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平成 29 年度 第 2 回 焼津市環境審議会議事録 

 

1 開 催 日 時  平成 29 年 10 月 5 日（木） 14：00～15：00 

2 開 催 場 所  大井川商工業研修センター2 階 講堂 

3 公開の可否  可 

4 傍 聴 者 数  ０名 

5 次   第 

(1) 開会 

(2) 環境部長あいさつ 

(3) 議事 

①第２次焼津市環境基本計画（後期計画）策定について 

(4) 閉会 

 

6 出 席 者  

（委員）             （事務局）  

大橋慶士  委員         吉田  環境部長 

川村たみよ 委員         嘉茂  環境生活課長 

大石立美  委員         池谷  廃棄物対策課長 

西林秀晃  委員         岩ケ谷 環境生活課環境政策担当主幹 

多々良尊子 委員         鈴木  環境生活課環境保全担当係長 

保科洋子  委員         八木  廃棄物対策課廃棄物政策担当係長 

渡瀬 守   委員         久保山 廃棄物対策課廃棄物対策担当係長 

清水みさ代 委員         平田  廃棄物対策課環境管理センター所長 

村田和俊  委員            

  

           

7 議 事 録 

(1) 開会 

(2) 環境部長あいさつ 

【【【【吉田環境部長吉田環境部長吉田環境部長吉田環境部長】】】】 

皆様こんにちは。 

本日は、お忙しい中をご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

第１回の審議会では、第２次焼津市環境基本計画の、昨年度の取組結果及び本年度の取組計画、後期

計画（案）につきまして、貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

さて、本日の審議会は、後期計画（案）の第３章、第４章、第６章について主にご審議をいただくわ

けですが、前回ご審議いただいた第１章、第２章につきましてもご説明させていただき、委員の皆様か

らのご意見を頂戴したいと考えておりますので、どうぞ活発なご審議をお願いいたします。 
簡単ではございますが、第２回審議会の挨拶とさせていただきます。 

(3) 議事 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    
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それでは議事に入ります。議事（１）第２次焼津市環境基本計画（後期計画）策定について、事務局

