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平成 30年度 第 1回 焼津市環境審議会議事録 

 

1 開 催 日 時  平成 30年 7月 24日（火） 14：00～15：25 

2 開 催 場 所  焼津市役所 大井川庁舎 第 2委員会室 

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) 委嘱状交付 

(4) 審議会の説明と市職員の自己紹介 

(5) 議事 

①第２次焼津市環境基本計画の平成 29年度取組結果について 

②第２次焼津市環境基本計画の平成 30年度取組計画について 

③その他 

(6) 閉会 

 

6 出 席 者  

（委員）             （事務局）  

大橋慶士  委員         内田  環境部長 

平井一之  委員         嘉茂  廃棄物対策課長 

西林秀晃  委員         伊藤  環境生活課長 

多々良尊子 委員         多々良 廃棄物政策担当主幹 

保科洋子  委員         久保山 廃棄物対策担当主幹 

渡瀬 守   委員         渋谷  環境管理センター所長 

清水みさ代 委員         尾澤  環境政策担当係長 

米倉克昌  委員         鈴木  環境保全担当係長 

          

7 議 事 録 

(1) 開会 

(2) 環境部長あいさつ 

【部長】 

皆様こんにちは。 

本日は、お忙しい中、また、大変暑い中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

焼津市環境基本計画後期計画につきましては、昨年度の一年間に渡り、環境審議会において、活発な

ご審議、ご意見をいただきまして、本年３月に策定することができました。改めてお礼申し上げます。 

この後期計画は、2018年 3月に策定した「第６次焼津市総合計画」を、環境面から推進する内容とな

っております。総合計画の中では、「自然共生社会の推進」と「低炭素・循環型社会の推進」の２つの

施策に分けて、表現しています。 

ここ数日、静岡でも、暑い日が続いておりまして、昨年の九州に続き、今年も、西日本を中心とした
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30年 7月豪雨による甚大な被害が発生し、異常気象が私たちの生活や自然環境に大きな影響を与えてお

り、自然の驚異を実感する毎日であります。その中で、焼津市としては、より一層、環境への負荷を低

減していく取り組みを推進していかなければならないと感じております。 

本日は焼津市環境基本計画の 29年度の取組みの報告と 30年度の取組みの計画を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。 

