして。２６年度あたりは予算は多いんですか、少な

いんですか。

　私は前に下水にいたので申し上げますが、年間６０基ベースで補

助させていただいています。私が前回確認したところ、同じ６０基

で、ただし、毎年それより申し込みの方が多くて、抽選になってい

ます。ただ、残念ながら、将来下水道が入る区域とかになっている

と、補助対象外になってしまいます。

　そうですか。２、３年のうちに本下水になるのに、わざわざ合併

浄化槽っていうのもね。わかりました。それでは楽しみです。川が

きれいになるでしょうね。江面地区には集落排水が入ったんで、だ

いぶ良かったです。

　６８ページ以降、ずっと各河川の測定結果が出ています。一番上

の青毛堀の下流を見ると、測定項目がずっとあり、「ｐＨ」、「Ｂ

ＯＤ」、「ＣＯＤ」という項目があります。これは、６７ページに

載っている環境基準を超えていないかを測定しているんですよね。

　そうです。
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　環境基準というのは測定しなければいけない値ではあるけれど

も、良いの、悪いのという、基準以内だという判断基準はどうして

いるのか。

　環境基準と比べて、そこの河川のどこがオーバーしているかオー

バーしていないかというのを確認しています。例えば夏場、水が流

れてなく、水の中で発生する生物によって、酸素量が減ってしまっ

たとか、そういうところなのかなとか、そういうのを見たりはして

います。

　あと、こちらのほうの項目の中で何箇所か、違うところの調査を

している場所もありまして、それにつきましては、かつて合併前の

ときに、鷲宮のほうで、温泉があったところの温泉水によって、変

わってしまうといけないというので、上流と下流で測ったりという

中で、例えば９０ページの４６番の大中落とかで、温泉に関係して

測ったり。そういうものが加わっています。

　あと９２ページの一覧表で、細かいことで申し訳ないけど、測定

項目の中に、さっきの環境項目の中に抜けているものが、例えば

「アルキル水銀」がないとか、一番下の「１，４－ジオキサン」の

項目が入ってるとか。特にこの「アルキル水銀」が入ってないです

よね。

　９２ページに「アルキル水銀」の表示がないことにつきまして

は、「総水銀値」が０．０００５ｍｇ／ｌ以下の場合には、「アル

キル水銀」は計測値は出ない。ですから、測定結果が低いからこの

「アルキル水銀」の枠が、９２ページには必要なくなったというこ

とです。９２ページで具体的に申し上げますと、表の２列目で、青

毛堀川下流で、「総水銀値」が０．０００５ｍｇ／ｌ未満です。こ

の場合には、「アルキル水銀値」は出ないということで、この行を

見ていただきますとわかるとおり、全部０．０００５ｍｇ／ｌ未満

ということで、計測する必要がないということです。

　それから、９２ページの一番下の「ジオキサン」につきまして

は、環境基準値が表示されていないのは手違いでございまして、本

来、６７ページのこの基準表の中に入れるべきものです。最終の報

告書には加えたいと思います。

　それと、９２ページの表の中、真ん中の「トリクロロエタン」

で、「０．１未満」と「０．１０未満」という標記の違いがあるん

ですが。

　おそらく「０．１０」が正しい表記です。
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　確認をして、修正したいと思います。

　それでは、第２章の環境目標Ⅲ－３のところから最後までで、何

かありますか。

　３．１１の東日本大震災のときに、栗橋で液状化がありました

が、その後、小さな地震とかで沈下とかというのはあるんですか。

　１００ページに載っているような経年での地盤沈下は今でも見ら

れますが、３．１１で液状化したあと、特別な沈下というのは今の

ところありません。

　普通の沈下と同じになっているということですか。

　はい。ただし、今度は液状化をしないように工事をします。ほか

の地区と同じように、３．１１と同等の地震がきても、あの地区を

液状化しないように工事をします。工事をすると、地盤沈下が一時

的に進みます。何センチという予測も出ています。ただ、それが、

均等にいっぺんに下がる分については問題がないのですが、不等

に、斜めに下がってしまった場合は補償しましょうということで、

今工事を進めているはずです。

　私は、高齢者大学の校友会なんですが、今六百何十人の会員がい

るんですが、毎年グラウンドゴルフなどのイベントで募金を集めて

います。１０万円目標で募金を集めて、ここ３～４年、久喜市東日

本大震災被災者支援基金に寄付しています。

　ありがとうございます。南栗橋は、液状化が起きた中では、筋が

良い液状化だったものですから、工事をすれば何とかなるんじゃな

いかと言われています。浦安市の場合はちょっと砂の量が多すぎ

て、手の施しようがないんじゃないかと言われています。習志野市

とかも、総移転、その場所を出て違うところに行きましょうという

ようなこともありまして。液状化の被害があったところに住んでい

る方には、なるべくご迷惑をかけないように、早く工事をしたいと

考えています。

　どこの地域でも、人口減少化ということで、人間が減らないよう

に世間が守っている時代ですからね。何とかして、あそこにまた住
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んでもらうように、みんなで一生懸命助けてあげられればいいな

