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平成 27 年度第１回岡崎市環境審議会 会議録 要旨

１ 開催日時

平成 27 年 10 月 23 日（金）午後２時 00 分から午後３時 30 分まで

２ 開催場所

岡崎市役所東庁舎 東 701 会議室

３ 議題

岡崎市生活環境保全条例の一部改正（案）について

４ 出席委員及び欠席委員の氏名

 ⑴ 出席委員（五十音順） 

安達 重美、磯谷 宏子、太田 修、大平 仁夫、織田 重巳、片山 幸

士、河江 喜久代、齋藤 眞澄、佐谷 智、澤田 文夫、永井 貞、中垣 洋

一、丸山 泰男、山根 到

 ⑵ 欠席委員 

鈴木 艶子、長谷川 えり子

５ 説明のために出席した職員の職氏名

環境部長 山田 康生、環境部次長（環境総務課長） 柴田 耕平、環境保全

課長 中根 靖夫、環境保全課自然共生班班長 蜂須賀 功、環境保全課自然共

生班主任主査 森本 徳恵

６ 出席した事務局の職氏名

環境総務課総務調整班班長 岡田 武士、同主任主査 新家 孝義、同主事

井上 崇也

７ 新任委員紹介

平成 27 年５月 12 日付けで太田修委員を委嘱した。（大島康司委員の委嘱を解

除）

８ 環境部長挨拶

９ 議事録署名人の氏名、及び会議の公開

議事録署名人に、磯谷委員を指名した。

本日の審議会を公開とすることとした。（傍聴者なし）
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10 議事要旨

岡崎市生活環境保全条例の一部改正（案）について

市長から当審議会に諮問された岡崎市生活環境保全条例の一部改正について、

条例の一部改正案について資料１～資料６に基づき、環境保全課長が説明し、そ

の後、事前質問票によって届けられた事前質問について環境保全課長が以下のと

おり回答した。

 ⑴ 現在の岡崎市のごみ屋敷に関する状況を分析した上で、実際に支援、指導を

行ってみると、具体的にどういった人材が必要かわかってくると思うが、地域

住民に対して、実際にどのような支援を想定しているのか。

（環境保全課）ごみ屋敷の問題解決には地域住民の協力、支援がとても大きいと

考えている。地域住民がごみ屋敷住民と一緒に清掃等をしていただける場合

は、町内美化活動と同様にごみ袋の提供、清掃道具の準備、ごみの処分等の必

要な支援をしていきたい。

また、人材的な支援の連携だが、問題解決には個別のケースのキーマンとなる

人をいかに探すかが大変大事であると先進自治体から意見をいただいている。例

えばケースワーカー、地域の民生委員、町内の代表、その地域の方、自分の身内

など、原因者が話を一番よく聞いてくれる人である。行政としてもキーマンとな

る方と一番密接に関係する部署を庁内対策会議で組織しているつもりだが、さら

には医師の関係なども、必要に応じて連携していきたい。

 ⑵ 定義の「不良の状態」の適用範囲が不明確である。「ごみ屋敷」と定義しては

どうか。

（環境保全課）ごみ屋敷の定義そのものとして、不良な状態を例示した上で定義を

したい。例示を具体的に示したうえで、不良な状態をごみ屋敷としたいというの

が我々の案である。

⑶ 廃棄物処理法、空家等対策の推進に関する特別措置法、建築基準法など等との

二重の規制が違法となるのではないか。それらの法律との棲分けが必要ではない

か。

（環境保全課）それぞれの法の目的と対象が異なるため違法性そのものはないと考

えている。

⑷ 個別の条例としてはどうか。 

（環境保全課）参考にしたのは大阪市の条例である。大阪市、京都市、東京都足立

区、そういったところの条例を見比べてどの条例が岡崎市に合っているのか検討

した上で、大阪市の形が岡崎市に一番あてはめやすいのではないかと判断して参

考にしている。
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個別の条例に関しては、岡崎市の主要施策であるリバーフロント推進計画の人