(3) 委嘱状交付 

(4) 審議会の説明と市職員の自己紹介 

(5) 議事 

【大橋会長】 

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の平成 29年度の取組結果について、

事務局からの説明をお願いします。 

【尾澤係長】 

 それでは、議事（１）第２次焼津市環境基本計画の平成 29 年度取組結果について、ご説明させてい

ただきます。委員の皆様には、あらかじめ資料を配布させていただいておりましたので、主な点や、補

足すべき点をご説明させていただきます。 

資料につきましては、環境基本計画の取組結果について、平成 29年度という冊子をご覧ください。 

１ページをご覧ください。こちらには、第２次環境基本計画の位置づけと計画期間、進捗状況について

の説明になります。焼津市では 2017年（平成 29年）3月に、「焼津市役所地球温暖化防止実行計画・

事務事業編（第 5期計画）」及び「焼津市一般廃棄物処理基本計画」を策定し、2018年 3月には「第 6

次焼津市総合計画」を策定しました。同じく 2018 年 3 月には、策定後５年間が経過している「第 2 次

焼津市環境基本計画」について、これらの計画との整合を図るため、「第 2次焼津市環境基本計画（後

期計画）を策定しました。後期計画策定に当たり、数値目標について、再検討し、最終目標値について、

いくつかの目標を修正しています。この冊子に出てくる最終目標値は、改定した「焼津市環境基本計画

（後期計画）」の最終目標値となっています。 

２ページ、３ページをご覧ください。「水がきれいなまち」の取り組みにつきまして、数値目標の河川

ＢＯＤと海域ＣＯＤは、県の測定値を使用することとなっておりまして、県の調査結果が９月頃になる

ため、まだ把握できておりません。 

昨年度の調査結果では、河川ＢＯＤの達成率は 100％、海域ＣＯＤの達成率は 60％となっております。 

河川については、概ね環境基準を達成できると見込んでおります。 

海域につきましても、毎年数値は変動していまして、平成 28 年度は下がっています。焼津市は、海岸

線近くに水産加工場があり、排水が流入する河川に有機物が多いため海域の数値が安定しないと考えて

おります。 

対策といたしまして、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進とともに、県と協力して、事業

所の排水の監視及び指導を行っていきたいと考えております。 

４ページ、５ページをご覧ください。「空気がきれいで静かなまち」の取り組みにつきまして、こちら

の数値目標「大気汚染に係る環境基準達成率」についても、先ほどの河川ＢＯＤと海域ＣＯＤと同様に、

県の測定値を使用することとなっておりますので、まだ把握できておりません。 

数値目標は、概ね環境基準を達成できると見込んでおります。苦情の内容としましては、事業所などで

の荷卸し時の騒音や、臭気の苦情、野焼きの相談も多くなってきています。法規制の対象外となるケー
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スが多いため、現地確認など迅速な対応に努めるとともに、広報紙などを通じた啓発にも力を入れる必

要があると考えております。 

６ページ、７ページをご覧ください。「有害化学物質による汚染や公害のないまち」の取り組みにつき

まして、ダイオキシン類の環境基準達成率は 100％で数値目標を達成しております。公害苦情件数につ

きましては、69件で昨年度より 24件減っていますが、ここ３年間は最終中間目標数値の 100件は下回

っております。苦情の内訳は、大気汚染 23件、水質汚濁 10件、騒音 22件、振動 0件、悪臭 10件、そ

の他 4件です。なお、この件数には生活型の苦情や犬・猫に関する苦情は入っておりません。 

平成 29年度は最終目標値に達成しておりますが、年度によって変動があるので、今後も 90件を超過し

ないよう関係各課と連携をとっていきたいと考えております。なお、先ほどの「空気がきれいで静かな

まち」でも説明いたしましたが、野焼きや敷地管理、荷卸し時の大きな音などの苦情・相談が多くなっ

てきています。すぐに改善できない事例も多くなってきていますが、初動対応を迅速に行うことが重要

だと考えております。 

８ページ、９ページをご覧ください。「森林や農地を守るまち」の取り組みにつきまして、水田の有効

活用率は前年度と同じ 87.0％で、数値目標の達成度はＣ評価です。また、認定農業者数も昨年度より 1

人減りました。エコファーマー登録数は昨年度より５人増えましたが、中間目標を下回っており、評価

はＣとなっています。 

市としては、転作奨励を進めながら担い手への農地集積や耕作放棄地解消の補助金交付、農地の適正管

理指導を行うなど、農地の有効利用を進めておりますが、農家の高齢化や後継者不足、離農等により、

耕作されない農地が増えております。 

また、認定農業者が高齢化する中で再認定を辞退する事例もありますが、認定農業者の再認定、青年就

労者や経営改善意識の高い農業者等を認定農業者へと促すなど、地域農業の担い手の掘り起こしが必要

と考えております。 

エコファーマー登録者につきましては、エコファーマーのメリットや効果等を県と情報共有し、推進し

ていくことが必要と考えています。 

10 ページ、11 ページをご覧ください。「河川・海岸と水資源を守るまち」の取り組みにつきまして、

市内の事業所が汲み上げる１日あたりの地下水揚水量は３年ほど横ばいとなっています。志太地域は地

下水が豊富なため、地下水を利用する企業が多く進出してきましたが、塩水化調査や地下水採取量調査

等により、現在も良好な地下水が確保されていることが確認できています。揚水量は、企業誘致や企業

活動が活発になれば増えると思われますが、地下水採取は静岡県地下水の採取に関する条例で規制され

ており、今後も引き続き塩水化調査や地下水採取量調査を行い推移を見守っていきます。 

その他には、本市は長い海岸線を有しておりますので、引き続き海岸林保全や海岸清掃などを行い、海

岸の保全に努めていきたいと考えております。 

12 ページ、13 ページをご覧ください。「多くの生き物・自然とふれあえるまち」の取り組みにつきま

して、自然観察会の参加者数は順調に増えております。水生生物マップを、水生生物教室の募集の時期

に合わせて、小学 4年生に配布をしていることや、やいづウィークにあわせてＰＲしたことなどにより、

小学 4年生を中心に人気の教室となっています。また、公民館での、自然観察会や、環境関連講座が増

えていて、参加者数が順調に伸びる要因になっています。環境への関心が深まり、子どもたちも自然に

触れ合える機会が増えることとなり、良い方向に進んでいると感じています。 

すみません。ここで１点訂正がありますのでお伝えします。13ページ下の方に「アオウミガメが確認さ

れた。とありますが、アカウミガメと訂正してくださるようお願いします。昨年、石津浜で絶滅危惧種
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のアカウミガメの産卵が確認されました。その他、高草山のキスミレなど、焼津市にも貴重な動植物が

