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令和２年度第３回岡崎市環境審議会 会議録

１ 開催日時

令和３年２月 10 日（水）午後２時 30 分から午後４時 30 分まで

２ 開催場所

岡崎市役所福祉会館６階大ホール

３ 内容

 ⑴会長の選出及び職務代理者の指名 

⑵部会の所属 

⑶岡崎市環境基本計画（第２次）の策定について（答申） 

⑷岡崎市一般廃棄物処理基本計画改定（中間見直し）について（答申） 

⑸岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の改正について（諮問）・（答申） 

４ 出席委員の氏名（五十音順）

⑴ 出席委員 

稲場泰雄、浦野友一、江坂さとみ、河江喜久代、香坂玲、杉原毅、鈴木純

子、鈴木芳博、竹内恒夫、長尾茉紘、永田和之、丸山泰男、渡邊幹男

 ⑵ オンラインによる出席委員 

杉山範子、橋本啓史

⑶ 欠席委員 

佐谷智、長谷川えり子、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 柴田清仁、環境部次長兼環境政策課長 神尾清成、廃棄物対策課長

蜂須賀功、ごみ対策課長 加藤元

６ 出席した事務局の職氏名

環境政策課副課長 古瀬川英樹、環境政策課環境施策係係長 森本徳恵、同主

任主査 高須康年、同主事 丸尾恵吏加、廃棄物対策課汚水管理係係長 高木祐

司、同主事 渡辺直也、ごみ対策課副課長 畔栁典生、ごみ対策課ごみ施策係係

長 渡辺浩尚、同主事 稲垣康彦

７ 環境部長挨拶

８ 議事録署名人の指名及び会議の公開

議事録署名人に稲場泰雄委員を指名した。

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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９ 議事要旨

 ⑴会長の選出及び職務代理者の指名 

河江委員から丸山委員を会長に推薦する意見があった。他に会長を推薦する意

見はなく、丸山委員を会長とすることに委員全員から拍手の賛意があり、丸山委

員を会長とすることとした。

職務代理者の指名については、丸山会長から渡邊委員を職務代理とする発言が

あり、渡邊委員を職務代理とした。

⑵部会の所属 

丸山会長から岡崎市環境審議会委員名簿(案)に基づき、各委員の部会の所属、

部会の部会長及び部会の職務代理の素案が示され、委員全員から了承を得た。

⑶岡崎市環境基本計画（第２次）の策定について（答申) 

市長から当審議会に諮問されている岡崎市環境基本計画（第２次）の策定につ

いて、資料１～資料３に基づき、パブリックコメントの結果と第２回環境審議会

後に修正された点を事務局が説明した後、質疑応答がなされた。

(環境政策課)

資料３の説明

(丸山会長)

資料の説明について、何か意見はあるか。

(鈴木（純）委員)

28 ページ「二酸化炭素排出実質ゼロ表明自治体」の図と文字をもっと大きくし

てほしい。

(環境政策課)

引用資料であるので圧縮されてしまっている。ご指摘のとおりであるので、図

と文字が分割して掲載できるか調整する。

(杉山委員)

27 ページのコラムで、首長誓約に触れていただいている。岡崎市は署名もされ

ているので、その情報やロゴを追加してアピールするとよいのでは。

また、同コラムの８行目で、「昨年」という表現が使われているが「2018 年」に

直した方がよいのでは。

(環境政策課)

最初の意見について、ＰＲの意味も込めて追加で記載する。２つめの意見につ
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いてもご指摘のとおり、資料での表現としては適当ではないため「2018 年」と表