から説明をお願いします。 

【岩ケ谷主幹【岩ケ谷主幹【岩ケ谷主幹【岩ケ谷主幹】】】】    

それでは、議事（１）第２次焼津市環境基本計画（後期計画）の策定について、ご説明いたします。

資料は、第２次焼津市環境基本計画（後期計画）案、をご覧ください。 

 第１回審議会では、第２次焼津市環境基本計画の第１章と第２章についてご説明いたしましたが、今

回は第５章を除く、第３章、第４章、第６章の修正案を、第１章、第２章とあわせてご審議いただくも

のです。 

 全体をとおして、句読点や言い回しの変更がありますが、こちらについての説明は省略させていただ

きます。また、句読点や年度表記が統一されていませんので、次回の審議会までに修正する予定です。 

 まず、第１章と第２章の、前回の審議会からの修正点です。15 ページをご覧ください。１番下になり

ますが、15 ページから 16 ページにかけて記載のある「水産業とともにまちが発展」の文章に、大井川

港とその周辺産業について追加しました。 

 次に、37 ページをご覧ください。中段に記載のある「環境活動リーダー育成研修会」ですが、前回の

資料では「エコ市民塾」となっていましたが、環境活動リーダーを育成する研修会であり、当初は環境

活動リーダー育成研修会として活動しておりましたので、わかりやすさからも環境活動リーダー育成研

修会の名称に統一しました。 

次に、第３章の修正箇所について説明いたします。第３章はほとんど修正がありませんが、43 ページ

をご覧ください。年度の表記の修正と、１ページめくっていただきまして、45 ページの、「３循環型社

会をつくる」の５Ｒを３Ｒに修正しました。３Ｒについては、第４章で説明いたします。 

 次に、47 ページからの第４章の修正箇所の説明です。こちらは、環境施策に関する修正なので、一部

見え消しで記載しております。 

 第４章は、各課へ数値目標や環境施策について照会し、その回答を基に修正しております。なお、今

回ご審議いただいたあと、再度各課へ環境施策等について照会し、第３回の審議会までに各課からの回

答を反映させ、修正する予定です。 

 では、主な修正箇所についてご説明させていただきます。 

 47 ページをご覧ください。４つのプロジェクトテーマのごみの②ですが、５Ｒを３Ｒに修正しました。 

48 ページから 51 ページは、市の環境施策と市民、事業者の取り組みについて重点プロジェクトごと

にまとめてあるので、修正箇所については、54 ページ以降の各取り組み方針の中で説明させていただき

ます。 

その中でひとつだけご説明させていただきますが、49 ページをご覧ください。 

プロジェクト２、ごみを減らし隊プロジェクトの②ですが、市のごみ減量施策では主に３Ｒを進めて

いるので、５Ｒを３Ｒに修正しました。 

それにより、Refuse リフューズ（断る）と Repair リペアー（修理する）を削除いたします。 

54 ページ、をご覧ください。こちらは数値目標の現状値を 28年度の数値に修正しました。 

55 ページ、をご覧ください。①の１番目ですが、現在、公共下水道事業につきましては、公共下水道

への接続を促進しているため、記載内容を修正しました。 

56 ページ、をご覧ください。「１環境の現状」の２番目と３番目の内容に、「水産加工場からの魚臭」

という記載がありましたが、臭いの原因は魚臭だけではないことと、住環境の変化により環境の現状も

変わってきているため、記載内容を修正しました。 
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また、「２環境課題」についても同様に、「水産加工場からの魚臭」を削除し、臭いの苦情対象とな