生息しています。静岡県は、「豊かな自然を後世に継承していくための行動計画である「ふじのくに生

物多様性地域戦略」を策定しました。また、市町にも「生物多様性基本法」に基づく策定の努力義務が

あるため、焼津市でも「生物多様性地域戦略の策定について研究していきたいと考えております。 

14 ページ、15 ページをご覧ください。「廃棄物の少ないまち」の取り組みにつきまして、ごみの総排

出量と１人１日当たりの可燃物量は、ごみ減量説明会での啓発や生ごみ処理器の普及、分別の徹底、剪

定枝の資源化等により減ってきております。資源・不燃物回収時の収集量をベースにしたリサイクル率

は昨年度より 1％上がりましたが、ここ数年は横ばいで推移しております。一般廃棄物処理基本計画の

後期計画からリサイクル率の計画目標でなくなったため、環境基本計画の数値目標からも削除されてい

ます。 

学校給食センターでは、生ごみ処理機によりごみの減量化と、生ごみの堆肥化を行ったり、学校給食の

調理場で使用する洗剤の容器を再利用のために納入業者に返却することで、ごみを減らしています。 

16 ページ、17 ページをご覧ください。「廃棄物が適正に処理されるまち」の取り組みにつきまして、

すべてのミニステーションでプラスチック製品とリユース古着の回収を行っており、リユース古着は、

市役所本館下の駐車場でも常時回収しております。27年度から古紙回収常設倉庫の設置に補助金を交付

しており、29年度は 2件交付いたしました。また、燃やすごみの排出量を減らすため、10月から 12月

にかけて雑がみ回収コンテストを実施いたしました。 

数値目標である廃食用油の回収量が今年度増加しましたが、一般的には家庭で油を使わない、または少

量の油で調理が出来るものが増えてきたため、このまま回収量が増えてくかは不透明であります。 

29年度の環境美化活動参加者は、累計では最終目標値に近づいていますが、年度ごとの参加者数は、平

成 27 年度から、減っています。これは、高齢化等により、地域の清掃活動参加者が減少していること

が要因と思われます。 

今後も、ミニステーションの適正な運営や古紙等資源化支援事業を引続き行い、環境美化推進活動にも

多くの人が参加してもらえるよう、地域と協力し、啓発を行っていきたいと考えております。 

18 ページ、19 ページをご覧ください。「エネルギーを有効利用するまち」の取り組みにつきまして、

21 年度から住宅用太陽光発電システム設置補助金を交付しておりますが、24 年度の 441 件をピークに

340件、286件と年々補助金申請者が減り 29年度は 209件となっております。また、27年度から住宅に

設置するエネファームに対する補助金を交付しておりますが、27年度が 16件、28年度は 17件、29年

度は 16件と、こちらも、導入価格や他機種との兼ね合いで、思うように補助件数が伸びておりません。

今後は、新エネルギー機器の補助だけでなく、省エネルギー対策や、蓄電池等の新たなメニューを、国・

県や県内他市町の状況を参考に検討していきます。 

市役所の低公害車数の割合も、買替える車両は特殊車両などを除いてすべて低公害車であり、また、下

取りに出す車両はすべて低公害車ではないものなので、順調に入れ替えが進んでおります。 

20 ページ、21 ページをご覧ください。「低炭素な交通と緑豊かなまち」の取り組みにつきまして、市

民１人あたりの都市公園面積は緩やかに伸びており、区画整理事業の進捗状況により、概ね最終目標の

達成は可能と思われます。生け垣奨励植樹本数は、新築家屋の建築件数の影響や、散水、剪定等の維持

管理を要することもあり、近年では申込件数が減少しております。 

今後の公園整備は、土地区画整理事業だけでなく民間の大型開発に伴う公園整備や民有地を活用した借

地公園等により公園面積を増やしていくことが考えられます。また、最近頻発している地震によるブロ

ック塀倒壊の被害の防止の目的でも、既存ブロック塀の撤去とあわせて生け垣植樹を増やすようＰＲし
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ていきたいと考えております。 

