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令和元年度第２回岡崎市環境審議会 会議録

１ 開催日時

令和元年 10 月 18 日（金）午後２時から午後４時まで

２ 開催場所

岡崎市役所東庁舎２階 大会議室

３ 内容

⑴環境基本計画の改定について(報告) 

⑵岡崎市生活環境の美化の推進に関する条例の施行について(報告) 

⑶メリケントキンソウについて(報告) 

４ 出席委員の氏名（五十音順）

⑴ 出席委員

磯谷宏子、浦野友一、河江喜久代、杉山範子、中垣洋一、橋本啓史、藤井芳

一、渡邊幹男、丸山泰男、近藤勝男、鈴木純子、武田清美、長谷川えり子

⑵ 欠席委員

小串重治、佐谷智、山中賢一

５ 説明のために出席した職員の職氏名

環境部長 小早川稔、環境部次長兼廃棄物対策課長 柴田清仁、環境政策課長

加藤元、環境保全課長 中根勇、ごみ対策課長 鈴木一弘、清掃施設課長 渥美

直樹、総合検査センター所長 大竹弘俊、環境政策課地球温暖化対策係係長 古

瀬川英樹、同主事 坂本昌寛、株式会社総合環境計画 藤田茂伸、赤松幹久

６ 出席した事務局の職氏名

環境政策課副課長 蜂須賀功、環境政策課環境施策係係長 倉田知彦、同主事

栗本真奈

７ 環境部長あいさつ

８ 議事録署名人の指名及び会議の公開

議事録署名人に河江喜久代委員を指名した。

本日の審議会を公開とすることとした。（傍聴者なし）

９ 議事要旨

⑴環境基本計画の改定について(報告) 

環境基本計画の改定について各課長等が説明し、その後質疑応答がなされた。
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(環境政策課副課長、環境政策課)

資料１、資料２の説明

(丸山委員)

３点ほどお伺いしたい。

まず、１点目に 11 ページに PM2.5 の測定を始めたと記載があるが、12 ページに具

体的なデータがない。PM2.5 が大気汚染の中で関心が高い項目であるため、記載する

と良い。

２点目に、14 ページの苦情件数のグラフで、従来、大気汚染と騒音が非常に多い

ということだが、これは岡崎市が国道１号線に面しているため、交通公害の苦情で

あるということか。

３点目は 17 ページの一番下である。１人当たりの原単位が少し上がってきている

ということで、１年だけ上がっているのかよく分からないが、増えることは良いこ

とではないため、注意して見てほしい。

(総合検査センター所長)

全局ではないが、PM2.5 は測定しているため、次回の計画に載せることを検討する。

(環境保全課)

14 ページの公害に関する質問で、交通公害という指摘だったが、大気汚染に関し

ては、野焼きの件数がほとんどである。騒音に関しては、交通公害というよりも、

住宅を解体するときの騒音に対する件数が主なものである。

(廃棄物対策課)

1 人当たりのごみの量については、草木の生育が天候等により左右され排出量が年

度毎で異なったり、経済状況により家庭からの排出量が年度毎で異なったりするな

どの様々な要因により、年度毎でごみの発生量には上下がある。詳しい分析までに

はまだ至っていない。

(渡邊委員)

１点目は、１ページの部分で湿地保全活動参加者数が 2017 年に増えている理由は、

おそらくバスを出してもらったからである。特にこれは北山湿地に関係しているこ

とだが、交通手段がない。なので、毎月でなくても構わないので年に何回か、市の

マイクロバスをチャーターしてもらうなど何らかの形で交通手段を確保し、そのと

きに募れば人は集まる。参加したくても、学生などはそこに行く交通手段がない。

歩いては行けず、公共交通機関もないので、その辺りを検討すると人数は増やせる

し、人数が増えればそれだけ作業の効率も良くなると思う。

次に、水環境について。愛知県は全国的に見ても下水道の整備率が非常に高いが、

実際に整備しても、その後、下水道につながず、その他の合併処理浄化槽やくみ取
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り式のままという率もかなり高い。岡崎市での取組状況と、実際に下水道を設置し