記を修正する。

（丸山会長）

２箇所について文言の修正をする。

答申案について事務局から説明を。

（事務局）

資料１の説明

（丸山会長）

何か質問等はあるか。

（竹内委員）

諮問は、策定の諮問か、あり方の諮問か。

資料にある市長の挨拶は答申内容ではないのでは。

（環境部長）

市長の挨拶は、答申の段階で入れるべきものではなかった。

（丸山会長）

答申には、市長の挨拶を抜いたものを添付する。

先ほどの修正も併せて３点修正をするということでよいか。

修正文書については、会長と事務局に一任していただきたい。

後日、修正したものを答申とさせていただく。

⑷岡崎市一般廃棄物処理基本計画改定（中間見直し）（答申）について 

市長から当審議会に諮問されている岡崎市一般廃棄物処理基本計画改定（中間

見直し）について、資料４～資料８に基づき、パブリックコメントの結果と第２

回環境審議会後に修正した点を事務局が説明した後、質疑応答がなされた。

(丸山会長)

何か質問等はあるか。

意見はないようなので、修正は誤植の差し替えのみとする。

事務局から答申案の説明を。

(事務局)

資料４の説明
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（丸山会長）

質問等あるか。

別添資料の差し替えをし、原案を答申とする。

 ⑸岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の改正について（諮問）・（答申） 

事務局より、資料９～資料 11 に基づき岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関す

る条例の改正について説明を行い、その後質疑応答がなされた。

(丸山会長)

何か質問があるか。

（香坂委員）

資料 11 の 22 ページについて。WIN-WIN の関係にするために、根本的な可決では

ないが、事業者への過度な負担を抑える方法として、デジタルを使用した研修や

県の情報共有などができるのでは。コストの増加や、確定申告の会場へ市民が集

まったりしている状況をみると物理的に難しいところはあると思うが、将来的に

はそういう方法も考えてみてはどうか。

(廃棄物対策課)

現在、県内の 47 市町村で構成されている愛知県合併処理浄化槽普及促進協議会

では、年に数回研修を実施している。愛知県との情報共有も行っているが、更に

充実させていく。

(渡邉委員)

先日、栃木県の新聞に足利市にある松田川が、川の汚れ減少率全国１位であっ

たという記事が掲載されていた。啓発活動や清掃など、どのように実施するとそ

のような減少率になるのか、情報を調べてみてはどうか。きっと特殊なことをや

っているわけではなく、上手いやり方があると思うので検討してみてほしい。

(廃棄物対策課)

検討してみる。

（鈴木（純）委員）

  パワーポイントの 22 ページ⑴について。浄化槽管理者に対して、掃除や法定検

査の実施時期の通知を保守点検業者が行うとある。浄化槽管理者に対して意識啓

発をするのは、保守点検業者だけがやるのか。業者からは言いづらい、利用者が

やめてしまう等あるといけないので、市からも啓発をするべきでは。
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（廃棄物対策課）