22ページ、23ページをご覧ください。「環境を知り・学び・活動するまち」の取り組みにつきまして、

環境教育事業の参加者は、主に公民館講座などに参加した人となりますが、最近の公民館活動は、自然

観察会や環境講座が多く開かれており、子どもから大人まで幅広く環境に触れ合う機会や、環境に関す

る知識を得られるようなプログラムが組まれております。また、アースキッズチャレンジは、小学校３

校で事業を実施し 196人の参加がありました。 

水の大切さを学ぶ夏休み親子水道施設見学会には、28名の親子が参加し、祢宜島配水場と、サッポロビ

ール静岡工場の見学を行っています。 

環境活動リーダー数は増えていますが、リーダーを育成するための講座の受講者が横ばいの状態です。

講座の内容や開催時期、開催回数などを検討していきます。 

24 ページ、25 ページをご覧ください。「環境と経済が両立するまち」の取り組みにつきまして、エコ

アクション 21取得事業所数は、認証の更新をしなかった事業所があり、39事業所と、減少しました。

平成 29 年度は、認証取得支援セミナーに３社が参加し、１年間、エコアクション２１の静岡事務局か

ら派遣されたエコアクション２１審査員により、認証登録に向けての準備をしました。事業所も新たな

取り組みに関し難しい面もありますが、環境経営システムの仕組みを作り、継続的に改善していくこと

により、環境面だけでなく、経費の削減や生産性の向上など、経営面での効果もあげることができるの

で、商工会議所や商工会を通じてＰＲしていきたいと思います。 

 最後に、Ａ３、１枚の「第２次焼津市環境基本計画 具体的な数値目標及び実績一覧」をご覧くださ

い。ただ今説明させていただいた数値目標の一覧になります。この説明の冒頭でお話しましたように、

一番右側の最終目標値については、昨年度、見直しを行い、改定した「焼津市環境基本計画（後期計画）」

の目標値となっています。下から８行目の「温室効果ガス排出量」というのがございます。これは、隔

年で市が調査を行うもので、平成 25 年度の温室効果ガス排出量を基準値とし、2022 年度までに 13.5%

削減するという目標を立てています。平成 29年度に、平成 26年度の数値が算出され、25年度に比べ、

４．６％削減されたという結果が出ました。こちらについては、今年度に、平成 27年度、28年度の２

か年の温室効果ガス排出量を算出いたします。 

以上で平成 29 年度の取組結果の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

【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】 

２ページの水がきれいなまちですが、河川ＢＯＤ、海域ＣＯＤポイントが５か所で県の数字を持って

きて評価していますが、１つの海域が達成できないと、20％どんと、海域の数値が下がってしまいます。

先ほどの説明では、海域の周辺に水産加工の工場があるからだということ推定していますが、県の排出

基準を満たしていても、そういう工場からの排水で、基準値に達していないのですから、その推定でい

いのかと納得いかないところがあります。 

【鈴木係長】 

事業所の排水については、県と連携して、県の基準で立ち入り等を行って、指導を行っていて、一般

家庭については、合併処理浄化槽への接続の推進ということで、お願いをしています。 

【大橋委員長】 

 規制対象外の所へもきちっと指導して欲しいということですか。 
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【西林委員】焼津市は、水産関係の事業者から有機物の排水があるのでと説明しているので基準値を超