た後、その下水道につなげてもらうための啓蒙活動のようなことが実際にどのよう

に行われているのかということをお伺いしたい。

同じく水環境について、これは生物多様性に関連してくることだが、農薬にネオ

ニコチノイドというものがあり、これが特に生物に対してかなり影響を及ぼしてい

るという研究が進んでいる。動物で言うと、最近トンボが減っているのは、このネ

オニコチノイドが実際に使われていたため、ヤゴが死滅しているからだといわれて

いる。国立環境研究所でもそのような調査をしている。岡崎市でネオニコチノイド

が調べられる状況にあるのかどうかはすぐには分からないと思うが、もしなければ、

それが調べられるような施設を整えてほしい。それが検出されるとおそらく一気に

ヤゴは減少し、帰ってこなくなる。そこを検討してほしい。

最後に、23 ページの『環境を考え実践するまちに』というところで、環境学習支

援団体に登録が可能な団体はどのくらいあるのか。要するに、これは登録数しかな

く、分母が分からない。例えば100団体のうち20団体が目標で、今15団体なのか、

あるいは 15 団体しかなく 15 団体なら、いくら言っても 20 団体にはならないため、

そこを知りたい。これはできれば団体数よりパーセントで出すほうがいいが、困る

ということであれば団体数でも構わない。ただし、母数がどのように例年、変化し

てきているのか、変わっていないのかということも、分かれば教えてほしい。

(廃棄物対策課)

下水道の関係の質問に関して、岡崎市は、今生活雑排水やし尿などの汚水を処理

する方法として、下水道によって処理する区域と、農業集落排水施設によって処理

する区域と、合併処理浄化槽によって処理する区域という３本立てで動いている。

実際に下水道で処理する区域については、順次整備しており、整備が完了し供用

開始された区域につきましては早期の接続をお願いしている。しかし、供用開始後

も未接続の方もいることから、下水道部局で、早期接続の啓発指導等を実施してい

る。農業集落排水施設で処理する区域についても同様に、下水道部局で早期接続の

啓発指導を実施している。

合併処理浄化槽で処理する区域については、単独処理浄化槽やくみ取り便所は生

活雑排水が未処理のまま公共水域に排出されている状況であることから、早期に合

併処理浄化槽へ転換するよう、市も補助金を交付し転換の促進を図っている。

(総合検査センター)

ネオニコチノイド系の農薬の件に関して、現在、検査センターで農薬の検査は実

施しているが、ネオニコチノイド系に特化したものではない。ただ、いくつかの農

薬はそれに該当するものがあると思われるので、今後は新しい農薬などの研究も進

めていきたい。

(環境政策課)
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湿地保全活動については、年に数回、交通手段を整備し、北山湿地の整備計画と

併せて推進していこうと考えている。環境学習支援団体については、市内の事業所、

企業が支援団体の母数である。ただ、それらの団体が行っているような環境学習を

支援にうまく結び付けられないというところが課題だが、そちらも併せて取り組ん

でいきたい。

(近藤委員)

環境目標の１番では、『自然とふれあえるまちに』と書かれているが、ただふれあ

える町をつくっていく一方で、現実には獣害で困り果てているという問題がある。

その中で、小動物と我々がいかにうまく共存していくか。共存、共生するための具

体的な施策がなかなか出てこない。非常に難しいが、その辺りがより明確に出てく

るように考えたほうが良い。

下水道整備の話だが、推進をする中で課題になるのは、高齢者だけの世帯や独居

の方などに、なぜいまさら整備するのかと言われることである。浄化槽で何ら困っ

てはいないという、現実的な意見があり、そのようなことを言う方が結構いる。た

だ、我々の場合は平成 26 年に認可地域になっているので整備するべきだが、整備事

業を進める上で一番大事なことは、整備をすることによる新たな付加価値やメリッ

トをもっと前面に出すことではないかと思っている。整備をすると自己負担金がか

かるなど、どうしてもマイナス部分だけで判断しがちになるが、もっと整備したこ

とによって生まれる付加価値を出してもいいと思う。

３点目は、環境目標３に、『歴史と文化を育む風格あるまちに』とあり、人をつく

る良好な都市景観を創造する、などいろいろ書いてあるが、担当部署は環境部とは

違う。そういう意味で、具体的な中身が出てきていない。19 号の台風のときに、決

してあらがうことのできない自然の猛威をあらためて痛感した。そういう意味から

すると、この環境目標３では、災害に強い町づくりという視点がもっと必要になる

のではないかと思う。

一方で、自然環境における景観について言うと、市内の至る所の看板が邪魔にな

る。その看板によって視界が妨げられ交通事故を誘発するという、付随的な部分も

出てくる。できれば看板条例のようなものを考えてもらうといいのではないかと思

う。いろいろな形の看板類があるが、看板類の種類によって、どう対応させるかと

いうことを、将来的には真剣に考えていくべきではないか。

(環境政策課)

