
No. 計画頁 意見等 事務局の対応 対応頁

1 3

　「大気環境の保全」の範囲に、騒音、振動などと書いてある
が、大気環境の保全と騒音振動は関係性がないため、「大気
環境等の保全」など、表現を工夫してほしい。
　また、悪臭の項目を追加してほしい。

　ご意見を踏まえ、「大気環境の保全」を「大気環境等の保
全」にするとともに、その項目に「悪臭」を追記します。

3

2 7

　土地利用について、計画を作った平成２４年の結果を載せ
て、現状（平成２９年）の結果と比較し、どう変化しているかも
記述すべき。

　土地利用状況については、平成２４年当時とあまり変化が
ないため、比較しないものとしました。
・地目別土地面積の割合
　平成24年（平成29年）の状況
　田畑　45.2%(43.5%)　宅地26.4%（27.5%）
・都市計画用途地域面積の割合
　平成24年（平成29年）の状況
　市街化区域　23.9%（23.9%）
　市街化区域の用途地域構成　住居系 75.4%(75.2%)
　工業系 21.1%（21.1%）　商業系 3.5%（3.7%）

―

3 9

　「公害苦情種類別受理件数」の表の年度の文字が抜けてい
る。

　ご意見を踏まえ、年度を追記します。
9

4 10

　指定希少野生生物種について、今どうなっているかも載せ
るべき。

　現状では、調査をしていないので情報掲載はできません。
　このため、今後の施策として、指定希少野生生物種の調査
を計画に盛り込んでいます。

―

5 21

　「環境目標Ⅰ　地球にやさしい循環型のまち」で、地球温暖
化の観点からは、循環型という言葉の存在が不自然ではな
いか。

　第１回環境審議会において、環境基本計画の中間見直しに
係る方針として、環境像及び環境目標の見直しは行わないと
ご説明をさせていただきました。
　このようなことから、今回の改訂では、見直しは行いません
が、次回の計画改定時に検討させていただきます。

―

第２回久喜市環境審議会の意見等に係る事務局の対応
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No. 計画頁 意見等 事務局の対応 対応頁

6 21他

　埼玉県環境基本計画では、「第３章　環境保全と創造」、「４
安心安全な社会」では、大気や下水、化学物質、身近な環境
の保全、そして「災害への備え」の項目が記載されている。
　「災害の備え」の取組み内容は、廃棄物や有害物質の対
策、環境監視情報データの提供などが含まれる。その部分は
特に記載しないのか。

　県の計画では、集中豪雨等の対策としての大気状況の監
視、災害廃棄物対策や化学物質取扱事業所における漏洩対
策の強化、再生可能エネルギーなどの災害時の活用の課題
を踏まえて、策定されている項目ですので、市としての対応
が難しい施策もありますことから、次回の計画改定時に検討
させていただきます。

―

7 23

　「環境教育」という言葉があるが、年間を通して環境教育は
小中学校で何時間入っているのか。
　環境教育の時間について、小学校で何回、中学校で何回、
学生一人当たりで何回と数えられるような指標に出来ない
か。

　環境学習の開催回数は、教育計画に基づいた取組み（１学
年１回）とエコライフデイ（１校で夏１回、冬１回）の数の合計と
なっています。
　教育計画に基づいた取組みは、１単元を単位としておりまし
て、これは、各学校の方針により、１時限単位から約３０時限
単位の間で学校が判断して授業を行っていることから、環境
教育が何時間入っているのかを把握するのが難しい状況で
す。
　このようなことから、指標の変更も難しいため、現状のとお
りとします。

―

8 23

　新たな指標「歩道整備延長」は、温室効果ガス削減に効果
がないと思うので入れる必要がないのではないか。
　計画は平成３４年度まで続くのに、歩道整備延長が５年間
でたった２㎞しか延長しないというのは不自然なため、再検討
して頂きたい。
　マイカーを使わないという方針であれば、自転車専用道路
を増やすことが望ましい。

　ご意見を踏まえ、指標から削除します。

23

9 23

　「市内循環バス乗車人数」で、バスを利用する人が増えたと
あるが、マイカー利用が減っただとか、ＣＯ2の削減が出来た
といったものが必要ではないか。

　「市内循環バス乗車人数」からＣＯ2排出量の算出は不可能
であることから、実施方針（1）で公共交通機関の利用につい
ての補足説明を追記します。
【補足説明】
　また、関係機関との連携強化を図るほか、公共交通機関の
利用しやすいまちづくりを推進することで、市民・事業者にお
けるマイカーの利用率低減を目指します。