えている事業者は指導しているのに、基準値を超えてしまっているので、原因の説明が成り立たないと

思うのですが。 

【大橋委員長】規制対象の事業者に、どんなふうに対応しているのか答えてください。 

【鈴木係長】焼津市は、立ち入り調査の対象となる事業者は多いものですから、その中で、何件かを抽

出して、指導を行っています。市は独自に公害防止協定を結んでいる事業者については、指導を行って

います。 

【米倉委員】 

特に焼津市は、特定施設のある水産加工の事業者がいくつかあります。水産加工の特定施設は、有害

物質を排出するのではなく、有機物の排出になるので、簡単に処理をして放流をしますから、夜中に確

認するというようなこともしています。こういう排水は、水が多かったりすると数値が上がりますから、

そういうことがあれば指導をします。また、海域は、数値が行ったり来たりしますし、微生物も河川と

は違い分解しづらいということがあり、環境基準を達成するのが難しいです。焼津市には違反になるよ

うな、排出が大きな問題になるようなケースは少ないと思います。 

【西林委員】 

 市民が見る数字が 20％もドンと変わると言うのは、少し、驚くので、専門家ではなくて、一般市民も

わかるように説明をして欲しい。 

【米倉委員】 

 海域は市だけの問題ではなく、河川の問題や雨量も関係あり、海の水質の検査では、雨が大量に降る

と正しい数値ではなくなるので、ばらつきというのが出てきます。 

【多々良委員】 

目標が累積の数値と、単年度の数値がありますが、自然教室参加者数や環境美化活動参加者数は、単

年度の数値の方が目標もわかりやすいし、グラフにしてもわかりやすいと思います。これを累積にして

いるというのは、何か決まりがあるのでしょうか。 

【大橋会長】 

 ないです。 

【環境部長】 

おっしゃるとおりです。環境基本計画上の数値目標は、これらのものについて累計になってしまって

いますが、こういう報告の際には、わかりやすいように、単年度の数値もあわせて報告するようにした

いと思います。 

【西林委員】 

 意見ですが、10ページの「河川・海岸と水資源を守る」というところですが、川勝知事と静岡市の田

辺市長がリニア中央新幹線のことで発言している内容が、静岡新聞で報道されています。焼津市は、地

下水量が豊富であり、流域の事業者は、それを認識していて、リニアの問題を注目しているのですが、

リニア中央新幹線のトンネルができて、流量が少なくなることを危惧しています。10ページには地下水

量が豊富であるということしか書いていないが、もし、水源の方で切られてしまって、地下水量が少な

くなれば、流域の企業は困ってしまいます。29年度の単年度目標に対する取り組み結果の報告なのだか

ら、そういう内容については触れないのかと思いますが、市も死活問題ということになると思います。

市もいろんなご見解があるとは思いますが、そういうところも注視していただきたいと思います。これ

は、一つの意見です。 
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【大橋会長】 

大井川の水利権と焼津市の使っている地下水の問題ですが、地下水と水利権というのは、別物ですが、

井川のトンネルを作ることにより出てきた水を戻すという話がありますが、どの位焼津市の地下水に影

響するのか、焼津市の地下水を構成するのは、大井川水系だけなのか、他にもあるのかなど、難しい問

題があると思います。 

【内田部長】 

市だけでは対応できかねるため、県の動向や他市の動向を注視しながら、協力できるところは協力して

いきたい、また、焼津市の水道は大井川水系の水なので、注視していきたいと思っています。 

【大橋会長】 

 9 ページの「森林や農地を守るまち」というところですが、この評価ですと、みんなＣ評価なのです

ね。農業に従事する人の高齢化の問題も含めて困難な問題もあると思いますが、横の連携の問題もある

と思います。一つは、4 月に大井川のアメーラの農場の見学に行きましたが、土の農場ではなく、化学

工場のように、トマトが吸う二酸化炭素の量だけ二酸化炭素を補充する、そして、外気と同じような組

成で工場内の空気を均一にする。３か月ごとに苗を作るのですが、トマトの苗はすべて堆肥化するとい

うようにエコファーマーも兼ねてやっています。そこで働いている従業員は平均年齢は 20 代です。た

だ、認定農業者が増えた、減ったと言っていてもなかなか進まないので、そういう研究もしていって欲

しいと思います。もう一つは、そして、海の子山の子も環境教育なんですね。山を守るということは海

を守るということで、環境教育を行っているのです。環境生活課は、内容だけでとらえているのではな

くて、他の部署の関連も含めて、環境基本計画を推進していく必要があると感じました。 

【平井委員】 

 14ページの一番下のリサイクル率の関係ですが、後期計画の目標設定の時にそういうことにしたので

しょうか。理由は何でしたか。 

【嘉茂課長】 

そうです。一般廃棄物処理計画の目標にしなくなったので、この数値が算出されなくなるということ

で、後期計画からはこの目標を削除しました。そこで新たに後期計画に入れたのが、燃やすごみの排出

量削減率です。 

【平井委員】 

 後期計画策定の時に言うべきでしたが、リサイクル率をなくしてしまっていいのですかね。 

【内田部長】 

 民間の回収業者がボックスを置いたりして回収していて、そこにかなりの量が行っているので、正確

な量が把握できないということがあります。 

【大橋会長】 

 次に、議事（２）第２次焼津市環境基本計画(後期計画)の平成 30 年度の取組計画について、事務局

から説明をお願いします。 

【尾澤】 

それでは、議事（２）第２次焼津市環境基本計画の平成 30 年度取組計画について、ご説明いたしま

す。資料は、平成 30年度の取組計画についてをご覧ください。 

２ページ、をご覧ください。「水がきれいなまち」の取り組みとしまして、「①排水をきれいにする」

のうち、今年度の公共下水道整備延長は 55ｍを予定しています。また、合併処理浄化槽の補助基数は

480基を予定しています。 
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「②水質を監視する」として、河川の水質調査を行うことと、事業所の立入調査を県と連携して実施