るものを記載しました。 

58ページ、をご覧ください。「１環境の現状」と「２環境課題」について、最近では、犬猫のふん害

や空き地管理の苦情が多くなってきているため、この２点について追加しました。 

「３数値目標」の現状値を、28年度の数値に修正しました。 

59 ページ、をご覧ください。①の４番目ですが、放射性物質や放射線量の測定については、危機対策

課が実施しており、環境生活課では今後も測定する予定がないため、環境生活課を施策担当課から削除

しました。 

②は、犬猫や空き地の管理などの苦情が増えてきたため、「公害や生活に密着した苦情を未然に防ぐ」

という見出しに修正しました。また、犬猫のふん害や空き地管理を未然に防ぐ取り組みを新たに記載し

ました。 

60 ページ、をご覧ください。「３数値目標」の現状値を、28 年度の数値に修正しました。また、水

田の有効活用率及びエコファーマー登録数の最終目標を、現状値から推測した数値に修正しました。 

62 ページ、をご覧ください。「３数値目標」の現状値を、28年度の数値に修正しました。 

64 ページ、をご覧ください。「２環境課題」に、生物多様性の保全に関することを新たに記載しまし

た。これは、県が今年度中に生物多様性地域戦略を策定予定であり、今後は市でも、生物多様性の保全

に関する施策が必要と考えられるため、課題として記載しました。 

「３数値目標」の現状値を、28年度の数値に修正しました。また、最終目標を、現状値から推測した

数値に修正しました。 

65 ページ、をご覧ください。①の３番目に、先ほどと同様の理由で、生物多様性の保全に関する施策

を記載しました。 

②の１番下ですが、漁港の多目的利用に関する工事が終了したので、施策から削除しました。 

66 ページ、をご覧ください。「１環境の現状」ですが、現在、生ごみ処理器等の購入補助や黒土によ

る生ごみ処理の推進、剪定枝の資源化などを行っているため、現状に合わせた内容に修正しました。 

「３数値目標」の現状値を、28 年度の数値に修正しました。また、ごみ総排出量の最終目標を、29

年３月に策定した一般廃棄物処理基本計画の計画目標に修正しました。 

リサイクル率ですが、一般廃棄物処理基本計画からリサイクル率の計画目標がなくなったため、環境

基本計画の数値目標からも削除することとしました。また、これに代わる計画目標も一般廃棄物処理基

本計画に設定されていないため、代わりの数値目標も設定しない予定でおります。 

67 ページ、をご覧ください。①の２番目ですが、エコクッキングの商標登録の関係で、クリーンコン

シューマーに変更しました。 

①の１番下ですが、町内ごとのごみの量を算定することは困難なため、「ごみ処理費用やごみ量」と

いう内容に修正しました。 

68ページ、をご覧ください。「１環境の現状」の３番目ですが、資源物などの持ち去りが発生してい

るため、新たに記載しました。その下ですが、回収品目に使用済小型家電を新たに記載しました。また、

バイオディーゼル燃料については使用を中止しており、今後も使用の予定がないため削除しました。 

「３数値目標」の現状値を、28年度の数値に修正しました。 

69 ページ、をご覧ください。①の２番目ですが、今後はミニステーションの回収品目の見直しを行っ

ていく予定であり、設置場所の見直しは難しいため記載内容を修正しました。①の下から２番目ですが、

現在、使用済小型家電の回収及びリサイクルを推進しているため、施策に追加しました。 
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 ②の２番目ですが、熱エネルギーを有効利用する最終処分場の設置予定は無いため、最終処分場の記