と、私は思ったんですけどね。

　最後まで見ましたが、もう一度最初から戻って、何かご質問があ

れば。

　緑の推進員なんですか、去年はそれぞれの実績ではないけども、

報告書が結構たくさん並んでいましたが、今年はあまり載ってない

んですが。これは紙面の都合ですか。

　今年度、「緑の基本計画」を策定いたしました。「緑の基本計

画」についても、報告書を取りまとめる必要があると考えておりま

して、何でも環境で大括りでということではなく、「緑の基本計

画」の結果は別でつくったほうがわかりやすいと考えています。で

すから今言われたものは、「緑の基本計画」の報告書の中に盛り込

みたいと考えています。この報告書は手づくりですので、どんどん

厚くなってしまうので、分けたいということでございます。ご理解

いただければと思います。

　最後に、言葉についてちょっと。まず、最初の５ページ、先ほど

訂正のあった下に、「望ましい環境像の実現」の中に、「水と緑と

街が」の「街」は、これは漢字じゃないほうが良いじゃないかとい

う気がするんですが、どうですか。以降、ずっと「まち」が平仮名

なんですよね。

　「環境基本計画」が漢字を使っていますので。

　この本の中では、「まち」は平仮名の「まち」を使っているんで

すよね。「まちづくり」とかね。

　環境像の熟語と言うか、塊りとしては、漢字を使わせてもらって

いるので、ここはご理解をいただきたいと思います。

　わかりました。

　あとはちょっと、いくつかおかしいというか、整合性が取れてな

いのが、２０ページの「太陽光発電システムが設置された公共施設

一覧」の中で、「清久コミュニティセンター・西公民館」という使

い方、これが１４ページでは「西公民館」だけになっているんです
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ね。これはちょっと整合性が取れてないなと。あと、２０ページの

表の中の４番目「ふれあいセンター」、これは「ふれあいセンター

久喜」じゃないかなと。それと１２番目の「第二庁舎」っていうの

がちょっと意味がわからないんじゃないかと思うんです。ちょっと

気がついたのではそんなところです。

　ご指摘いただいたところは、修正もしくは加えさせていただきた

いと思います。

　無理して直さなくても、ご検討くださいということで。

　わかりました。

　そのほかに何か気づいたことがあれば。全体をとおして何かあり

ますか。

　「緑の基本計画」は、１冊どれくらいでできるんですか。何千部

ぐらいつくったんですか。

　１冊約２千５百円で、４００部つくりました。

　これは有料だということですね。

　それでは、以上で「久喜市の環境」についての意見なり、ご質問

なりを終わるということで、次に移りたいと思います。どうもあり

がとうございました。

５　その他

　それでは、次第の５番「その他」に入りたいと思います。事務局

のほうで。

　それでは、その他につきまして、申し上げます。

　昨年１１月に、「久喜市緑の基本計画」が完成いたしまして、１

２月上旬に監査委員の皆様に郵送させていただいたところですが、

本日は、あらためまして、概要版を配布させていただきました。

　緑の保全と創造に関しましても、一層のご協力をお願い申し上げ

ます。

　以上です。
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　はい。それについて何かご質問はございますか。よろしいです

か。ありがとうございます。

　先ほども申し上げましたように、非常にお金がかかるので、これ

から計画の周知とか、いろいろな機会で配布したいと思うのです

が、こちらの概要版を用いて、市民の方に計画を策定したことをお

知らせしていきたいと思います。

　概要版のほうは５千部つくりましたので、いろいろなところで啓

発してまいりたいと思います。

　はい。どうもありがとうございました。今までの皆さんのご意見

につきましては、本日の会議録として事務局のほうでまとめていた

だいて、田中市長まで決裁をとっていただくことで、監査報告とい

う形にさせていただきたいと思いますけれど、よろしいでしょう

か。

　よろしければ、以上で今日予定されている議事すべて終了いたし

ました。

　委員の皆さんにおかれましては。運営上、いろいろとご協力いた

だきましてありがとうございました。

　これをもって、議長の任を解かさせていただきます。

　どうもありがとうございました。

６　閉会

　ありがとうございました。委員の皆様におかれましては、長時間

にわたりましてご審議いただきましてありがとうございました。以

上をもちまして第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。ありがとうございました。

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２７年２月３日

　　　　　久喜市環境監査委員会　委員長　　大豆生田　章