道橋について、現在のところ平成 30 年の架橋を目指しているが、その際に、東岡

崎駅周辺の地域、ＪＲ岡崎駅、あと岡崎公園、そういった場所について路上喫煙

禁止区域やポイ捨て禁止区域に設定するような環境美化に関する規定を条例化し

ようと検討をしている。その時に、ごみ屋敷も含む環境美化に関する条例を個別

の条例として検討したいと考えている。現在、単独条例を作ってまた２年後にそ

ういった個別の条例を作りなおすよりも、今回は現行の努力義務規定がある生活

環境保全条例を一部改正し、現在の状況に必要な規定を整備する方を選択した。

 ⑸ 地元から苦情が市に受理されて初めて動き出すという非常に消極的なものに

見える。未然防止という観点からも、助言ですとか支援、調査報告、聴取等の規

定を設けて積極的に未然防止を行うべきでは。

（環境保全課）質問の趣旨どおりの意向は我々も持っているが、個別の条例であれ

ばそういった手続きも規定するが、現在の生活環境保全条例の努力義務規定の範

囲でも、当然必要な指導は行う。条例に規定していないから、行政が指導を行わ

ないということはない。確かにわかりやすさとかいった面では個別条例に劣る部

分があると思う。それは、我々の今後の周知、説明の中でしっかり行っていきた

いと考えている。

⑹ 強制力のある立入検査権を規定したい。適切な指導や規制も実態把握ができな

いと難しいだろう。代執行を行う際は必要経費を見積もる必要があるので、立入

りができないと実態把握ができないのではないか。

（環境保全課）立入り調査については、既に岡崎市生活環境保全条例第 43 条の第

１項に、「工場その他の場所に立ち入り」、「施設その他の物件」「の状況を検査す

ることができる。」これがまさに、ごみ屋敷の立入りに適用できると判断してい

る。よって立入りして、調査をする。

⑺ 環境審議会に諮る必要があるのか。タイムリーな行政処分ができないのではな

いか。廃棄物処理法にも措置命令はあるが審議会等には諮っていない。

（環境保全課）「不良な状態」や「著しく不良な状態」の判断は、我々の判断基準を

今後、いかに精査していこうとも、個別でそれぞれである。事情、理由もそれぞ

れで、ごみ屋敷の状態もそれぞれ。言葉では決めきれない部分があるので、審議

会の委員方に、客観性、公平性を、我々が市民に対して説明できるように、主観

で結構なので判断していただきたい。一番我々が判断していただきたいのは周辺

住民の迷惑度である。同じごみ屋敷があっても、周辺に家がないようなところで

あれば苦情も出ないが、それが住宅地にある場合に苦情が発生してくる。その辺

りの情報も委員の皆様に提示させていただきながら、これは本当に「著しく不良

な状態」であると、そういった判断をいただければと思う。



4

命令は行政処分になるので、行政処分を行うとその命令に従わなければ自動的

にこの規定がある限り、行政代執行まで行ってしまう。ただ、全国で行政代執行

は、定めてもあくまでも最終手段であって、どこの自治体も行政代執行はしたい

とは考えていないと思われる。あくまでも指導等で応じていただけるならば、そ

れに越したことはないという考えで我々も規定化している。そのためにもより慎

重に、環境審議会委員の意見をいただいて命令をする。行政代執行の前にはまた

再度、最終の御意見をいただく、そういった考え方をしたいと考えている。

⑻ 過料、罰則、助言、指導等の規定を設けなくてもよいのか。実効性を担保する

ためには、罰則も考えるべきではないか。

（環境保全課）実効性の担保、抑止効果という意味では、罰則としての罰金、過料

にはいずれも抑止効果があるというふうに我々も考えている。ただ、現在、生活

環境保全条例には罰則の規定があって、その中に罰金がある。

岡崎市生活環境保全条例では公害等を想定して罰金を規定している。大きな事

業所が、行政が立入ろうとしているのに立入らせなかったり、虚偽の報告をした

り、検査を妨害するなどの悪意をもって対応した場合に、罰則、警察にもお願い

して、罰金を取ることができる。

ただごみ屋敷に関しては、周辺の方が大変迷惑されているのも事実だが、罰金

とか過料は現在の岡崎市の考えとしてはそこまでの規定は現時点では設けたくな

い。抑止効果は当然認めているし、今後パブリックコメントを行う中で、そうい

った意見も出てくるかもしれないので、今後も検討はしていく。