載を削除しました。５番目ですが、26 年度に資源物等の持ち去り防止について条例に追加し取り組んで

いるため、施策に追加しました。その下になりますが、車両性能の向上によりバイオディーゼル燃料の

使用が困難となり、現在使用している車両はありません。また、今後も使用予定が無いため削除しまし

た。 

②の一番下ですが、下水道汚泥は、現在、セメント原料と肥料化を行っているため、肥料化という意

味でコンポストの記載を追加しました。 

③の５番目ですが、河川等の環境美化に関しては、瀬戸川や黒石川に限定せず、広く環境美化活動を

実施しているため、その上の環境美化活動の企画・開催・支援をしますに統合しました。１番下ですが、

近年の調査で、海洋汚染や生物多様性の保全に影響を及ぼしていると報告されているマイクロプラスチ

ックと、その原因とみられるプラスチック等の適正処理・意識啓発について新たに記載しました。 

 「５市民・事業者の取り組み」の①の２番目ですが、分別は、プラごみ、紙ごみなどを主に推進して

いるので、記載内容を生ごみからプラごみに修正しました。 

70 ページ、をご覧ください。「１環境の現状」の１番下ですが、全国的にハイブリッド車・プラグイ

ンハイブリッド車・電気自動車などの低公害車の普及が進んでいるため、市役所の低公害車の状況も含

めて修正しました。 

 「３数値目標」の現状値を、28年度の数値に修正しました。太陽光発電施設件数ですが、第１回の審

議会の時に、中部電力から情報提供がされないため把握できないと説明しましたが、再度中部電力に確

認したところ、市内における販売電力量の情報提供はできないが、太陽光発電による電力購入量は提供

できるとの回答だったので、今回、28年度分の現状値を報告させていただきます。また、数値目標につ

いてもこのまま継続したいと考えております。なお、最終目標については、第３回審議会までに検討す

る予定であります。 

次に市役所の低公害車数割合ですが、現状で低公害車の割合が伸びているため、最終目標を修正しま

した。 

 数値目標の１番上の市全体の温室効果ガス排出量ですが、９月末に算定業務が終了したため、環境基

本計画の第５章とあわせて、次回の審議会でご審議いただく予定です。 

71 ページをご覧ください。②の４番目ですが、現状では、波力や風力発電の導入の可能性が低いため、

市の地形などの特性を活かすという表現に修正しました。６番目ですが、農政の政策として、耕作放棄

地や遊休農地などを未然防止する、または再生に努める方針のため、放棄地を別の用途で検討すること

は、本来の方針と異なるため削除しました。 

③の１番目ですが、省エネ機器の他にも、蓄電池などの普及啓発も行う予定のため、蓄電池を追加し

ました。 

③の５番目ですが、建築物に関する規定が、29 年４月に省エネ法から新たに建築物省エネ法により規

定されたため修正しました。その下の６番目ですが、現状では、ESCO事業の導入は難しいため、国の補

助金等を活用するという表現に修正しました。 

72 ページをご覧ください。④の４番目と５番目ですが、公用車への低公害車等の導入促進と、家庭や

事務所に対する普及啓発を分けて記載することとしました。 

73 ページをご覧ください。「５市民・事業者の取り組み」③の５番目ですが、クールビズ、ウォーム

ビズは市民だけでなく事業者にも係わりがあるので、事業者の取り組みを追加しました。また、省エネ

へのつながりは、生活スタイルだけではないため、「生活」の記載を削除しました。 
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75 ページをご覧ください。「３数値目標」の現状値を、28 年度の数値に修正しました。また、数値

目標の最終目標を、現状から推測した数値に修正しました。 

76 ページをご覧ください。②の下から２番目ですが、菜の花栽培については、農地の緑肥効果が弱い

ため利活用が難しく、温室効果ガスの吸収を促進することが困難なことから、削除しました。 

77 ページをご覧ください。「１環境の現状」の１番目ですが、副読本は学校教育サイドで作成すると

いうことなので、冊子という表現に修正しました。３番目に、25 年度から開催している、環境活動リー

ダー育成研修会を新たに記載しました。 

「２環境課題」の３番目にも、環境活動リーダー育成研修会を新たに記載しました。 

 「３数値目標」の現状値を、28年度の数値に修正しました。また、環境教育事業参加者数の最終目標

を、現状値から推測した数値に修正しました。 

「４市の環境施策」の①の１番目と２番目ですが、環境活動リーダー育成研修会及び環境活動リーダ

ーの活動実績に基づいて修正しました。 

78 ページをご覧ください。引続き「４市の環境施策」の①になります。上から２番目ですが、平成

19 年４月に発行（第４版）した「焼津市自然観察マップ」を、ホームページへの掲載や環境学習等に役

立てるため、再調査及び改定に向けて準備を進めようと思っております。 

１番下ですが、水道総務課と下水道課が行っている環境関連施設見学会には、ごみ処理施設は含まれ

ていないので削除しました。なお、現在環境生活課や廃棄物対策課で実施している、ごみ処理施設の見

学会は、別の環境施策の中で行っております。しかし、こちらの環境施策に統合するかを、まだ検証し

ておりませんので、第３回の審議会までに確認したいと思っております。 

 ②の１番目と４番目ですが、77 ページと同じ理由で、副読本を冊子に修正しました。 

 ③の３番目ですが、市民・事業者を対象とした環境活動登録制度の推進は、26 年度から環境保全活動

団体登録制度として推進しているので、記載内容を修正しました。 

 「５市民・事業者の取り組み」の①の２番目ですが、「環境活動リーダーを育成する研修」を、「環

境活動リーダー育成研修会」に修正しました。 

79 ページをご覧ください。「１環境の現状」の１番目ですが、エコアクション 21 については、26 年

度から病院を除くすべての施設で認証登録を取得したため、新たに記載をしました。 

80 ページをご覧ください。①の４番目ですが、環境配慮指針については、第２次環境基本計画期間内

では策定予定がないため削除しました。 

 ②の３番目ですが、農政課では、食品加工業者との連携による食育は難しいため、「地産地消により

食育を推進」に修正しました。 

以上が、第４章の主な修正点となります。引続き第６章の修正点をご説明いたします。 

81 ページをご覧ください。「１環境保全活動団体登録制度」ですが、見出しの修正と、26 年度から

実施している環境保全活動団体登録制度の実績を基に記載内容を修正しました。 

82 ページをご覧ください。「２環境市民会議」の記載内容を、現在の状況にあわせて修正しました。 

83 ページをご覧ください。「環境活動登録制度」と記載されていましたが、「環境保全活動団体登録

制度」に修正しました。 

以上が、第６章の修正点となります。次に、追加の説明になりますが、少し資料を戻っていただいて、

３ページをご覧ください。環境目標１の表の海域ＣＯＤの環境基準達成率の評価の欄ですが、2016 年度

の現状値が 60％だったので、評価をＢからＣへ修正をお願いします。 

５ページをご覧ください。環境目標４の表の温室効果ガス排出量の現状値が、今後算定と記載されて
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おりますが、算定結果が出ましたので、次回は修正後の数値をお知らせできると思います。 

