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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成29年度 第1回寒川町環境審議会 

日 時 平成29年7月27日(木)午後2時00分～5時00分 開催形態 公開 

場 所  寒川町役場 東分庁舎2階 第1会議室 

出席者名

欠席者名

及び 

傍聴者数 

【出席委員】河合委員、中沢委員、川口委員、佐伯委員、清田委員

中川委員、佐藤委員、沖本委員、館林委員、平本委員

梅澤委員、片谷委員、若松委員、 

【事 務 局】環境経済部：畑村部長 

環境課：徳江課長、門脇主査、椎野主任主事 

都市計画課：米山副主幹、野呂主査 

【欠席委員】池貝委員 

【傍 聴 者】1名 

議 題 

（１）会長、副会長の選出 

（２）平成28年度版寒川町環境報告書(案)について 

（３）その他 

決定事項 
 

 

議  事 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 町長あいさつ 

４ 各委員自己紹介及び事務局自己紹介 

５ 審議会の確認事項、取り決め事項について 

６ 議事録承認委員の選出：河合委員、中沢委員 

７ 議 題 

 

（１） 会長、副会長の選出 

 

立候補なし。事務局案として片谷委員を会長、池貝委員を副会長 

として推薦し、各委員の了承を得て決定した。 

 

（２）平成28年度版寒川町環境報告書（案）について 

 

（事 務 局）環境報告書の概要や構成を説明し、基本目標毎に環境

指標と施策の取り組みの点検・評価を説明。 

 

平成２８年度 さむかわの環境の概要 ページの修正依頼 
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P12の1行目、公用地内の緑化について、27年度の内容のため次回ま

でに修正する。 

P13の4行目、ごみ発生の抑制における、町のごみ総排出量の推移に

ついて、現在再集計中であり、次回で報告する。 

P14の１行目、省エネルギーの推進と、10行目、再生可能エネルギー

の利用促進で、内容が逆になっているため次回で標題を修正する。 

 

（河合委員）環境報告書の評価の趣旨を確認したい。28年度末の 

状況を評価するのか、28年度の一年間でやったことを

評価するのか、どちらであるか。 

（事 務 局）基本的には28年度の単年度に行ったことの評価。 

（河合委員）指標の評価は28年度末の状況を評価しているというこ

とでよいか。 

（事 務 局）よい。 

（片谷会長）評価の項目によっては、単年度のやったことと、年度

末時点での状況が混在するものも出てしまう。 

（事 務 局）P22、体系の評価における環境指標と施策の取組方針の

見方について説明。 

（河合委員）環境指標の評価について、比較するのは前年度・基準

年度のどちらか。 

（事 務 局）基準年度と比較する。 

 

※環境の概要と併せて各基本目標を説明 

 

＜基本目標１ 参加と協働＞P5～P6、P29～P35 

（片谷委員）Ｐ6のグラフ、環境学習講座や自然観察会の参加人数が

減っているが、これでも十分多いと考えているか。 

（事 務 局）基準年に比べては多いという表現になるが、人数の減

についても記載する。 

（片谷会長）増やすための取り組みについて触れると前向きな表現

となる。 

（中沢委員）一番参加数が多い、環境フェスティバルパネル展とエ

コネットブースが基準年（平成22年度）には実施され

ていなかったことが大きいと思う。 

（片谷会長）大きいイベント１つで評価が決まるというのはどうな

のか。小規模のイベントの傾向はどうか。 

（事 務 局）若干の変動はあるが、全体的には増えている。 

（片谷会長）それでは、小規模のイベントの参加人数は増えている

という結論に直すべき。 

（事 務 局）基準年との違いを明記するとともに、ご指摘いただい

た内容で修正する。 

（中沢委員）P6の一番下のグラフ、美化キャンペーンの参加人数に
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おいて、目久尻川・相模川とあるが小出川はないのか。 