24
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No. 計画頁 意見等 事務局の対応 対応頁

10 24

　県の条例では、アイドリング・ストップの禁止があった。アイ
ドリング・ストップに注目した方がインパクトが強く、エコドライ
ブだとインパクトが弱くなる。

　ご意見を踏まえ、「エコドライブの呼びかけ」を「エコドライブ
（アイドリング・ストップなど）の呼びかけ」に修正します。
　また、市民・事業の取組みの中の「エコドライブを心がけま
す」を「エコドライブ（アイドリング・ストップなど）を心がけます」
に修正します。

24,25

11 26

　「太陽光発電システムの最大出力」とあるが、この数字の意
味がよく分からない。
　「太陽光発電システム」における市の補助金での導入件数
などを指標にしてはどうか。

　ご意見を踏まえ、「太陽光発電システムの最大出力」は「用
語の解説」に追加し、説明します。
　なお、導入件数は、補助対象機器の抽選状況(平成27.28年
度は抽選でした)で左右されることから、指標として適当でな
いと考えられますので、現状のとおりとします。

―

12 27

　メガソーラーの導入について、市の計画として盛り込むこと
は出来ないか。

　市の方針としては、引き続き、公共施設への太陽光発電シ
ステム等の導入を進め、温室効果ガス排出削減に取り組む
ことから、メガソーラーの導入について、今回の計画に盛り込
みませんが、次回の計画改定時に検討させていただきます。

―

13 30

　食品ロスについて、市民と事業者に対して、何か一行でも
良いので提言してはどうか。例えば、市民に対しては「家庭内
で食品ロスの削減に努めます」、事業者においては「フードバ
ンクを活用して食料の不足している場所に行き渡るようにして
食品ロス削減に努めます」などが考えられる。

　ご意見を踏まえ、市民の取組みに「家庭内での食品ロスの
削減に努めます」を、事業者の取組みに「フードバンクの活用
により、食品ロスの削減に努めます」を追記します。

30

14 34

　ここ最近、耕作放棄地が増えているが、触れられていない。
これらの対策を環境基本計画に載せることは大事だと思う。

　ご意見を踏まえ、 ②環境負荷の少ない環境保全型農業を
推進しますの「優良農地を保全し、耕地利用率の向上を図り
ます。」を「優良農地を保全し、遊休農地の解消や発生防止
活動により、耕地利用率の向上を図ります。」に修正します。

39

15 36他

　保存樹木に関して、該当する樹木があとどれだけあるの
か、どんな樹木を選定するのかの説明が欠けている。
　伐採されないように具体的にどういう取組みが行われてい
るのか知りたい。

　Ⅱ-2の現状と課題に保存樹木等の指定方法などの補足説
明を追記します。
【補足説明】
　また、市内の樹木や樹林について、所有者または管理者か
ら申し出を受け、樹木の高さや樹林の面積などの指定基準を
満たしているものを指定・保存し、奨励金を交付しておりま
す。

36
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No. 計画頁 意見等 事務局の対応 対応頁

16 37

　「道路里親制度」と「公園の地元管理を推進します」とある
が、公園の地元管理は自治会を巻き込んで管理することが
出来るが、道路里親制度は希望した個人のみでしか出来な
いと思うので、この管理を同じような形で行えないか。