 ⑼ 判断基準が抽象的。特に臭気測定、悪臭の測定に関しては、臭気判定士が行う

のか。また、資料２の位置づけは行政の内規か。一般市民にはその判断基準をど

のように周知するのか。

（環境保全課）資料２の判断基準はまず「不良な状態」として認定するための最初

の基準。指導、勧告できるよう、判断基準をより幅広く、より多くの物件を指導

できるように、判断基準は低く設定したいと思う。悪臭の判断基準も、環境保全

課の職員が５人現場に行って、５人のうち過半数が耐えられない臭いというふう

に感じるかどうか、まずそれをもって「不良な状態」と判断する。「不良な状態」

であれば命令や代執行という話にはならない段階。

臭気判定士を使うのは命令や代執行を行うような「著しく不良な状態」の段階

で、業者や認定機関に委託してお願いする形になる。契約や日程調整に時間を費

やすが、より慎重を期す意味でもそれは必要と考えている。

判断基準は事務処理要綱等の内規で定めたいと考えている。説明責任を果たし

ていないのではないかという批判を受ける話になりかねないが、個別の案件でそ

れぞれの事情、いろいろなケースが想定されるため、判断基準のところを今後精

査しても書ききることは無理だと思っている。現時点でこういったものだと公表
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してしまうと、逆に市民の方が本当に困っていても、対応できないということが

想定される。だから内部要綱は、行政の方がフレキシブルに、変更等が可能であ

るようなものにさせていただきたい。ただし市民の方にはしっかりと説明をして

いく。原因者に対しては説明を求められなくてもこちらからしっかりと説明をし

ていく。

その後次の趣旨の質疑応答がなされた。

（Ａ委員）一部改正の目的は行政代執行を可能にしたいということだと思うが、７

件あるごみ屋敷の中で、行政代執行の方に進もうというのは１件しかなく、６件

については勧告止まりで終わる。

この「火災のおそれがある」１件は、今の条例でも対応できないということか。

対応できないのであれば作る意味があるが、対応できるのであれば、条例を改正

しても実質的な運用は今までと全く変わらないのではないか。

（環境保全課）現在ごみ屋敷条例を持っている８自治体のうち、行政代執行を規定

しているのは４自治体、その４自治体のどこもごみ屋敷条例に基づく行政代執行

はしていない。その４自治体でさえ作った条例を適用せず、もともとあった道路

法の関係の行政代執行をしている。ごみ屋敷に対する行政代執行は、中核市以上

の市の中では道路法に基づく１件だけで、条例に基づく代執行をした市はない。

行政代執行は我々が最終手段として規定するものである。しかし現在の努力規

定では禁止規定ほどの抑止効果は期待できないし、従わないものに対して命令を

する規定もない。行政処分しているものに対する実効性の担保として行政代執行

の規定は持ちたい。行政代執行をせずに済めばそれに越したことはない。

（Ｂ委員）「不良な状態」「著しく不良な状態」のところを見ると、敷地内にあるか、

敷地外から着火可能か、というところで判断基準が分かれている。しかし居住し

ていない、あるいは居住不明なところであれば、放火しようと思えばその敷地内

に立入って火をつけることも可能。住民の方は火災の類焼、類炎を一番恐れてい

る。地域住民の安全性を考えると、空き家状態でごみが堆積しているときに火災

が起きる可能性は十分あると思う。判断基準の「火災のおそれ」を見直された方

がよいかと思う。

また、原因者は大変高齢の方ばかり。高齢の方で、片づけるよと言っても一人

ではなかなか普通はできない。だから一緒に片付けましょうというふうに寄添う

人たち、例えば市会議員、総代などが行政の力を借りて、一緒に片付けますよと

説得されたら、もっと早く進むのではないか。

絶対に話したくないという人はあまりおらず、ごみを集めたいという背景には

心の隙間を埋めたい何かがあると聞いたことがある。ＡＤＨＤ(※)やアスペルガ

ー等の発達障害を持っているかもしれない。色々なことを鑑みつつ一緒に片付け
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ようと説得した方がこの案が進んでいくように思うが。