（事 務 局）グラフの凡例の誤り。目久尻川と小出川は一体であり

正しい表記に修正する。 

（佐伯委員）広報誌やホームページで積極的に情報発信したとある

が目に見えるような効果や反応はあったのか。 

（事 務 局）具体的にこれという反応はないが、例えば温暖化対策

の呼びかけや、太陽光発電や電気自動車の普及につなげ

ている。 

（片谷会長）広報に対して町民の方が直接意見することは可能か。 

（事 務 局）広報そのものに対する意見というものはなく、アンケ

ートという形になる。 

（片谷会長）この件は今後の課題とする。積極的に情報発信しても

町民の活用例が見られなければ、やりっぱなしと言われ

る恐れがある。次年度以降で何かフォローが必要。 

（河合委員）今後もこの件数を維持していくつもりなのか。基準年

が50件で、今回はたまたま多いということはないか。 

（事 務 局）基準年が50件で、これを上回っていればよいというこ

とではなく、今後も積極的な情報発信に努める。 

（若松委員）P35、環境美化活動やまちぐるみ美化運動のごみの回収

量の記載がない。 

（事 務 局）ごみの回収量を記載し、P6の13行目のごみの回収量

26,000kgと対応するようにする。 

（梅澤委員）まちぐるみ美化運動の放送が流れてないところがあっ

た。町内の隅から隅まで聞こえるようにしてほしい。 

（事 務 局）まちぐるみ美化運動は実施する際は放送しない。今回

については、雨のため一度延期され、実施した日も雨で

あり、町民の方が判断に迷う部分もあったと思う。 

（館林委員）中止や延期の場合のみ放送するというのはおかしい。

実施する際も放送するべき。 

（事 務 局）以前は実施の際も放送していた。しかし、本来の防災

行政無線の目的と違うという指摘や、早朝に放送するこ

とへの苦情から現在は行っていない。 

 

＜基本目標２ 自然環境＞P7～P8、P36～P40 

（若松委員）P7のホタルのプロジェクトは、施策の取り組みのどこ

に該当するのか 

（事 務 局）P36の取り組み状況と今後の方向性の上から２つ目の枠

に記載している。 

（中沢委員）P7の8行目以降の自然観察の森整備について、多くの方

々とは一体誰のことか。また、16行目以降のホタル復活

プロジェクトの記載がおかしい。この書き方では、27年

度末に放流したホタルの幼虫が28年度に成虫となって、
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卵を産んで29年度にも成虫となったように受け取れるが

、実際は28年度にも放流している。もっといえば29年度

の内容を記載するのは誤りではないか。 

（事 務 局）29年度の内容を記載するのは誤りであるため、削除し

て修正する。 

（米山副主幹）自然観察の森の遊歩道に木製のチップを敷いている

が、それを茅ヶ崎市の里山公園の方々に作っていただい

た。また、写真では見えづらいがテーブルや椅子に使う

樹木を小谷の個人の方に提供いただいた。 

（片谷会長）それならば、町の内外の方々という表現にしてはどう

か。この書き方だと関係のない人まで関わったように受

け取られる。 

（事 務 局）修正する。 

（若松委員）ホタルが復活したのは河川の環境改善の結果と本文に

いれるべき。 

（事 務 局）修正する。 

（河合委員）P36、自然観察の森を暫定的に整備とあるが、暫定的と

はどういう意図なのか。 

（米山副主幹）自然観察の森がある旧目久尻川ふるさと緑道の整備

はまだ完了していない。そういった意味で暫定的という

記載をしている。 

（片谷会長）旧目久尻川ふるさと緑道の整備が未了であっても自然

観察の森の整備が終わっているのであれば、実際にやっ

たこととして記載してよいと思う。 

（事 務 局）修正する。 

（中沢委員）P7、アライグマを計画的に12頭捕獲とあるが、計画的

とはどういうことか。 

（事 務 局）アライグマ捕獲のボランティアと協力して、箱わなの

設置期間と区域を定めて捕獲を行った。これ以外の捕獲

については、実際に農作物の被害を受けている農家から

申請を受けて箱わなを貸し出して捕獲した。 

（片谷会長）そうであるならば、そのように記載するべき。 

（事 務 局）修正する。 

 

＜基本目標３ 生活環境＞P9～P11、Ｐ41～Ｐ48 

（河合委員）P10、小出川のBODが27年度に大幅に上がっているにも

関わらず5行目の記載で水質値は微減傾向とあるが、こ

の書き方でよいのか 

（片谷会長）昨年、一時的なものかもしれないと話した記憶がある

が、原因は究明できたのか。 

（事 務 局）これだという特定はできない。ただ、小出川の流量が

もともと少ないことと、周辺の畜産農家の排水の影響で
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はないかと思われる。 