イノシシ等の獣害の件だが、私どもの元にも日々、電話等で苦情や情報が多く寄

せられている。実際、小動物やイノシシを捕まえるのはなかなか困難な状況の中で、

猟友会と委託を通じ、いろいろな対応しているが、御指摘のように、行政と県の総

合センターと連携し、可能な範囲で努めていきたい。

(廃棄物対策課)
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先ほどの下水道関係の話だが、下水道施設を整備する段階で、計画区域内の居住

する人口に応じて施設の処理能力を積算し、施設整備が行われている。このことか

ら、未接続世帯が多いと下水道施設を利用する処理人口が減少し、当初予定してい

た処理人口を下回ることになり、1 人当たりの維持管理経費が上昇することになる。

高齢化世帯でなかなか接続できないという実情も分かるが、そういった部分を今後

どう対処していくかが課題だと思っている。また下水道部局とも相談しながら今後

の計画等に反映していきたい。

(環境政策課)

景観と災害については、担当部署等に連絡をさせていただき、報告する。

(中垣会長)

今の獣害のことや自然災害等を考えると、森林の保全と育成、特に広葉樹林を大

事に育てていくことなどは非常に大事。環境部は直接関わらないかもしれないが、

市として、これから前向きにそういうことも考えてほしい。

(杉山委員)

環境目標１の最初の部分の説明で、一種を絶滅に追加指定したという説明があっ

たが、これは大変なことである。岡崎市の中で一つの種が絶滅してしまったという

ことは、とてもショッキングなこととして捉えた。ぜひ、今後は一種も絶滅しない

ようにという方針で、いろいろと取組などを進めてほしい。

環境の部局でないところだからといって、この場に関係の部局の方がいないこと

に私は違和感を覚えており、環境基本計画の中に入っている関連部局の方はぜひ参

加いただき、委員の方との意見交換にも対応していただけると良い。環境の分野は

非常に広いもので、今はもちろん気候変動の問題で全分野が関わるという状況にな

ってきているので、庁内の横の連携が非常に重要になると思う。今後はそういった、

横の連携もぜひ図っていただきたい。

19 ページの自然エネルギーの導入促進についてのグラフで、さまざまな導入補助

事業を実施しているということだが、具体的にどういったものをいつまでしていた

かなど、その説明をしていただきたい。

20 ページのレジ袋のところで、今、廃止などの取組をしている自治体も出てきて

いるが、例えば辞退率がある。辞退率という言葉は、断るほうの人が言い出さない

といけないが、言い出すのはとてもハードルが高い。ぜひ今後はその立場を逆転し、

要る人のほうが申し出ないといけないということをスタンダードにする社会にして

いただきたい。もちろんレジ袋を廃止してしまえばいいが、欲しい人が「下さい」

と言わないと出してもらえないようにするなどして、いいことをする人のほうが一

歩踏み出して行動しないといけないという仕組みではなく、市民の人が無意識にど

んどん良い方向へ流れるような仕組みを、市としてつくっていくことが重要である。

10 年というのは社会も環境も大きく変わっていくので、岡崎市を 10 年後どういった
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町にしていきたいかという視点も積極的に盛り込んでいただきたい。

(環境政策課)

19 ページと、自然エネルギーの導入補助について説明する。

太陽光の補助金は、平成 16 年度から実施している。家庭用燃料電池コージェネレ

ーションシステム(エネファーム)は平成 22 年から実施しており、その他、蓄電池、

HEMSは、平成27年から実施している。現在、2019年からは ZEHの補助金も実施して

おり、また、太陽光、蓄電池、HEMS を同時に申請する方へは太陽光の補助額をアッ

プするという、一体型の補助金も実施している。その他、本年度に始まったことで、

断熱窓も、既築の住宅で太陽光と HEMS を同時に申請する方に対して補助を行ってい

る。断熱窓についてはまだ、本年度の実績として申請はない。ZEH については何件か

ある。V2H も平成 28 年から実施しており、数件だが実績はある。

(ごみ対策課)

