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三郷市 環境経済部 環境保全課 

平成２１年３月２６日（木）午後２時００分から３時３０分 

三郷市役所 農業委員会議室（７階） 



○出席者（敬称略）            ※網掛けは、欠席者 

ＮＯ 職  名  等 所属名又は職種 氏   名 

１ 学識経験を有する者 三郷吉川松伏地区獣医師会長 佐藤
さ と う

  剛
つよし

 

２ 〃 筑波大学大学院講師 谷口
たにぐち

 綾子
あ や こ

 

３ 〃 環境カウンセラー 中津
な か つ

 和久
かずひさ

 

４ 商工団体に属する者 三郷市商工会 信田
の ぶ た

 喜久夫
き く お

 

５ 〃 三郷工業研究会 恩田
お ん だ

 誠一
せいいち

 

６ 〃 三郷市環境保全協力会 太田
お お た

 美子
よ し こ

 

７ 農業団体に属する者 さいかつ農業協同組合代表理事組合長 吉田
よ し だ

  力
つとむ

 

８ 〃 三郷市農業委員会 宮田
み や た

 竹
たけ

雄
お

 

９ 市    民 三郷市北美町会長 矢野
や の

 友
とも

行
ゆき

 

１０ 〃 三郷市市助町会長 中田
な か だ

  満
みつる

 

１１ 〃 一般公募 神戸
か ん べ

  純
じゅん

 

１２ 〃 〃 寒
さ

川井
が わ い

 勘
かん

次
じ

 

１３ 関係行政機関の職員 埼玉県越谷環境管理事務所長 菅井
す が い

 敬二
け い じ

 

１４ 〃 埼玉県越谷保健所 熊谷
くまがい

 隆夫
た か お

 

１５ 〃 埼玉県吉川警察署 堀内
ほりうち

 清美
き よ み

 

 



１ 開 会 

 
事務局（関根課長） 開会宣言１４時開会 

２ 部長あいさつ 

 

環境経済部長 戸張部長あいさつ 

２ 会長あいさつ 

 

中津会長   中津会長あいさつ 

３ 委員自己紹介 

 
事務局（関根課長）人事異動による委員交代の報告 

 

吉川警察署からの推薦委員が人事異動によりまして変動がご 

ざいました。このことから、石井委員の後任として、生活安全 

課長堀内清美様が委員として委嘱されました。 

 

名簿順に自己紹介 

 

事務局（関根課長）欠席者の報告 

埻玉県越谷保健所副所長 熊谷 隆夫様、さいかつ農業協同組

合代表理事組合長 吉田 力様、三郷工業研究会の恩田誠一様

の３名が所用のため欠席 

引き続き事務局を紹介させていただきます。 

 

事務局（関根課長） 事務局紹介 

 

事務局（関根課長）  戸張部長所用により中座の報告 

 

４ 審 議                       

事務局（関根課長）  それでは審議に入らせていただきます。 



三郷市環境基本条例第３２条に基づきまして、当審議会の議 

長を会長が務めることとなっていますので、中津会長よろしく

お願いします。 

 

中津会長        それでは、審議に入りたいと思います。皆さんどうかよろし 

くお願いします。 

  本日の欠席者は３名ですので、過半数に達しており審議会は 

成立とします。 

まず、本日の議題ですが、三郷市長から「三郷市グリーン購

入基本指針」の策定に当たり、委員皆様からのご意見を伺いた

いということで、当職宛てに諮問書の提示を受けております。 

つぎに、環境施策の取組み状況についての報告が事務局から

ございます。 

それでは、議題（１）三郷市グリーン購入基本指針（案）に 

ついて、事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局（関根課長） それでは、説明を申し上げます。 

三郷市グリーン購入基本指針（案）についてご説明させてい

ただきます。 

過日、審議会開催のご案内通知と一緒に同封させていただ 

きました「資料１ 三郷市グリーン購入基本指針（案）」をご参

照ください。 

相当な文章量がありますので、パソコンや簡単に説明した 

資料４裏面の実施背景や目的等を説明させていただきます。 

市域全体でなく、市役所で実施していくものです。 

（読上げ部分省略） 

つぎに、「資料２ グリーン購入進行管理表の作成について

（案）」をご参照ください。 

（読上げ部分省略） 

つぎに、「資料３ 平成２１年度三郷市グリーン購入推進品目 

［環境に配慮した製品選択ガイド］（案）」をご参照ください。 

（読上げ部分省略） 

引き続きまして、本日お配りしております「資料４ 三郷市 

グリーン購入基本指針策定と運用手順（案）」をご参照ください。 

（読上げ部分省略） 

 



