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平成 28 年度第３回岡崎市環境審議会 会議録

１ 開催日時

平成 28 年 10 月 28 日（金）午後２時から午後３時 10 分まで

２ 開催場所

岡崎市役所東庁舎２階大会議室

３ 議題

 ⑴ 岡崎市北山湿地自然環境保護区保全計画の変更について 

 ⑵ 今後の生活環境等影響調査の在り方について 

 ⑶ 岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例(平成 15 年岡崎市条例第 33 号)

の一部改正について

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、大平仁夫、織田重巳、片山幸士、河江喜久代、佐谷智、

澤田文夫、鈴木純子、永井貞、中垣洋一、中根茂、長谷川えり子、丸山泰男、

山根到

 ⑵ 欠席委員 

齋藤眞澄

５ 説明のために出席した職員の職氏名

環境部長 柴田和幸、環境部次長（環境総務課長）柴田耕平、環境保全課長

池野肇、廃棄物対策課長 柴田清仁、環境保全課自然共生班班長 太田光之、廃

棄物対策課許可監視班長 中根勇、環境保全課主任主査 森本徳恵、廃棄物対策

課主任主査 舩山哲、環境保全課主事 加藤陽輔

６ 出席した事務局の職員の職氏名

環境総務課総務調整班班長 蜂須賀功、同主任主査 鈴木久美子、同主事

井上崇也

７ 環境部長挨拶

８ 議事録署名人の氏名及び会議の公開

議事録署名人に、河江委員を指名した。

本日の審議会を公開とすることとした。（傍聴者なし）



2

９ 議事要旨

 ⑴ 岡崎市北山湿地自然環境保護区保全計画の変更について 

市長から当審議会に諮問されている岡崎市北山湿地自然環境保護区保全計画の

変更について、第２回環境審議会後に委員から提出された意見に対する市の考え

方を資料１に基づき環境保全課長が説明した。

（環境保全課）委員の皆様にいただいた意見を大きく３つに分けて説明する。１

つ目は木の伐採や湿地の乾燥化について。市の考え方としては吸水力の強い大

木を伐採することで湿地の乾燥化を防ぐとともに、背の低い湿地性植物に日の

光をあてるという狙いがある。さらに乾燥化を食い止めるために笹などの刈り

取りや、河床の侵食による沢の水位の低下に対して対策を行っていく。２つ目

は市民目線を盛り込むということについて。本計画は北山湿地を保全管理して

いくために具体的な取組みを示すことを目的としている。北山湿地の自然の重

要性については、岡崎市自然環境保護区に指定した理由を記した北山湿地のパ

ンフレットや生物多様性岡崎戦略に記載してある。この計画では保全管理につ

いて重点を置いているものになるのでご理解いただきたい。３つ目は環境教育

の場としての活用について。今年度は天然記念物に指定されたこともあって、

年３回実施している市民向けの自然観察会のほかに、文化財ツアーや愛知教育

大学の渡邊先生の呼びかけにより高校や大学の講座の１コマを北山湿地で開催

しており、若い方たちが北山湿地に来る機会が増えてきている。いただいた意

見を参考に、今後どう活用していくかを更に検討していく。

諮問させていただいている計画案は、ご意見にあったように表紙をつけた

り、文章の校正等はしているが、内容については前回の審議会から変更してい

ない。

（議長）ただいまの説明を聞いて質疑等あるか。

（各委員）質疑なし

（議長）続いてこの岡崎市北山湿地自然環境保護区保全計画の変更について、当

審議会の答申内容についてお諮りしたい。

この岡崎市北山湿地自然環境保護区保全計画の変更については、平成 28 年５

月 12 日に市長から当審議会へ諮問がなされ、３回に渡り議論してきた。先ほど

の事務局の説明で、各委員からの意見集約及び改正案への整理も終わったので

答申としてまとめさせていただく。答申案をお配りしてよろしいか。

（各委員）異議なし

（議長）事務局から内容説明をする。

（事務局）答申案説明

（議長）質疑等あるか。

（山根委員）答申中２番の湿地の目指す将来像の部分で、自然の生態系を維持す

ることは難しいと思われると書かれている。過去の姿から大きく変化している
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から今後将来どうしていくかを考えていくというのはわかるが、この部分に自