（片谷会長）5行目、微減傾向の記載の前に小出川を除きと記載する

べき。 

（事 務 局）修正する。 

（清田委員）小出川の上流域沿岸に藤沢市の畜産農家などがあり、

町だけで解決できる問題ではない。広域行政の中で解決

していく問題と思う。 

（片谷会長）小出川の水質は改善されていないが、流域全体の問題

であるため、広域的な取り組みで改善に努めるといった

記載にするべき。 

（事 務 局）修正する。 

（片谷会長）小出川の流量が増えれば、水質は改善される。 

（片谷会長）P9の12行目以降、コミュニティバスの記載があり、自

家用車の使用低減が見込めるとある。27年度の10月から

運行され丸一年が経過したが、何かこれを具体的に示す

データはあるか。 

（事 務 局）そのものを示すデータはないが、新たに導入したワゴ

ンタイプの倉見地区を走るバスが、当初の見込んでいた

利用予定数を上回っており、これに伴って自家用車使用

低減につながっていると思われる。 

（片谷会長）公共交通の利用度が増えれば、自家用車の使用は減る

はず。自家用車の使用低減のデータ自体はなくても、利

用者数などを入れるべき。また、大気汚染防止につなが

ると言い切るのではなく、大気汚染防止につながること

が期待されますと記載するべき。 

（事 務 局）修正する。 

（若松委員）P9、下水道の整備において、グラフの凡例では下水道

普及状況の推移とあるが、下水道普及状況では人口でな

く普及面積や延長面積を記載することとなる。この記載

で間違いないか。 

（事 務 局）グラフの凡例を下水道人口普及状況に修正する。 

（若松委員）P41、基本目標に対する評価の説明の下水道課において

、総人口普及率という記載をしている。また、取り組み

状況と今後の方向性において、人口普及率という記載を

している 

（事 務 局）修正する。 

（若松委員）P41、公共下水道人口普及率のH28実績値が92.96％だ

が、P9のグラフでは93.0％となっている。いずれかに統

一すべき。 

（事 務 局）小数点第2位まで記載する方式に改める。 

（若松委員）P11、野焼きの件数が激減したのは広報などで呼び掛け

を行った効果なのか。 
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（事 務 局）担当職員が粘り強く野焼きを行う方にお話した。その

他にも農業関係者へ会議の場で周知した。 

（片谷会長）そうであるならば、P9において、呼び掛けを行った結

果、苦情件数が減少したと記載するべき。 

（事 務 局）修正する。 

（川口委員）P9の11行目、光化学スモッグについて、唐突に出てく

るが、どういう意図なのか。 

（片谷会長）光化学スモッグの発令に伴う健康被害はあったのか。 

（事 務 局）そういった報告は受けていない。 

（片谷会長）健康被害がなかったことを記載するべき。そうでなけ

れば何のために記載したのかが分からない。 

（事 務 局）修正する。 

（清田委員）光化学スモッグ注意報は、今回、欠席された池貝委員

の所属する環境科学センターから発令され、町が周知す

る。注意報がなかなか解除されないのはなぜか。 

（河合委員）実際に夕方以降に発令されることもある。寒川町だけ

でなく各市町を含めた地域として発令される。 

（片谷委員）光化学スモッグの数値は夜になれば下がるが、劇的に

下がるわけではなく少しずつ下がる。昼間に高い数値が

出れば、夜になっても解除されないことは珍しくない。 

（若松委員）光化学スモッグの記載の前に、「神奈川県が実施して

いる大気汚染の常時監視データ測定による」と入れると

、何に基づいて発令されたかが分かる。 

（事 務 局）修正する。 

 