以上でございます。よろしくお願いします。 

なお、細部につきましては佐々木課長補佐から説明をしま

す。 

事務局（佐々木課長補佐 （パワーポイント等パソコン画面にて、説明） 

（読上げ部分省略） 

中津会長    ありがとうございました。 

        これから、審議に入るわけでございますが出席していただ 

いた委員の方々に環境審議会の役割等を少しだけ説明をさせて 

いただきます。 

三郷市環境基本条例の中で環境審議会というものが決めら 

れておりまして、その中に所掌事項としまして第２８条があり

ます。 

        （第２８条を読み上げ部分省略） 

         以上によりまして、三郷市長より審議会会長宛てに平成２ 

１年３月２６日付けでございますが諮問書としまして三郷市環 

境基本条例第２８条第２項の規定に基づき、下記の件について 

諮問します。との依頼がありましてみなさんに審議いただくと 

いう重要案件事項でございます。 

そのような位置づけをご理解いただいたうえでそれぞれ審議 

いただきたいと思います。 

それでは、いろいろとご意見等がございましたら出してい 

ただきたいと思います。 

 

信田委員    私も、このような関係でやっていたんですが、仕様書にき 

ちんと整理されていると１００％できるんですね。したがっ 

て、これについては、完全にできるだろうと思います。 

ただし、それに比べて、市職員さんの使用する物品について 

はちょっと甘いのではないかと思います。 

われわれ業者側の立場をとったら、書き込まれたら    

絶対クリアしないと受付してもらえないわけです。だらだらと

中途半端な状態でやっていたらやはり、間延びするだけで、な

かなか１００％実施するのは難しいかなと思います。 

きちっとしたものを盛り込んで同じ税金を使うですから、最

初が肝心なので甘い対応はどうかなあと思いました。以上です。 

 

中津会長    なかなか建設的なご意見をいただきました。みなさんも関係 



しているわけでございますので、ご意見等をおっしゃっていた 

だければよいかと思います。 

 

神戸委員    自動車に関してですが、私は、仕事柄バイオディーゼル燃 

料というものを生産しておりましてついこの間、県に行って来 

たんですが、低公害車を走らせるのに天然ガスとかハイブリッ 

ト等の化石燃料ではない燃料の使用が良いと考えます。 

たとえば、自動車だけではなくて今地域で提案しているのは 

商工祭りや催し物で発電機を使う燃料はエコ燃料を使うとかそ

ういったこともグリーン購入でもあり温暖化防止にもつながる

と思います。 

できれば、素案の中に盛り込んでいただけたらと思います。 

 

事務局（佐々木課長補佐） バイオディーゼル燃料等ということでよろしいで

すか。 

        国の計画にも燃料はないのです。まだ、安定していないと 

いうことがあるのだと思いますが。 

 

神戸委員    ２月に経済産業省で省エネルギー法の改正に伴う説明会があ

りました。実際、それに基づいて埻玉県の温暖化対策課から私

どもみたいな事業所は、県にどれだけＣＯ2が削減されているの

か報告をしなければならないのですが、任意ではありますが毎

年出しているわけですが、それに計算式とか方程式があるので

できれば次年度はぜひ、ＣＯ2の削減率を提示されると良いと思

います。 

 

事務局（佐々木課長補佐） わかりました。 

 

寒川井委員   質問が一つあります。 

      資料３「平成２１年度グリーン購入推進品等「環境に配慮 

した製品選択ガイド」案の「Ｇオフィス家具等」のところで、

Ｇ－４について「金属を除く主要部分に再生プラスチックの（重

要比１０％以上）という文言ですが、この後の、間伐材等を使

用というところにはかからないのですか？ 

      もしかすると、金属以外は全部間伐材でないと駄目といって 

いるのですか。 



 

事務局（佐々木課長補佐） 再生プラスチック（重要比１０％以上）と間伐材 

の使用は並列です。金属を除く主要部分に再生プラスチック（重 

要比１０％以上）、または、間伐材を使用するということです。 

 

寒川井委員   それ以外は、駄目ということですか？じゃあ、それでクリア 

するものってあるのですか。 

 

事務局（佐々木課長補佐） ほぼ、クリアできるみたいらしいです。 

 