いたします。また、河川・水路の堆積土砂等の除去作業を行います。その他、環自協と共に、年１回、

地区合同の不法投棄パトロールを実施するほか、通年で、職員による不法投棄パトロールを実施します。 

３ページ、をご覧ください。「空気がきれいで静かなまち」の取り組みとしまして、「①大気汚染・

悪臭への対策」につきましては、最近は年間を通して野焼きの苦情が入るので、予防のため広報紙等へ

啓発記事を掲載するとともに、苦情通報への迅速な対応を行います。また、大気汚染関係につきまして

も、事業所の立入調査を県と連携して実施いたします。 

「②騒音・振動への対策」として、アイドリングストップとエコドライブを推進することと、公共工

事において低騒音低振動対策型の建設機械の導入を図ります。 

４ページ、をご覧ください。「有害化学物質による汚染や公害のないまち」の取り組みのうち「①有

害化学物質への対策」として、県測定の光化学オキシダント及び PM2.5が基準値を超えた場合は、防災

無線での注意情報や関係機関への連絡を迅速に行ってまいります。 

関係機関とは、教育関係施設や社会教育施設、病院・医療機関などです。県の発令ランクは、注意報・

警報・重大緊急警報とありますが、昨年度はいずれも発令はありませんでした。しかし、光化学オキシ

ダントと PM2.5は、地球温暖化による気候変動の影響を受ける物質とされていますので、今後も注意が

必要です。 

５ページ、をご覧ください。「森林や農地を守るまち」の取り組みは、「②農地を守る」のうち、農

業体験教室の実施といたしまして、毎年東益津公民館でマイライス事業を実施しております。事業内容

は「もみまき」に始まり、田植え・草取り・かかし作り・稲刈り・収穫祭・米粉料理教室の全８回開催

します。昨年度は延べ 200人の参加者がありました。エコファーマーの育成、環境保全型農業の推進で

は、ＧＡＰ（農業生産工程管理）の実施の普及促進を図ります。農業生産工程管理とは、生産者自らが、

農業生産工程の全体を見通して、食品安全を始め様々な観点から注意すべき点検項目を定め、これに沿

って、農作業を実施、記録し、検証を行って、農作業の改善に結びつけていく、一連の農業生産工程管

理手法の事です。 

６ページ、をご覧ください。「河川・海岸と水資源を守るまち」のうち「①河川・海岸を守る」の取

り組みとしまして、昨年度は、国の「粘り強い構造の海岸堤防の整備」により、潮風グリーンウォーク

の堤防の背面に盛土を行い、そこに、1554本の植栽を行いましたが、今年度も、国や県に対し、環境に

配慮した海岸保全施設の整備を要請していきます。また、海岸養浜事業を引続き実施し、今年度は大井

川港南防波堤上手側の堆積土砂 16,700㎥と航路堆積土砂 72,900㎥を利用する予定です。 

７ページ、をご覧ください。「多くの生き物・自然とふれあえるまち」のうち「②自然とふれあう」

の取り組みとしまして、今年度も８月のやいづウィークにあわせた親子水生生物教室や、各公民館にお

いては、自然観察会や講座、展示などの催しが計画されています。小川公民館では、毎月開催している

「あそびなんでも少年団」という企画の中で、黒石川で川遊びを実施します。 

８ページ、をご覧ください。「廃棄物の少ないまち」のうち「①ごみを減らす」の取り組みとしまし

て、今年度もごみ減量説明会を３つのコースに分けて開催します。地域の公会堂などに出向いて説明会

を開く通常のコースと、燃やすごみの組成分析のあと説明会を行うコース、高柳清掃工場、または、容

器包装プラ集積場の株式会社志太紙業を見学したあと説明会を行うコースがあります。 

「②資源を再使用・再利用する」の取り組みといたしまして、 

放置自転車を回収し、保管期間の満了した自転車を自転車商組合に販売し、再利用する取り組みを行

っています。また、今年度も引き続き、家庭から出る生ごみを減らすために、黒土を利用した生ごみ処
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理容器の製作配布やダンボールコンポストの販売、生ごみ処理容器等購入補助金の交付を実施していき