18ページをご覧ください。大気・悪臭・騒音・振動の測定場所の表記を焼津中学校に修正しました。 

19 ページをご覧ください。上段の右側の表の測定場所を焼津市役所から焼津中学校に修正をお願いし

ます。 

29 ページをご覧ください。減少しているごみの量の本文中に記載のあった「不燃ごみ」を削除しまし

た。また、燃やすごみの表記も可燃ごみや可燃物、燃やせるごみなどとなっていますので、次回の審議

会までに統一した表記にしたいと考えております。 

32 ページをご覧ください。温室効果ガス排出量ですが、2014 年度の算定結果が出ましたので、次回

の審議会までにこちらの表も修正したいと思います。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

【大橋会長】【大橋会長】【大橋会長】【大橋会長】    

説明が終わりました。委員の皆さまから質問・意見はありますでしょうか。 

【西林委員】【西林委員】【西林委員】【西林委員】    

 67 ページのコラムが、エコクッキングの商標登録の関係でグリーンコンシューマーに変わっています

が、49 ページに、まだエコクッキングの表示があるので削除をお願いします。 

【【【【嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長】】】】    

 次回までに削除いたします。 

【西林委員】【西林委員】【西林委員】【西林委員】    

 72 ページの写真ですが、本文中に説明の無い写真があるので適切ではないと思います。説明を付ける

か写真を削除した方が良いと思います。 

【【【【岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹】】】】    

 次回までに検討いたします。 

【【【【村田村田村田村田委員】委員】委員】委員】    

 29 ページの黒土による生ごみ処理の推進ですが、本文が新旧対照表と少し違うようですが、どちらが

正しいのでしょうか。 

【【【【岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹】】】】    

 後期計画（案）の冊子が正しいものです。 

【【【【多々良多々良多々良多々良委員】委員】委員】委員】    

 黒土による生ごみ処理器ですが、これは、黒土が生ごみを分解する仕組みを利用してみんなで活用し

ようというものなのか、黒土と一体となった処理器を利用していこうというものなのか、どちらになる

のでしょうか。 

【【【【嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長】】】】    

 黒土が生ごみを分解する仕組みを利用し、外枠については特別支援学校の生徒に授業の一環として作

成してもらい、本市ではその２つをあわせて黒土による生ごみ処理器として普及させていこうと思って

います。 

【【【【多々良多々良多々良多々良委員】委員】委員】委員】    

 本市では、外枠を特別支援学校の生徒に作ってもらうというのが独自の取り組みになるわけですか。 

【【【【嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長】】】】    

 現在はモデル事業として黒土による生ごみ処理器を推進していますが、例えばバケツを利用しても黒

土による生ごみ処理はご家庭でできると思います。今後の進め方につきましても、担当が色々と研究し
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ているところです。 