寒川井委員   それとですね、サービス購入というところで工事の時、公害 

等に考慮した機械を使うという部分は分かりますが、工事業者 

のグリーン度としてはどれだけそういうのにきちんと対応した 

業者を選出するというところが抜けているのか、それとも意識 

的に抜いてあるのですか。 

 

事務局（佐々木課長補佐） 当市が参考にさせていただいている政令市では、 

工事業者のグリーン度の部分については抜いてありました。 

グリーン購入を推進している業者やＩＳＯ１４００１を取得

している業者というものの記述は特になかったです。そこまで

やってしまうと全部の業者が取らなくてはならなくなってしま

うということがありますので少し抑えてあるみたいです。 

 

寒川井委員   でも、基本的には環境マネージメントが必要と考えられます。 

 

事務局（佐々木課長補佐） これも、今後の検討事項ということになると思い

ます。 

 

寒川井委員   それを導入に向けて検討していただければ良いと思います。 

 

事務局（佐々木課長補佐） そうすると市役所もとらなければならない 

ということになりますが、これについてはまた、別件でお話を 

させていただかなければならないと思います。 

 

谷口委員    これはすばらしいことで。是非進めていただきたいと思い 

ますが、実施するにあたって大変だと思うんです。 



市役所さんがやっているということを市民の方々に知らせる

ということで、検討されることはすごく大賛成なのですが、そ

の大変な作業のおかげで通常業務に支障をきたすとか、あるい

はもっと紙が増えてしまったとかそういうことになりかねない

と思うんです。そういう意味で、きちんとやるべきだけど面倒

な手続きは止めた方がいいと思うんです。 

        今拝見して、この表をうめるためには、他にそうであるかい 

なかの買ったものの一覧がないといけないですよね。それも面 

倒ですし。それなら、今ある会計（購入）システムにグリーン 

購入かどうかをチェックするようなところをつけて、後で逆集

計できるようなシステムをつけるなどをして職員の方の負担を

軽くした方が良いと思います。 

 

事務局（佐々木課長補佐） このことは課長等の会議で、同じような話がでま

した。 

        改善策となるものはあるのですが、一つ物を買ったら本来チ 

ェックをしなければならないという会計規則があるのですが、 

伝票でチェックするということで省略しているのです。 

 

事務局（関根課長） 今申し上げたのは、会計規則を純粋に重視すると、買っ 

たものを一覧表に台帳で管理しなくてはならないというものが 

あるのです。今は行っていないので、これを機会に台帳管理を 

しなさいよ、ということを言うにはちょうど良いチャンスでは 

あります。 

 

信田委員    物品も入札していますよね。そういう時に、これ位のチェッ 

ク機能をつければ、仕様書上でうたってあれば簡単なことだと 

思います。私は、公共事業のチェックからみたら本当に簡単な 

ことで、これは何分の１のことかと思うので、やってできない 

ことではないと思います。 

 

中津会長    最初の実施が、三郷市そのものの実施になりますので、様式、 

の簡素化とか内容の一番良い方法が一つの課題になるのですか 

ね。 

 

事務局（関根課長） 実施してみて、試行錯誤していかなければならないと 



思いますので、今後いろいろとご意見をいただいて、対応して 

いかなければならないと思っています。 

 

菅井委員    県でも、グリーン購入を実施していて進行管理の報告が毎年 

あります。例えば、平成２０年４月の段階では特定調達物品 

目の調達を２７品目追加しますとか、判断基準を追加しますな 

どと、毎年見直しを行って細かな対応をしていかなければなら 

ないと思います。三郷市でも職員が消耗品等を購入する時にグ 

リーン購入対応のものか、判断がつき分かり易くするような対 

応が必要かと思いますので、お願いしたいと思います。 

 

中津会長    グリーン購入について、色々と資料をまとめていただきあり

がとうございます。 

世の中の大きな流れの中で、三郷市の環境姿勢を示されてお 

られる訳でありますけど、皆様にも影響することは色々とあろ 

うかと思います。 

 

宮田委員    資料１ 三郷市グリーン購入指針（案）の４ 物品購入する 

前にの①について非常に大事なことであり、今まで公共事業で 

道路を舗装したらすぐ、水道工事で掘り返したりとか、横のつ 

ながりができていないからこういう結果になってしまうのでし 

ょう。 

 

事務局（関根課長） 資料１ 三郷市グリーン購入指針（案）の４ 物品購入 

する前に、①について具体的に説明を行う。 

 