然の生態系を維持することは難しいと書かれていることに違和感を感じる。こ

れはどういう意味なのか。

（環境保全課）湿地の姿は現状かなり変わってきているが、その現状だけを見て保

全していくのではなく、湿地がかつてどのような状況に置かれていたのか、どう

いった生態系があったのかなどの情報を集めながら、適切な保全活動を行ってい

く必要があると考えてこのような内容にさせていただいている。

（議長）提言の中に書かれたこともふまえて書いておられるということだろう。

他に質疑等あるか。

（丸山委員）今日これで答申案ができたということで、日付は今日になるのか。

基本的には答申が決まった時点で市長か、お見えにならなければ部長に渡す必

要があると思うが、ここではそういったことが行われず、いつも何となく知ら

ないうちに日付もわからないような形でやっておられる。その辺はどうなのか。

（環境総務課）今回の答申をここで審議いただいたことをふまえ、私どものほう

から報告したいと考えている。

（議長）特に異論がなければ、後は会長一任ということになるかと思う。それで

もやはり特別な学術用語等があるので、その部分については会長と事務局と検

討した上でまた改めてということになるかと思われる。今まではそうだった。

（丸山委員）答申がここで決まってから勝手に直すということはよくない。

（議長）もし必要ない用語があるような時だけという意味である。もちろんこの

場で言ってもらえるのが一番いいし、今回は無いようだが。

（丸山委員）後で直していいという形になっていいのかと、その点が気になる。

（議長）今までは後から字句等の訂正を行ったことはなかったと思うが、用語に

ついては、別の用語を使用したほうが適当だということがあり得る。そのよう

な場合は会長一任ということがあったと思う。

（丸山委員）そういった場合は会長一任でやればいいと思う。そうでない場合も

同じようにやられていることがおかしいと思う。

（環境総務課）今回この場で決定をしていただいているので日付としては本日付け

となる。市長に渡すときも都合が合えば会長から渡していただくという形もとら

せていただきたいと思うが、都合が合わないときは環境部長が市の代表で来てい

るのでこの場で渡していただくことも可能である。しかし若干整理させていただ

きたいということもあるので、日付は本日付けだが渡すのは後日ということでご

理解いただきたい。

（議長）前の柴田市長のころは、私のほうから答申案を渡したことが何度かある

が、今の話のようにこの場で直接私のほうから部長に渡すのではなく、今までの

ように改めて渡すということにしたいがよろしいか。

（各委員）異議なし

（議長）それではこの件については諮問どおり、特に字句の訂正もなく決定された
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ということでよろしいか。

（各委員）異議なし

 ⑵ 今後の生活環境等影響調査の在り方について 

今後の生活環境等影響調査の在り方について、資料２～８に基づき、環境総務課

長と環境総務課総務調整班長が説明し、その後次の趣旨の質疑応答がなされた。

（議長）資料の２、３、７、８をふまえながらご意見を伺いたいがどうか。

（山根委員）資料８は対象一覧ということでわかりやすい表が作られているが、議

論をしていく上でこの表だけではイメージが湧かない。この対象になるものが年

間どのくらいあるのかをおしえていただきたい。

（環境総務課）この条例は平成 12 年に作られており、この調査を行った事業につい

ては３件ある。具体的には平成 15 年に細川の住宅団地で通称さくら台、平成 23 年

には今のはるさき健診センターのある辺りで岡崎針崎プロジェクト、平成 25 年に

ＪＲ岡崎駅の岡崎駅南土地区画整理事業の３つの事業になり、この条例に基づいて

報告書が提出されている。この３つの事業は土地の形状の変更が 10 ヘクタール以

上だったため、国や県のアセスメント対象ではなく、市の条例の対象事業となっ

た。

（丸山議員）資料２の中で一般廃棄物処理施設について法体系に合わせるとあるが、

意味が理解できない。法律の体系であると廃棄物処分場などは 30 ヘクタール以上と

いうことで法対象になっているが、そういった形でやるというのではなくて別途ほ

かの方法を考えているということか。

（環境総務課）市条例の中の 14 条のことであるが、廃棄物の法律の中で一般廃棄物の

処理施設を設置する場合にはアセスをやらなくてはならないとなっているが、その

公告や縦覧といった手続きについては市条例で定めるという規定になっているので

この市条例の中で定めている。ただこの条例自体、環境影響評価法がメインとなっ

ているので今回、手続きのみの規定を別の条例で定めるということである。

（廃棄物対策課）一般廃棄物処理施設については、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律の規定により、市で条例を持つことができるようになっている。それが今現在は