レジ袋の辞退率について、説明する。委員の指摘のとおり、辞退率という表現に

なると、どれだけ断った人がいるかというふうに捉えられると私も思う。これは当

初プラスチックごみを減らすためにレジ袋を有料化し、その有料化に伴いどれだけ

断ったかという視点で始まったので、今なお辞退率という表現が使われている状況

である。

しかし現時点では、スーパーなどでは実際、レジ袋の有料化がほぼ進んでおり、

断る方も結構多く、マイバッグの普及もだいぶ進んできていると聞いている。しか

し中には、当初、協力店としてこの施策に御協力いただいていた店でも、他店が袋

を無料で配っていることによりお客さまがそちらへ流れていってしまっているとい

うことで、経営者側としてはこれ以上、有料化はできないと辞退され、現在は無料

で配っているという店も多々ある。そういった問題や海洋プラスチックの問題等が

世の中でクローズアップされてきており、レジ袋を全て有料化というような動きに

もなってきている。従って、レジ袋が全て有料化になり、また制度が変わることに

より、辞退率という表現も、統計も変わってくる。皆さんにいかにプラスチックご

みを減らしてもらえるような政策、啓発をしていけるかを今後とも考えていきたい。

(渡邊委員)

先ほど会長がおっしゃった、広葉樹、落葉樹への移行だが、これの一番の障壁は

保安林である。これは林務部の関係だが、保安林は基本的に一切、切れない。なの

で、広葉樹、落葉樹の置き換えはできない。この保安林に関する考え方をもう少し

変えないと、針葉樹から広葉樹への転換はまずできない。環境部局がもう少しその

辺りを強く言っていかないと、これは切り替わらない。

環境部が関係しているところとして環境保全地域というものがあるが、これに関

しても、切ることは切れるが、切るための予算がない。そこをもう少し整備しない

と、里山の保全にはなかなかつながっていかない。私もいろいろな役所の人たちと
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接していて分かるのは、部署は一生懸命取り組んでいるけれども横のつながりがほ

とんどなく、そこでの障壁が非常に大きい。そこが障壁になり、一切先へ進まない

ということが多々あるので、そういうところを踏まえ、特に環境部としては、環境

保全地域の問題については保安林の問題をご検討いただきたい。ただ、保安林は国

の政策なので、岡崎市だけではなかなか動ける体制ではないと思いますが、そうい

うことを言っていかないと変わらないと思う。

(環境政策課)

資料３、４、５の説明

(長谷川委員)

国、県の関連計画の裏面に、1 人 1 日当たりの家庭系ごみの排出量は 500 グラムと

目標値が設定されているが、先ほどのグラフで岡崎市が設定しているのはもう少し

高い数値だったと思う。これは、ごみの中身は違うということか。

(廃棄物対策課)

こちらも 1人 1日当たりの家庭ごみの排出量なので、同じものである。

(長谷川委員)

先ほどの 14 ページのグラフでは 850 グラムになっていて、かなり違うと思ったの

だが。

(廃棄物対策課)

家庭ごみのカウントの仕方が若干違う。分析はしていないが、新聞や雑誌、空き

缶、空きビンなど再生可能な資源ごみをごみとして扱ったり、ごみではなく資源物

として扱ったりしており、数字が変わってくるのかもしれない。また詳細を分析し、

今後の計画に反映していきたい。

(中垣会長)

環境基本計画の改定にあたっての課題の、各課長から説明をいただいた。よく討

議されてきたので、これで終わってよいか。質問はあるか。

(環境部長)

２、３点、お話させていただく。

まず森林整備の問題については、去年までは環境政策課が担当しており、今年か

ら森林課に業務を移行した。３年前までは今の森林課である林務課が持っていたが、

その後環境政策課に移し、また森林課に移したその経緯を説明する。

従来は、荒廃している森林を環境保全的な分野で保全していくという考え方が、

一般的な考え方だったが、昭和 30 年代に植えたスギやヒノキ類が育ち、ちょうど今、
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材として使える時期に来ている中で、それを有効に活用しつつ、山の環境を保全し