佐藤委員    グリーン購入という文言は、いかにもお役所的な感じがする 

訳ですが一般市民はなかなか理解ができません。 

        一般市民に広報誌やホームページなどで広報する時は、市で 

はこれだけの節約をした。今まではこれだけ使っていたが職員 

の協力でこれだけの節約することができたよと、分かり易く簡 

単な言葉で市民にＰＲしていただければと思います。 

        我々、審議会委員のメンバーだけではなく、市民全員が目を 

光らせるっていう形。そういうことが大事ではないかと思い 

ます。 

 



中津会長    ありがたいご意見ですね。分かり易い言葉でＰＲをしてい 

ただくということですね。         

 

中津会長    意見を出していただきましたでしょうかね。これから実施し 

ていく過程で、試行錯誤しながら見直しを行いながらいくこと 

になるかと思いますが、三郷市の指針（案）が妥当なものとし 

て、三郷市長宛てに答申することでご承認いただけますでしょ 

うか。 

また、答申書の内容についても、内容をわたくしに一任させ

ていただくことで、あわせてご承認いただくことでよろしいで

しょうか。 

 

各委員     異議なし。 

 

中津会長    本議題は終了させていただきます。では、次の議題に進ませ 

ていただきます。 

 

次に、議題（２）その他として、環境施策の取組み状況に 

ついて、事務局から報告がございます。事務局からの説明をお

願いします。 

 

事務局（程田課長） 議題（２）その他（報告事項）として、環境施策の取組 

み状況についてご説明させていただきます前に、「三郷市廃棄物 

の処理及び清掃に関する条例の全部改正」について、ご報告を 

させていただきます。 

「資料５ 三郷市廃棄物の処理及び再生利用並びに資源物の 

持ち去り防止に関する条例」をご参照ください。 

（読上げ部分省略） 

 

中津会長    条例の改正のポイントとしては提示のところと、何か要約し 

たものはないですか。 

 

事務局（程田課長） 今あらたに、こういったところが変わったと申しました 

とおりであります。 

 

中津会長    従来のものに対して、改正点はこのようなことだというとこ 



ろを皆さん分からないと思うので、どこを変えたかというとこ 

ろを示していただきたいものです。 

 

事務局（程田課長） 今回の改正ポイントとしては、ごみの集積所というもの 

を定めています。そこから資源物を持ち去ってはだめですよと 

いう禁止条例を定めています。持ち去った場合罰則が新たに加 

わりました。これは、全面的に条例改正していますので、説明 

をするには、時間が必要になってしまいます。前回の審議会で 

説明済みとなっており、今回はその報告となっております。 

 

中津会長    要約が一枚、こんなところが変わりましたとあったら良かっ 

たと思います。質問等がございましたら意見を出していただき 

たいと思います。 

 

神戸委員    市で公表されたということですが、各町会にもお知らせは回 

っているのですか。ごみ集積所に知らない人が入って、ゴソゴ 

ソしている訳で、罰則があるということが彼らには、わかって 

ないからやっているんだと思うのです。 

 

事務局（程田課長） 先程、申し上げましたように、昨日公表したばかりで町 

会等には、これから新に罰則看板等をお持ちして周知をする準 

備をしているところです。 

 

中田委員    持ち去り看板については、行政から町会等に配布されており 

各集積所に掲示しています。 

 

事務局（程田課長） ４月１日から施行ですので、その後に今の看板に替えて 

新にしっかりした看板製作に取り掛かっております。看板がで 

きしだい町会へ、協力依頼に伺う予定で進めています。 

 

中津会長     条例の発効と施行期間が、短いのですね。 

 

事務局（程田課長） 本来ですと、半年とか３ヶ月とか空くのです 

が既に１２月にそれに似たような大きな表示看板を出していま 

す。 

ここで、４月１日ということで、本来ならもっとおいてもし 



かるべきなのですが、１２月に既にＡ４の大きさで出していま 

す。ただ罰則規定を議会に提案しているので、入っていないだ 

けで、今度の表示看板に罰則規定を入れたものに切り替えてい 

きます。１２月に配付したのはあくまでも臨時のものです。こ 

れから配付するのは補正予算で急遽製作しているところです。 

 

谷口委員    これの位置づけなのですが、審議事項ではなくて報告ですか。 

 

事務局（程田課長） 報告事項です。 

 

谷口委員    分かりました。 

 

中津会長    他にないでしょうか。 

        では、無いようでございますので、次の報告事項に移りたい 

と思います。 

 