生活環境等影響調査条例の中に盛り込んである。

平成 27 年５月に廃棄物処理法の改正がされた中で、市から委託を受けて非常災害

により生じた廃棄物の処分を行うための一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調

査結果の縦覧等の手続きの部分が新たに盛り込まれた。それを受けて、新たに廃棄

物関係の条例を制定することとし、現在ほかの条例にも盛り込まれている手続きに

関する部分をまとめることを検討している。次回の審議会において改正内容につい

て報告させていただく予定でいる。

（丸山委員）簡単に言うと、廃棄物処理法に基づく条例と、災害時の特別措置法の関

係の受け皿で一括したようなものを作りたいという理解でよいか。



5

（廃棄物対策課）廃棄物に関するものと、廃棄物処理法に基づく手続き条例という部

分を新たに作るということ。今は生活環境等影響調査条例の中に廃棄物の関係が入

れてあるが、全体の中にはそぐわないためその部分を抜き出す形を検討している。

（議長）他に質疑等はあるか。

（佐谷委員）資料７について。岡崎市のところで国と県の対象事業は適用除外とある

が、国と県は信用していいのかお聞きしたい。そんなことはありえないと思うが、

北山湿地をつぶすと言われても国と県がやった場合私たちにはわからない。

（環境総務課）この条例の体系としては、先ほどご説明したように国の法、あるいは

県の条例のもとで調査が実施される場合には岡崎市の条例は対象外となる。何がひ

っかかっているかというと資料８の中の面積要件になる。面積の大きいものについ

ては国、あるいは県が環境影響評価を実施する。それ以下の面積で 10 ヘクタール以

上から 75 ヘクタールまでを岡崎市は条例の対象としてきた。適用除外というのは面

積によるものという意味合いで書かせていただいていることをご理解いただきた

い。

（佐谷委員）よくわからない。10 ヘクタール以下のものだったら信用しているという

ことか。

（環境部長）補足する。例えば国土法に絡むような大きな話には国のアセス法があ

り、それ以下のものである程度大きなものについては県がやる。そこからこぼれて

しまったものに関しても多様な生態系に影響することはあり、何もなくてはいけな

いということで 10 ヘクタール以上という岡崎市のルールを作ったということ。国や

県というよりも通常の民間開発の場合において、市が責任を持って判断するという

場合についてこういった組み立てになると考えている。

（織田委員）環境保全に長年携わってきた立場からすると、アセスがあるから開発が

止まったということを聞いたことがない。事前に計画書を提出するということで少

しは前進したと思うが。

（環境部長）私も環境アセス自体にはその計画を止めるだけの力はないと思ってい

る。事業をやっていいかという是非を問うものではなく、少しでも環境への影響が

少ない形で行えるよう、当事者と守る側で知恵を合わせていい方法を考えていくも

のだと思う。したがって今回のこの条例についてもベターを探すツールには十分な

り得ると考えている。

（織田委員）先日市長のほうから、東インターの近くにアウトレットができるという

報告があったようだが、それあたりがこの対象になるのかと思った。

（環境部長）部長の私のほうにもどういった計画でどのくらいの規模かなどの正式な

情報は入ってきていないが、選挙が終わった後、新聞の中で市長がそのように言っ

ていたことは承知している。面積としては間違いなく対象になるだろうと考えてい

る。

（長谷川委員）新しく計画書を提出してもらうという条例にするのであれば、計画書

があって工事に着手して、それが計画通りにきちんと行われているかどうか、事後
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調査のような確認の部分がないので、それを加えたほうがいいのではないかと思