【【【【多々良多々良多々良多々良委員】委員】委員】委員】    

 環境基本計画の取り組みですが、本市独自の取り組みが少ない様な気がしますので、このような小さ

いことでも進めていってほしいと思います。 

【西林委員】【西林委員】【西林委員】【西林委員】    

 62 ページの海洋深層水のコラムで、取水が水深 397ｍと 270ｍの２系統と記載されていますが、23 ペ

ージには 270ｍの記載しかありません。現在は１系統での取水なのでしょうか。 

【【【【嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長】】】】    

 ２系統で取水していると思いますが、次回までに海洋深層水の担当課へ確認し、記載内容を修正いた

します。 

【西林委員】【西林委員】【西林委員】【西林委員】    

 62 ページの数値目標ですが、2016 年度が 286,104㎥/日で、2022 年度の最終目標が 306,000㎥/日に

なっています。これは、たくさん汲み上げたいという目標なのでしょうか。 

【【【【嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長】】】】    

 第２次焼津市環境基本計画策定時の現状値が 306,314 ㎥/日なので、その数値を維持するという目標

で 306,000 ㎥/日としてあります。それから徐々に揚水量が減ってきているのが現状ですので、数値目

標については、県と大井川地下水対策協議会の動向も踏まえながら、次回の審議会までに検討いたしま

す。 

【大橋会長】【大橋会長】【大橋会長】【大橋会長】    

 過去の数値の変動をみながら、最終目標の検討をお願いします。 

【【【【清水委員清水委員清水委員清水委員】】】】    

 先ほどの海洋深層水の取水の件ですが、何年か前に駿河湾で地震があり、そのときに取水管が破損し

たと思ったのですが。 

【【【【嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長】】】】    

 平成 21 年の駿河湾地震で、２系統のうち１系統が破損しました。その後、破損した１系統の取水深

度を引き上げ、推定で 270ｍの位置から取水を行っております。 

【【【【川村川村川村川村委員委員委員委員】】】】    

 66 ページのコラムですが、再資源化可能な資源という文章が２度ほど出てくるので、言い回しを修正

した方が良いと思います。 

【【【【嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長】】】】    

 次回までに修正いたします。 

【【【【渡瀬委員渡瀬委員渡瀬委員渡瀬委員】】】】    

 ＢＤＦは現在使用していないという記載があり、車両性能の向上が理由ということでしたが、車両の

性能がどう向上して使用できないのか教えていただきたい。 

【【【【嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長】】】】    

 ＢＤＦは、廃棄物対策課大覚寺詰所のパッカー車の燃料として使用しておりましたが、エンジンの仕

様や燃焼の関係等で、ＢＤＦ使用によりメーカーによる保証が難しく、パッカー車への使用を行ってい

ません。 

【【【【渡瀬委員渡瀬委員渡瀬委員渡瀬委員】】】】    

 そうしますと、天ぷら油の回収もやめてしまったのでしょうか。 
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【【【【嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長】】】】    

 天ぷら油の回収は行っております。 

【【【【渡瀬委員渡瀬委員渡瀬委員渡瀬委員】】】】    

 天ぷら油のＢＤＦ化をやめたということでしょうか。 

【【【【嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長】】】】    

 ＢＤＦ化は、天ぷら油の回収業者が行っております。 

【【【【渡瀬委員渡瀬委員渡瀬委員渡瀬委員】】】】    

 現在、市ではＢＤＦの需要が無いということでしょうか。 

【【【【嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長】】】】    

 市ではパッカー車のみにＢＤＦを使用しておりましたので、現在は使用している車両等はありません。 

【大橋会長】【大橋会長】【大橋会長】【大橋会長】    

 今回５Ｒを３Ｒにしましたが、逆にＲを増やすところもあり、各自治体の実態に合わせて進めること

が大切です。そのときに、市としてどういうスタンスで進めていくのか、長期的な展望に対して３Ｒに

したという理由付けをしていただきたいと思います。 

最終的には 12 月に全体を見直すことになりますので、事務局は、修正等の理由も含めて再度資料の

確認をお願いしたいと思います。 

他にご質問、ご意見はございませんか。 

（質問なし） 

それでは、以上をもちまして、本日の議事を全て終了いたします。 

これで環境審議会を閉会したいと存じます。進行を事務局にお返しいたします。 

【嘉茂課長【嘉茂課長【嘉茂課長【嘉茂課長】】】】    

本日はお忙しい中、焼津市環境審議会にご出席いただき、貴重なご意見をありがとうございました。

次回の開催にあたりましては、12 月 20 日（水）午後２時から、大井川商工業研修センター２階講堂で

の開催を予定しております。開催時期が近付いてまいりましたら、事務局からご連絡をさせていただき

ます。 

本日はご出席をいただき、誠にありがとうございました｡今後ともよろしくお願いいたします。 