　「道路里親制度」も５人以上の団体で行うものですので、公
園の地元管理と同様の対応ができます。

―

17 39

　「県の緑化計画届出制度により、一定規模以上の建築を行
う場合の緑化を指導します」とありますが、屋上緑化も含まれ
ているのか。

　屋上緑化も含め、緑化の指導をしています。

―

18 45

　大気環境の指標について、苦情件数以外にないが、環境
基準などに準じた指標があるべきではないか。
　光化学スモッグの警報の回数を指標に含めるのも良いと思
う。

　ご意見を踏まえ、「大気の環境基準達成率」の指標を設定し
ます。

45

19 46

　光化学スモッグの周知とPＭ２．５の周知を同じ項目にして
はどうか。

　ご意見を踏まえ、「③有害物質などを継続して監視します」
の項目から「①大気汚染状況を継続して監視します」の項目
に移動します。 46

20 48

　ＢＯＤなどの水質に関して、具体的な数値を示すことは出来
ないか。
　埼玉県の環境科学国際センターから分析データを提供して
もらえれば良い。

　ＢＯＤなどの水質に関しての具体的な数値については、計
画の報告書である「久喜市の環境」で公表していますが、本
計画にその内容を取り込み、作成しなおすと相当なページ数
の増加が見込まれます。
　計画書に詳細な記載をすることは、市民・事業者の方に取
組み内容がわかりやすくなる反面、ページ数の増加により見
づらい計画書になると考えています。
　このようなことから、計画書は現状のとおりとし、「久喜市の
環境」を活用して、市民・事業者の方に対して、計画の内容の
周知を図っていきます。

―

4



No. 計画頁 意見等 事務局の対応 対応頁

21 50

　「水質汚濁の規制を強化します。」という文言を追加してもら
えないか。

　水質汚濁については、水質汚濁防止法により、環境基準を
定め、規制をしています。
　市単独で、規制を強化することは、国の基準より厳しい環境
基準などを条例で定める必要があります。
　しかしながら、国の環境基準より厳しくする根拠がないた
め、計画には盛り込むのは難しいと考えています。

―

5



No. 計画頁 意見等 事務局の対応 対応頁

22 50

　「石けんや合成洗剤などの適切な使用を呼びかける」は適
切ではなく、「洗剤は合成洗剤ではなく分解性の良い石けん
などを適切に使いましょう」が良いのではないか。
　表現も「適量」が良いか「適切」が良いかも気になる。

　ご意見を踏まえ、「石けんや合成洗剤などの適切な使用を
呼びかけます」を「洗剤は、石けんなどを適切な量で使用する
ことを呼びかけます」に、市民の取組みの「石けんや合成洗
剤を適量使用します」を「洗剤は、石けんなどを適量使用しま
す」に修正します。

50

23 54

　「環境関係住民団体数」は市の方に登録を行った団体か。
　備考欄にどのような団体であるかを明確に示した方が良
い。

　ご意見を踏まえ、環境指標の備考欄に「市から補助を受け
ている河川などの保全団体」を追記します。

32,54

24 61

　内部監査員の人数を、指標としてはどうか。 　市の環境マネジメントシステムの運用の枠の中の一つの要
素であり内部監査員は市職員のみで構成されていることか
ら、指標とするのは難しいと考えております。

―

25
第4章
の指標

　環境指標の目標値が、改訂計画で良くなっている指標の理
由も必要と考えるが、特に悪くなっている指標に関しては、是
非理由を記載すべきである。

　目標値については、環境審議会で理由をご説明するととも
に、パブリックコメントにより市民の皆さまからの意見（意見に
は目標値の数値に関するものも含まれると考えています。）を
いただくものと考えています。
　このようなことから、指標の変更理由について、計画には記
載いたしませんが、指標における関連計画との整合性を図っ
ていることについて、追記をすることとしました。

2,23,26,

28,32,36,

40,48,54,

61

26 全体

　「本市」が、「市役所」としての意味と「久喜市」の意味が混
ざっている。
　「本市における低公害車」とあるが、「市保有車」という意味
か。

　ご意見を踏まえ、「市役所」を意味する場合は、「本市」を
「市」と修正します。 2,15,16,

17,23,29,

37,61,62

27 全体

　各施策について、担当課が責任を持ち、また担当課同士で
チェックし合うなどの組織体制はないのか。

　庁内で組織する「久喜市環境推進調整会議」において、施
策の推進と総合調整を行っています。

－

6



No. 計画頁 意見等 事務局の対応 対応頁

28 全体

　久喜市の環境の内容に関することをもっと本文中に盛り込
み、詳細に記載する必要がある。

　計画の報告書である「久喜市の環境」は、施策の具体的内
容や進捗状況を公表していますが、本計画にその内容を取り
込み、作成しなおすと相当なページ数の増加が見込まれま
す。
　計画書に詳細な記載をすることは、市民・事業者の方に取
組み内容がわかりやすくなる反面、ページ数の増加により見
づらい計画書となると考えています。
　このようなことから、計画書は現状のとおりとし、「久喜市の
環境」を活用して、市民・事業者の方に対して、計画の内容の
周知を図っていきます。

―

7