う。

（環境総務課）この市条例は、生活環境等影響調査条例と言い、あくまでも調査をし

てもらうための機会を設けるための条例であり、その点が評価法や評価条例といっ

た国や県とは違うところである。調査をして必要があれば提言をしてもらうという

ことが主となるため、今のところは調査結果を提出した後での、工事が始まった後

の事後調査などを求めるものではないという認識でいる。

他都市の状況については、政令指定都市 20 都市のうち 10 都市が、中核市では 47

市のうち岡崎市を含め５市が市で環境アセスの条例を定めている。愛知県内では県

や名古屋市がこういった条例を持っており、豊田市や豊橋市では持っていない。

（議長）ほかに質疑あるか。

（各委員）なし

⑶ 岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例の一部改正について 

岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例の一部改正について、資料９～13 に

基づき、環境保全課長が説明し、その後次の趣旨の質疑応答がなされた。

（議長）質疑等あるか。

（丸山委員）このまちづくり条例そのものは環境部が仕切っているわけではないと思

うが、資料９の環境保全地区を決める場合は、この環境審議会で審議するのか、そ

れとも都市計画審議会や土木のほうの審議会にかけるのか。

（環境保全課）環境に関することについての条例の内容なので、この件については環

境審議会でご審議いただくことになる。所管しているのは都市計画課であり、この

条例そのものの改定手続きを進めているが、環境に関わる環境保全の分野があるた

め、その分野については環境部の所管ということになる。

（丸山委員）同じ条例を改正するのに２つの審議会で議論がされるということか。こ

の環境保全地区についてだけはこちらにまかせるということか。

（環境保全課）そういった理解で構わない。

（議長）以前環境部の中に両方の委員会があった。それを分けたのが２、３年前のこ

とであり、残っている部分を整理したいということだろうと思う。

他に質疑等あるか。

（佐谷委員）まちづくり条例の中に環境保全の内容が入っている背景には、大型店の

出店があり、環境を保全するなら大型店は出てきてもいいよという形になったのが

今のまちづくり条例だと思っている。本来環境保全とまちづくり条例とは全く違う

ものだと思うが、環境保全のことが入ったために、大型店が環境をこのように守り

ますから出店しますというような、ある意味大型店に非常に譲歩した条例ができて

しまった。そういったこともあるのでもう少し細分化して、環境保全なら環境部が

しきるという形をとっていってもらいたい。
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（議長）他に質疑等あるか。

（各委員）なし

（議長）それでは岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例の一部改正につい

ての当審議会の答申内容についてお諮りしたい。答申案をお配りしてよろしい

か。

（各委員）異議なし

（議長）事務局から内容説明をする。

（事務局）答申案説明

（議長）資料 11 の 12 ページに第 57 条と 58 条があり、それを削除したいというこ

と。これを読んでいただき、先ほどの説明と共にご検討いただきたい。意見等ない

か。

（各委員）なし

（議長）それでは、岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例の一部改正について

の答申内容は原案のとおりとし、後日市長に渡すので了解していただきたい。

以上で本日の議題については全て終了した。ほかに意見等あるか。

（各委員）なし

（議長）あとは事務局にお願いする。

（事務局）次回第４回目の環境審議会は１月 13 日（金）に開催する予定。その際に

  本日の議題⑵今後の生活環境等影響調査の在り方についての答申案を検討していた

だきたい。なお、新しい条例については計画書の提出を求めることになり、市民に

義務を課すことになるため、パブリックコメントを 12 月中に行いたいと考えてい

る。

（議長）質疑等あるか。

（各委員）なし

10 環境部長挨拶 委員へのお礼の挨拶

会議資料

【事前送付資料】

岡崎市環境審議会 次第

資料１ 委員意見に対する市の考え方（北山湿地）

資料２ 今後の生活環境等影響調査の在り方について

資料３ 岡崎市生活環境等影響調査条例

資料４ 岡崎市生活環境等影響調査条例施行規則

資料５ 岡崎市生活環境等影響調査条例指針

資料６ 岡崎市環境影響評価調査検討委員会規程

資料７ 環境アセス手続き比較表（国県市）
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資料８ 環境アセス対象一覧表

資料９ まちづくり条例の一部改正について

資料 10 改正の経緯とスケジュール

資料 11 岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例

資料 12 岡崎市自然環境保全条例（抜粋）

資料 13 岡崎市生活環境保全条例（抜粋）

資料 北山湿地自然環境保護区保全管理計画（案）

【当日配布資料】

岡崎市環境審議会委員名簿

配席図

諮問の写し２部