ていこうという考え方をあらためて国が出した。そして森林環境税という税を使っ

て整備し、森林経営管理法という考え方が導入された。これは林野庁が主導で進め

ている政策である。林業者が非常に後退しており、誰が担うのかという問題がある

が、例えば株式会社など、新しい担い手を探しつつ、材を適正に管理して育て、そ

れを排出して消費者が使うことによって森林整備を促していくということで、針葉

樹林だけではなく広葉樹として残す所も現在進められており、これは環境部ではな

く、森林課に渡し、森林整備をしていくことになった。そして環境保全、要は水源

涵養だけでなく、防災面も含めて取り組み、防災面であれば防災課や河川課や環境

部が連携する動きになっている。

鳥獣害についても同じことで、人がどんどん山のほうに住み着いていくことによ

り、野菜等を求めて鳥獣害が里へ下りてくるという問題と、山が荒れてきたため山

から下りてくるという問題があり、どうしても緊切な問題になっている。しかし、

市だけでなく全国的に対策がなかなかできない中で、柵を設置し自分たちの農作物

の被害を抑えたり、人への被害を抑えたりしながら、害のあるイノシシやサルやシ

カは積極的に駆除しているが、向こうも捕まらないようにするのでなかなか上手く

進んでいない。引き続き、農務課と森林課と環境部と保健所と連携し、取り組んで

いきたい。

ごみ減量の話については、県が 500 グラムと設定している中で、岡崎市の達成目

標は、県の目標から見ると確かに低い状態である。これは大都市部を抱える市町村

の悩みで、県の目標の平均から見ると下回っているという状況である。家庭ごみを

排出する市民は同じだが、生活環境に多少違いがあり、ごみの排出量も多く、分別

などに協力してくれる市民の意識がどうしても低いという問題がある。

来年この環境基本計画と併せて、一般廃棄物処理基本計画という、ごみに関する

計画も作成しようと思っている。10 年後には新しいごみ処理施設を建設する予定を

している。岡崎と西尾と幸田の３市町合同で造り、現在場所の検討をしているが、

どこに造るにしても、新しいごみ処理施設を造るにあたっては、ごみを減量しない

といけない。税金を使って大きな施設を造るということや、資源循環という立場で

言うと、今、国際状況が非常に不安定な中、有用な資源として金属類やプラスチッ

ク類などいろいろなものを国内循環するような仕組みをつくっていかないと、いつ

か、資源を輸入している国と対立して資源が不足するということも懸念される。国

内循環できるような仕組みにするためには、できるだけリサイクルを増やし、燃や

すごみを減らしていくこと。そのことがごみの減量につながるので、そういうこと

を打ち出していこうと、今準備をしているところだ。

景観について以前もこの環境審議会で審議をしていた。時代が変わり、景観とい

うものが非常に重要視されるようになってきたので、今は都市整備部のほうで特化

して行っている。広告物については、以前から屋外広告物条例というものがあり、

いろいろ規制をしているが、規制するだけでは町づくりもなかなか難しく、活用と

規制をどのようにしていくかということを、今、都市整備部で検討しているようで
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ある。電柱のない町と同じように、広告が見苦しくない町にすることが大事だとい

うことは承知している。

レジ袋の有料化に伴う辞退率という言葉については、用語の整理をしていきたい。

岡崎市は平成 21 年からレジ袋の有料化を実施している。愛知県は全国に先駆けて実

施しており、ある意味では進んでいる自治体である。今、国がレジ袋の有料化を法

令化しようかという動きをしているので、そうなるとありがたい。最初は 80 数事業

所が参加してくれましたが、経営の競争の中でやめる所が増えてきた。スーパーな

どは引き続き実施しているが、量販店やコンビニなどにはなかなか協力していただ

けてない。海洋プラスチックごみの問題を一つのきっかけとして、国がレジ袋の有

料化を法令化してくれると、岡崎市としてもありがたい。

全体を通じて、横の連携という話が先ほどから出ているが、確かに横の連携が少

し不足している部分はある。行政が処理する案件がどんどん高度化し、多様化して

おり、組織を分けることが必要になってきて、そうなると横の連携が不足してしま

う。反省すべき点ですが、今後は横の連携も十分図りながら行っていきたい。

⑵岡崎市生活環境の美化の推進に関する条例の施行について(報告) 

(環境保全課長)

・資料６の説明

⑶メリケントキンソウについて(報告) 

(環境政策課長)

・資料７の説明

(河江委員)

豊橋や豊川のほうではすごく増えており、浜松のほうではもう手は付けられない。

芝刈り機のタイヤに付いて増やしてしまう。なので、東三河ふるさと公園では人海

戦術でしっかり抜いている。シートを敷いて座っても、そのシートも突き抜けてし

まう。なので、岡崎市では出ないようにと思ったのですが、残念。
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