（※ ＡＤＨＤ 注意欠陥・多動性障害）

（環境保全課）判断基準の「火災のおそれ」が甘いのではないかという点は当課及

び消防予防課等の消防部局と協議、検討したい。

心の隙間とか、心のケアの問題は指摘のとおりだと思う。先ほどの説明でもあ

ったように庁内連携、住民との連携等、いろいろな方と話合いながらやっていき

たい。「キーマン」となる人をいかに探すかということで、連携を強化してやって

いきたい。

（Ｃ委員）資料１にある「ごみ屋敷の対策フロー図」について、措置命令を出した

後は代執行が可能になるので、滅多に命令を出さないという説明だったと思うが、

命令を出して命令で止まることはないのか。１回命令を出したら必ずしも代執行

をしなくても良い気もするが、その考え方が、先ほどの説明だとちょっとはっき

りしない。勧告だけだと以前と変わらない感じがするし、一度命令を出して効か

なくても２回出せば効くのかもしれない。命令を出したら行政代執行に直結して

いるならば審議会を２回やる必要はなく、命令を出す時に審議会で審議すれば終

わりではないかと。

もう一点は支援について、確かに、行政の中だけでやっていても外へのアクシ

ョンにはならない。生活の仕方、分別の仕方を教えることも必要だろう。ボランテ

ィアを総動員しないといけないと思うが、条例に規定もないのに参加することは

不可能。条例の規定もない中で対策が進んでいくのか。

（環境保全課）命令をして、命令に従わなければ公表、公表しても従わなければ行

政代執行、その手続きは間違いない。命令で終わることもある。命令の段階で従

っていただければそれに越したことはない。公表についても同様。

支援に関して、ボランティアについての規定をということだが、ボランティア

を強制することはできない。地域住民はそうしなければならないというような規

定は設けられない。規定するとしても、必要な支援をするように、努めなければな

らないというような規定しかできない。現在の生活環境保全条例の作りの中にも、

そういった個別条例に入れるような指導等の類は、公害の方でも一切言っていな

い。ただ、努力規定、禁止規定を設けた以上、行政は責任をもってそれに必要な指

導、あと支援の要請は行う。

（Ａ委員）ごみ屋敷の問題は、環境問題よりもむしろ御近所トラブルに近い性格の

あるものだと私は思う。だから「不良な状態の禁止」ということで不良な状態を

違反というふうに定めているが、山の中で周りに人が住んでないような状態だっ

たら問題にならない。結局、近所に人がいるかいないか、御近所トラブルかどう

かっていうことを表していると思う。そうなると「不良な状態」が起きているか

らこれは違反として取り締まらなければならないというよりも「不良な状態」が
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起きていて、かつ、御近所への迷惑があるからこういう手段に出るのだ、という