おっしゃる通りである。今回は県条例の改正に伴って、提示している資料のよ

うに実施しているが、私どもも啓発は実施していかなければならない。今までは、

市政だよりやパンフレットに掲載するほか、地域の婦人会や環境学習の場で啓発

を実施してきているが、今後も更に強化していきたい。

（竹内委員）

汚泥を抜く必要があるため清掃の実施率が高くなっていると思うが、11 条検査

の実施率が低いと思う。実施率は単独処理浄化槽と合併処理浄化槽で差はあるの

か。

（廃棄物対策課）

単独処理浄化槽では4.3％で、合併処理浄化槽は44～45％である。単独処理浄化

槽の方が低いのは、おそらく浄化槽法が施行された昭和 60 年より前に単独処理浄

化槽にしていた人で、この検査を知らないのでは。こういう要因だと、なかなか

行き届かないこともある。

（竹内委員）

合併化を進めるということが方策ではないか。

（廃棄物対策課）

それも進めていかなければならない。今回の話は浄化槽の維持管理についてで

あるが、水質をよくするためには、単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に変えるこ

とが大切であると考える。現在は、法律によって新たに単独処理浄化槽を作るこ

とはできない。これから家を建てる場合は必ず合併処理浄化槽になるため、今よ

りも単独処理浄化槽が増えることはないが、今ある単独処理浄化槽も合併処理浄

化槽へ変えていなければならない。ただ、変えていくのにもお金がかかる。市と

して、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に変える際の補助を、今年度は 30 基分、

次年度は 45 基分用意してある。微々たるものであるが、できるだけ個人の方に少

しでも転換しようという気になってもらおうと、私どもも努めている。

（環境部長）

汚水処理施設の整備は、市内を下水道で処理する区域と浄化槽で処理する区域

に分けている。浄化槽で処理する区域については、単独処理浄化槽を早く合併処

理浄化槽に転換してもらうよう補助金を交付して推進しているが、下水道で処理

する区域については、単独処理浄化槽がまだたくさんある。これらについては、

下水道が整備される際に接続してもらうようお願いしているが、接続が進まない

状況である。下水道管の敷設工事ができていない地域もある。そういった地域に

ついては、合併処理浄化槽への転換をお願いすることもできるが、その場合は補
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助金の交付が難しいため単独処理浄化槽を使い続けている方が多いという状況で

ある。

（丸山会長）

産業廃棄物の場合は、廃棄物処理法という制度があるが、今回の件については、

各地方自治体のごみ処理の登録条例で対応することは難しいのではないか。国で

は許可制を導入しているが、市として、産業廃棄物と同じように対応するという

考え方はあるのか。

（廃棄物対策課）

優良制度について、国は実施していない。これは愛知県独自の制度である。

（丸山会長）

産業廃棄物の場合では、優良制度は廃棄物処理法にある。今回の登録条例だけ

では、立ち入り検査といっても愛知県の所管施設に岡崎市の職員が立ち入ること

はできないので、実効性はあまりないのでは。法律を作って産業廃棄物と同じよ

うな制度にしないと、悪徳業者等を見つけても、例えば愛知県の所管していると

ころに立地していたりすると、なかなか手が出せないのではないか。国が、浄化

槽についても、登録制ではなく許可制にする等の対応が必要なのではと考えるが、

国は何と言っているのか。

（環境部長）

廃棄物処理法では愛知県知事の許可を取れば、収集運搬等が県内のどこでもで

きるという国において規制改革がなされた。浄化槽法については、まだそこまで

は至っていない。浄化槽法では、「保守点検業の登録に関する条例を設けることが

できる」という記載になっており、県や政令市等の全ての自治体が条例を設けて

いるわけではない。愛知県内は、県と全ての中核市が条例を設けており、この度、

見直しに至った。国については、浄化槽保守点検業者に対して厳しい規制のよう

なものはない。

浄化槽法では、浄化槽管理者に対して維持管理を適正にするよう定められてお

り、現在、国は浄化槽の台帳整備に力を入れている。その台帳をもとに個々の浄

化槽が適切な維持管理が行われているか情報を自治体が管理し、浄化槽管理者に

管理義務があることを、周知啓発していくという動きがある。

（丸山会長）

承知した。

答申案について事務局から説明を。

（事務局）



7

資料 14 の説明

（丸山会長）

質問等あるか。

ないようであるので、原案を答申とする。

⑹その他 

（丸山会長）

事務局から何かあるか。

（事務局）

この度委嘱した環境審議会委員の任期が令和４年 11月 30日までとなっている。

２年ごとに諮問と答申の間に委員の改選があり、今回のように新規の委員の方に

いきなり答申をいただくことがある。

条例に委員の任期は２年とすると定められているため、短縮も延長もできない。

そこで、年度初めの４月１日に任期を合わせたいということで、手続き上、３月

末をもって全員から辞職願を御提出いただき、４月１日から全員を再度委嘱させ

ていただきたい。実質２年４か月の任期となってしまい、負担をかけてしまうが

検討いただきたい。

（丸山会長）

異議はあるか。

再委嘱後も、本日決定した組織構成等をそのまま継続ということか。

（事務局）

会長判断でお願いしたい。

（丸山会長）

会長、部会長や職務代理等そのままの体制で、任期が少し延びるが、全員の理

解を得たということにさせていただく。

他に何かあるか。

（渡邉委員）

環境基本計画の概要版を前回も作成しているので今回も作成すると思うが、前

回の概要版は 30 ページあり、本編のようであった。今は、ホームページで簡単に

閲覧することができるようになっているため、概要版に関してもＡ３判１枚程度

で作成していただきたい。そうでないと、市民の方に見てもらえないと思う。他

のところでも概要版の作成に携わっているが、なるべく市民の方に見てもらえる

ようにと考えて作成しているため、ぜひ検討してもらいたい。
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（事務局）