事務局（関根課長） まず、はじめに「第２回水と緑の環境フェスタ」につい 

てご報告させていただきます。 

「資料６」『第２回水と緑の環境フェスタを開催しました』 

をご参照ください。 

（読上げ部分省略） 

 

中津会長    では、ただいまの報告事項に対して何かご質問等がありま 

したらお願いします。 

無いようでしたら、次の報告をお願いします。 

 

事務局（関根課長） つぎに、「三郷市地球温暖化対策実行計画」の進行管理・ 

平成１９年度における温室効果ガスの排出量当についてご報告 

させていただきます。 

    「資料７」三郷市温室効果ガス排出量一覧を、ご参照くださ 

い。 

（読上げ部分省略） 

      

続きまして、「三郷市環境報告書（平成２０年度版）」が完成

しましたので、ご報告させていただきます。 

「資料８」三郷市環境報告書（平成２０年度版）をご参照く



ださい。 

（読上げ部分省略） 

今までは数字と言葉だらけでしたので、見る気がしなくなっ

てしまうような感じでしたので、絵と写真を入れました。 

この中にある絵は、第１回水と緑の環境フェスタで子供達か 

ら環境ポスターを募集したもので、優れたものを個々に載せて 

あります。 

このように、写真等を入れることによって見やすくなり、 

理解も深まるのではないかと思います。今後も色々と改良しな

がら編集していきたいと思っております。中に掲載されている

絵については、親御さんに公共的な資料として使用させていた

だくということを、あらかじめ許諾をいただいております。 

また、河川に関する浄化の呼びかけや、道路のごみ捨ては 

やめましょうという部分については、それぞれ看板に転写して

国道と第二大場川、新三郷駅のところにも掲示してあります。 

国土交通省江戸川河川事務所では、江戸川と中川にも子供達

の絵を張り出そうということで作業中です。近日中には、掲示

する予定です。 

もう一つ、追加で報告させてください。昨年の８月に市役所

で栽培したゴーヤがなっていたので、皆さんにお配りしたと思

いますが、来年度はゴーヤの取り組みを意識的に行っていきた

いと考えています。 

昨日、農業委員さんの集まりにおいてお願いをしましたが、 

力強いご協力をいただけるお話をいただきましたありがとうご

ざいました。 

そういった中で、緑のカーテンの運営協議会のサポーターっ

て書いてありますが、運営協議会という会をつくり、楽しく参

加しながら動いてもらうために、一般市民に参加してもらいそ

の方々を中心に市内の一般家庭にも、緑のカーテンを普及して

しまおうというものです。 

一方で、お金的にも物的にも応援いただける協賛企業や団体

も募集することも行っているのですが、人とお金をうまく組み

合わせて動かしていこうというものです。普通だと市の予算を

計上して実施していくのですが、行政の公費ということよりは

市民のエネルギーを使って、みんなで力を出し合うということ

が本来的な話かなと思っております。市の予算もいくらかは計



上しております。具体的には４月の広報に「沖縄産のゴーヤの

苗を贈呈します」というタイトルで掲載します。費用は一切い

ただかないのですが、今年の７月から９月までの電気料金のチ

ェックをしていただいて、昨年同期の電気料金と比較してその

数値を書いていただき、取り組んだ感想を一言書いてもらえる

方に苗をさしあげます。そのことによって、効果があるという

ことも確かめ、意識をしてくれる人に参加いただく予定です。

数からすれば１００世帯ですが、輪を広げることによって町の

中に緑が増えていくと、電気料金も減って効果が分かります。

いいことだと思いますので、ご協力、ご支援をお願いいたしま

す。 

 

中津会長    皆さんの協力によりまして、本日の議事がスムーズに進行で 

きましたことを感謝申し上げます。 

これからも、市の環境施策の進行に期待をすると共に、私ど

も委員一同力を合わせて三郷市の環境に貢献してまいりたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

 

事務局（関根課長） 委員のみなさま、ご審議ありがとうございました。 

閉会にあたりまして、太田副会長から閉会のごあいさつを 

お願いします。 

 

５ 閉 会                            

太田副会長   今日は、年度末のお忙しい中、年度を括る会議という中で、 

事務局からの提出議題に対し、皆さんにおかれましては活発な 

議論をいただき、私としても、皆さんの協力が無ければ、三郷 

市の発展もないものと思います。 

本日は、審議いただきありがとうございました。 

これをもちまして、閉会の言葉といたします。ありがとうご

ざいました。 

 