＜基本目標４ 都市環境＞P12、Ｐ49～58 

（清田委員）P49、川とのふれあい公園花壇の会の活動についての記

載があり、河合委員よりお話をされたらどうか。 

（河合委員）川とのふれあい公園花壇の会はボランティアで運営さ

れており、毎年除草した草は焼却ごみとして出して、か

なりの量となっていたが、今回から除草した草を積んで

堆肥化する取り組みを行っている。除草した草が肥料に

なれば、ごみの排出量が減ると考えている。 

（平本委員）毎月、不法投棄のパトロールを行っているとのことだ

が、どの辺りを回っているのか。 

（事 務 局）企業にも協力してもらい、河川敷などを定期的にパト

ロールしている。今、問題になっているのが岡田の越の

山地区の林の中である。その土地は民地であるが、県の

指定環境保全地域であり、県と連携して対応している。 

（平本委員）一之宮愛児園近くの用水路脇の三角地に、ごみが大量

に置かれていた。 
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（事 務 局）その場所については、ごみ置き場として町が占有して

いる。また、用水路のごみを花川用水組合が定期的にご

み揚げをしているので、そのことと思われる。 

（清田委員）用水路の各場所に柵が設置してあり、それにごみが引

っかかるようになっている。それを各地区の組合員がご

み揚げを行っている。 

（片谷委員）新たな不法投棄があれば町に通報するべき。 

（事 務 局）防犯カメラを設置した影響で、若干は不法投棄が少な

くなった。河川自体の立ち入りの制限も都市計画課と

連携して検討している。 

（河合委員）P12、9行目以降の文面と写真が、前年度とまったく同

じなのはなぜか。 

（事 務 局）28年度に改めて設置した。県で一定期間借り上げを行

い、場所を移転させて設置している。 

（河合委員）そうであるならば、そのように記載するべき。 

（事 務 局）修正する。 

（若松委員）電線類の地中化について、28年度は該当しないのか。 

（事 務 局）寒川駅北口地区土地区画整理事業委において実施した

が、26年度の環境報告書において、完了したと記載し

た。 

（片谷会長）4の都市環境において、何か新たな取り組みはないか。

ここだけ1ページでボリュームが少ない。 

（事 務 局）検討する。 

 

＜基本目標５ 資源・エネルギー、地球環境＞P13～P15、P59～P66 

（片谷委員）過去に地球温暖化の関係で、温室効果排出ガスを市町

村別に集計したデータがあるのではという話があった。

例えば町全体の電力使用量などで、電力会社は当然持っ

ているはず。このようなデータは入手できたか。要は町

全体の省エネや温室効果ガス排出の削減の裏付けとなれ

ばよい。 

（事 務 局）入手できていない。 

（片谷会長）それでは引き続き今後の課題とする。 

（若松委員）P13、右側の円グラフで、ごみの三成分 組成分析とあ

るが、これはどういう意図で記載したのか。水分を減ら

せという意味か。 

（片谷会長）右側の円グラフで水分が64％となっているが、これは

厨芥類だけのことを指しているのではないか。ごみ全体

で水分が64％とはとても思えない。 

（河合委員）左側の円グラフとの関係が分からない。 

（片谷会長）右側の円グラフの数値の意味を確認しておくこと。水

分があることでごみの重量が増えることは事実なので、
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文章で水分を減らすよう記載する。 