おっしゃる通りである。概要版は、できるだけ市民に理解していただけるよう

な分かりやすい資料とする。ＳＤＧｓも導入されて、ロゴマークもＰＲしていき

たいので、これらも含めた概要版を作成する。

（鈴木（芳）委員）

環境基本計画の６ページについて。2021年から 10年かけて 28％まで温室効果ガ

ス削減を目標にしていると思うが、これは 2013 年と比較しての 28％削減と認識し

ている。2013 年から８年ほど経過しているが、現在どの程度の進捗状況なのか知

りたい。また、中間見直しが 2026 年とあるが、どの程度の数値目標をもっている

かが聞きたい。

（廃棄物対策課）

質問の確認だが、環境基本計画の６ページの「計画の期間」は環境基本計画の

見直しにあたっての考え方であり、鈴木委員がおっしゃっているのは７ページの

「地球温暖化対策実行計画」のことでよいか。

（鈴木（芳）委員）

そうである。６ページの「計画の期間」の中間見直しは今から５年後のことで

あるが、地球温暖化対策実行計画で定めている 28％削減に向けて何か数値目標を

もっているか。予測できるのであれば教えてほしい。

（事務局）

確かに、地球温暖化対策実行計画では、2030 年度において、2013 年度比 28％削

減と定めている。51 ページに、排出状況について 2016 年までの記載はある。最新

のものは、今から３年前までのものであれば計算ができているが、今、数字を持

ち合わせておらず申し訳ない。最新の数値については、後日お示しする。

６ページの「計画の期間」については、あくまでも環境基本計画の中間見直し

と目標年度であり、７ページの地球温暖化対策実行計画は、環境基本計画とは別

に稼働しているものであるため、環境基本計画と連動はしていない。

（竹内委員）

最新の数値は、24 ページに記載があるのでは。

（事務局）

実態に近い数値ではあるが、後日正確な数値が出てくる予定である。

（丸山会長）

他に何かあるか。
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（香坂委員）

もう少し議論する時間があるとよい。

（丸山会長）

他はあるか。

（橋本委員）

環境基本計画47ページ真ん中辺りについて。「●●していくために」とあるが、

字が入っていないのかこのままでいいのか確認していただきたい。

（事務局）

総合検査センター所管の箇所になる。担当者が本日出席していないため、事務

局で確認をとり修正させていただく。

（丸山会長）

この点についても修正したものを、後日答申とする。

先ほどの香坂委員の発言のとおり、事務の運営については計画的にゆとりをも

ってお願いしたい。当日答申だと、十分に議論ができず残念である。

では、岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例について答申を市長に渡

すこととする。他の２件については、事務局と確認し修正したものを後日答申さ

せていただく。

（竹内委員）

今日の浄化槽の議題は、いきなり審議会で諮問して審議して答申であったが、

部会に下していく案件もあるのか。

（事務局）

案件ごとに、専門性が高いものについては部会におろしたりしていく予定であ

る。

会議資料

資料１ 答申書（案）

資料２ 第２次岡崎市環境基本計画（案）

資料３ （説明資料）第２次岡崎市環境基本計画（案）に対する意見と市の考え方

資料４ 答申書（案）

資料５ 一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画）（案）

資料６ 一般廃棄物処理基本計画（生活排水処理基本計画）（案）

資料７ （説明資料）一般廃棄物処理基本計画【ごみ処理基本計画】（案）に対する

意見と市の考え方
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資料８ （説明資料）一般廃棄物処理基本計画【生活排水処理基本計画】（案）に対

する意見と市の考え方

資料９ 諮問書（案）

資料 10 （説明資料）岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の見直しの概

要

資料 11 （説明資料）浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の見直しについて

資料 12 （参考資料）岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（現行）

資料 13 （参考資料）岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則（現

行）

資料 14 答申書（案）

資料 15 岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の見直しについて