形にした方がよいのではないか。最初に「不良な状態の禁止」と記載してしまう

とそれだけで条例違反と受け取られかねない。それはいかがなものか。「不良な状

態」が持続していて、近所とトラブルになっていることを行政が判断した等でそ

の先に進むと言ったほうがよいのではないか。

（環境保全課）今回の７件の中のどれとは申し上げられないが、隣人が気に入らない

から、というのが実際ある。それは基本的には行政が介入できる範囲ではない。ご

み屋敷という結果以外に、問題の本質は別にある。本当に難しい部分がある。それ

で、環境保全課だけでは対応できないという意味で、庁内連携をしているし、さら

には法律の専門家の意見を求めることも考えている。環境審議会の方に責任を押

付けて判断していただきたいという思いは一切ない。必要な法的な判断は顧問弁

護士によく相談することも考えている。なお、「不良な状態」には、周辺の生活環

境が損なわれていることを前提としている。

（Ｄ委員）豊田市みたいに火災が起こってしまってから議論を始めると、それまでに

行政は何をやっていたんだという話になる。そうならないための審議会だと私は

思う。完璧に行政の責任として予防するためには条例の一部改正が必要なので今

ここで審議していると思う。ごみ屋敷の火災などを岡崎市、岡崎市内では絶対起こ

したくないという思いで、職員は大変な作業をしている。この体制は絶対に必要な

ことだと思うし、行政代執行しておけば火災が起こらなかったじゃないかってい

う批判も防げると思う。それがたった一件であってもその一件を取り締まるため

には条例の制定は必要だと思う。

岡崎市の職員は本当に研究熱心でフットワークも軽い。こういう市役所の方た

ちに守られて自分の生活はあるのだと日々感謝して生きている。これからもこの

姿勢のまま続けていただきたい。

（環境保全課）豊田市の事例のような大きな被害は起こしたくないというのが大き

な背景の一つである。行政代執行につきましては、最終手段だが、必要があれば行

う必要がある。必要性が認められれば、当然そのように進める。

（Ｅ委員）15 万８千世帯のうちの７件のごみを撤去できないということ自体がおか

しいと思う。議論にしているのはごみ屋敷をこれからどうするかということで、こ

のことに対しては行政代執行まで設けた方がいいだろうという意見だと思うが、庁

内会議でこれだけの課が集まっているのだから、そこでケア等の負担をする等、細

かい規定はこちらで作られた方がいいのではないか。庁内会議で分業していかない

と、余分に税金を使っているだけになる。

99.9％以上の人間が正常に税金を払って正常にごみを出している。残りの人の心

の中のケアというのはこの庁内会議でやるべきことではないか。

（環境保全課）御指摘のとおりである。庁内会議でごみ屋敷の情報を共有し、関係各
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課と連携を図りながら、対策を進めていきたい。

（Ｆ委員）私の家は京都だが、30 年間ぐらい非常に困っていた物件が近所にあった

が、突然、本人自身が整理を始めた。大きい袋を市の方から提供されているのだろ

うが、それに１枚ずつ読みながら、捨てていっている。それが３週間ぐらい続いて

いる。どういう経緯でそういうふうになったのか、一度聞いてみようと思う。びっ

くりしている。

（Ｅ委員）ごみ屋敷ではないが隣にちょっと変わった人がいて、警察沙汰に５回も 10

回もなっていた。最終的に食べられなくなってうちの店に強盗に入り、ケースを２

つ割って、中の宝石まで傷ついて、150 万円くらい被害を受けた。彼は刑務所に１

年６か月入ってそれからどこかへ行った。かわいそうな人だが、自分が払った自分

の被害額 150 万円は誰が払ってくれるのか。それは言っておきたい。

（環境保全課）問題のごみ屋敷に現在は居住しておらず別のところに居住している原

因者に朝、晩、休日と何十回と会いに行ったが居留守を使われるなどでまったく会

えなかった。ある日他の者が行ったら家を間違えて２軒長屋の別の方を訪問してし

まった。そこの住人が偶然その原因者の親族で、本人を呼び出して一緒に改善を働

きかけてくれた。今、自主解決の方向に向かっている。誰が「キーマン」になるか

わからない。今回、間違えて余所へ行ったらそこの人が「キーマン」だった。本当

にいろんなケースがあると思い、紹介させていただく。

（議長）心の問題、近隣との関係などいろいろ難しい問題がある。しかし、火事が起

こると大変なことだ。行政も支援が大事であることを大前提にしているので、地域

住民、原因者との連絡を密にしながら、代執行まで行かないような状態で解決して

いただくよう、一層の努力をお願いしたい。

11 事務連絡

事務局から、11 月７日（土）に乙川河川敷で「環境ひろば」を開催予定であるこ

と、及び次回審議会の日程（平成 28 年１月８日（金））について連絡した。

会議資料

【事前送付資料】

岡崎市環境審議会 次第

岡崎市環境審議会 委員名簿

岡崎市生活環境保全条例の一部改正について（諮問）

（資料１）岡崎市生活環境保全条例の一部改正（案）について

（資料２）不良な状態の判断基準（案）
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（資料３）ごみ屋敷一覧表

（資料４）ごみ屋敷対策庁内会議設置要綱

（資料５）ごみ屋敷対策に関する実態調査について

（資料６）近隣市の状況について（平成 27 年 10 月８日付け新聞記事）

【当日配布資料】

大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適性化に関する条例（写）

空家等対策の推進に関する特別措置法（写）

岡崎市生活環境保全条例（写）
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議長

中 垣 洋 一 印

議事録署名委員

磯 谷 宏 子 印