（事 務 局）修正する。ごみの組成分析は年二回調査しており、デ

ータはそこから引用した。 

（河合委員）P13の10行目以降で、2番目に多い厨芥類の減量が見込

めるキエーロとの記載があるが、実際は前年度よりも増

えている。文章の説明と実際とが矛盾している。 

（事 務 局）キエーロの普及が進めば、厨芥類の減量につながるの

は間違いない。 

（片谷会長）ごみの総排出量が増えたのは、人口増が原因ではない

か。そうなると全然、話が違ってくる。 

（事 務 局）人口は横ばい。ごみの総排出量が増えた主な理由は、

事業系のごみが増えたため。 

（片谷会長）事業系のごみとは事業系一般廃棄物のことか。 

（事 務 局）そのとおり。 

（片谷会長）一般にごみというと家庭ごみが想定されるので、P13の

4行目、ごみ発生の抑制に括弧書きで、事業系を含めた

一般廃棄物と記載するべき。 

（事 務 局）修正する。 

（片谷会長）家庭においてごみを減らす努力をしている方は多いと

思う。それにも関わらず増えたと記載するのは好ましく

ない。 

（河合委員）P13の5行目に、可燃ごみや資源物を中心に減少と記載

されているが、実際は増えているので増加とするべき。 

（事 務 局）修正する。 

（清田委員）事業系一般廃棄物が増えた理由は何か。 

（事 務 局）可燃ごみを排出する大型スーパーやコンビニの出店な

どによる。 

（片谷会長）新たな事業者の参入により、ごみの排出量が増えたの

ならばやむを得ない。それを理由として本文に記載する

べき。 

（事 務 局）修正する。 

（片谷会長）省エネや再生可能エネルギーの普及について、今後、

町として具体的にどのようにしていくのか。町役場の電

気使用量は増えている。対策として太陽光発電やLED照

明の導入に取り組むなどしないと、啓発しただけで終わ

りとなってしまう。 

（事 務 局）町の庁舎はLED照明を導入済み。 

（片谷会長）そうであるならば、LED照明の施設への導入状況を記載

するべき。町として努力しているという姿勢を見せるこ

とが必要。 

（事 務 局）修正する。 

（河合委員）P63、グリーンカーテンを町はやる場所がないと言って
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いる。これでよいのか。 

 

（事 務 局）消防庁舎のことである。適した場所がないという記載

となっている。 

（片谷会長）みどりのカーテンには、ツル植物を這わせるだけでな

く、木を植えるなど色々な方法がある。やらないとい

う記載ではなく、色々な方法を今後検討するなどの記

載に改めるべき。 

（事 務 局）修正する。消防総務課と調整する。 

 

＜重点プロジェクト＞Ｐ67～Ｐ78 

（片谷会長）まだ、重点プロジェクトが残っているが、これについ

ては如何か。 

（事 務 局）重点プロジェクトについては、基本目標4および5に内

容が記載されている。 

（片谷会長）特に昨年と異なるところはないか。すでに9カ年計画の

真ん中に差し掛かっており、評価を見ると◎が多く見ら

れるので、順調に進んでいるものと思われるが。 

（事 務 局）P70の一番下の項目、小出川の水質改善の中で、冬季の

河川流量を増やすための冬季通水ができないか検討して

いる。目処がついたわけではないが、端緒をつけたとい

うことで評価を◎とした。 

（清田委員）越の山の寒川の流域となる地点から流量を増やすとい

うことか。 

（事務局）そのとおり。 

（片谷会長）それならば、かなり具体的なプランが描けているとい

うことで評価は◎でよいと思う。 

（片谷会長）一方でP78、地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区

域政策編）には×が並んでいる。進捗が見込めない項目

は廃止するべきではないか。 

（事 務 局）まだ、端緒はつけられていない。 

（片谷会長）9カ年という長期の基本計画のため、見直しは当然あり

得ると思う。29年度に向けて新たな取り組みを行う一方

で、この取り組みについては中止するという記載でもよ

いと思う。 

（事 務 局）昨年の審議会でも取り組み項目が多すぎること、進捗

が見込めない項目については、取捨選択が必要とのご指

摘をいただいた。 

（片谷会長）×が並んでいる項目については、見直しを検討すると

した方が町民の方から見ても納得が得られると思う。 

 

＜全体＞ 
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（河合委員）P46、一番上の指標である、地下水の環境基準適合率に

ついて、H28の実績値が66.7％となっている。右側の評

価の説明を見ると1地点3項目で基準超過と記載されてい

る。昨年は1地点1項目だが、これは何か。 

（片谷会長）どの数値がどのくらい基準を超過したのか確認して報

告してほしい。 

（事 務 局）確認して次回報告する。 

 

（３）その他 

 

（事 務 局）次回の環境審議会は8月30日（水）。時間と場所は今回

と同じ。ご意見があれば、8月10日（金）までにお願い

したい。本日いただいたご意見も含めて修正した報告書

を次回提示する。 

 

８．閉会 

以 上 

資料 

・平成29年度 第1回 寒川町環境審議会次第 

・寒川町環境審議会委員名簿（任期：H29.7.1～H31.6.30） 

・審議会の確認事項・取り決め事項について 

・平成28年度版寒川町環境報告書（案） 

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
河合 靖   中沢 勝 

 

平成２９年８月１８日（金）確定 

 