ます。 

９ページをご覧ください。「廃棄物が適正に処理されるまち」のうち「①分別回収して資源化する」

の取り組みとしまして、引き続き登録団体への古紙等資源回収奨励金の交付や、自治会などが自主的に

古紙回収を行うことを推進するため、古紙回収常設倉庫補助金を交付します。また、市役所本館下駐車

場やミニステーションで行っているリユース古着の回収や、地域の資源物回収日の使用済小型家電の回

収、公民館やミニステーションに設置してある小型家電専用回収ボックスによる回収を推進していきま

す。 

今年度は家庭で眠っている紙袋を持ち寄ってもらい、雑がみ用紙袋として市民に配布する「雑がみ用

紙袋ウェイクアップキャンペーン」を実施します。こちらについては、10枚以上の紙袋を持ち寄ってい

ただいた方に、紙ひもを１つお渡ししています。今後、集まった紙袋を自治会を通じて市民に配布し雑

がみ袋として利用してもらうことで、燃やすごみの減量を図ります。 

10 ページ、11 ページをご覧ください。「エネルギーを有効利用するまち」のうち「①地球温暖化・

エネルギー対策」の取り組みとしまして、市役所ではエコアクション 21 を推進し温室効果ガスの排出

量削減に取り組んでいます。毎年環境活動レポートを作成し、ホームページに掲載しております。29年

度実績は、７月 30 日から 31 日にかけて行われる、エコアクション 21 の更新審査の後にホームページ

へ掲載する予定ですので、掲載されましたら、ご覧になっていただければと思います。 

また、「②再生可能エネルギーを使う」の取り組みとして、今年度は、環境省の補助金「地域におけ

るＬＥＤ照明導入促進事業」を活用し、道路照明灯 1750灯のＬＥＤ化を実施します。 

12ページをご覧ください。「低炭素な交通と緑豊かなまち」のうち「②緑地を増やす」の取り組みと

しまして、公園整備を進めるとともに、新築家庭への苗木の配布やみどりの祭典、公民館祭りでの緑化

活動を行います。また、まちに緑が増えるように、生け垣施工に対する補助金の交付や、焼津市みどり

を育てる条例に基づき、事業所敷地の 10％を緑地として確保するよう開発者に指導していきます。 

13 ページ、14 ページをご覧ください。「環境を知り・学び・活動するまち」のうち「①環境教育・

環境学習を行う」の取り組みとしまして、「やいづエコ市民塾」を開催するほか、小学生の児童が家庭

のリーダーとなって省エネ生活を行い、地球温暖化について学ぶ「アース・キッズチャレンジ事業」も

実施します。 

また、各公民館も昨年度に引続き、環境に関する講座を開催する予定です。また、 

「②環境情報を充実させる」の取り組みとしまして、６月末に各小学校の４年生に「焼津市の川の生

きもの ぼくたちも焼津にすんでるよ」という環境冊子を配布しました。この冊子は３年に一度作成し、

環境に関する教育を始める４年生に配布しているものです。今年度は、新しい環境冊子を制作する年度

になりますので、子どもたちの環境への関心を高める内容になるよう、小学校の理科教諭などに相談し

ながら制作していきます。 

15ページをご覧ください。「環境と経済が両立するまち」のうち「①事業活動に環境配慮を織り込む」

の取り組みとしまして、毎年開催しておりますエコアクション 21 認証登録支援事業を、焼津商工会議

所・大井川商工会の協力のもと実施します。 

また、「②環境に配慮した農業・漁業・観光を行う」の取り組みとして、小中学校等に地元産の佃煮

を寄贈し、魚食普及を働きかけます。また、学校給食では、地元産の魚介類や黒はんぺんなどの水産加

工品を多く取り入れるなど、地元産の食材使用を推進していきます。 

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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【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】 

 ２ページ「排水をきれいにする」ですが、公共下水道への接続推進ということですが、公共下水道設

備延長が 55ｍ、例えば政令市の静岡市は、90％の実施率ですが、焼津の場合は、数字がかなり低いので、

55ｍという書き方になっていると思いますが、本来％で表すことの多い数字を長さで書くというのは違

和感があると思いました。 

【内田部長】 

 55ｍという数値は、現状で下水道事業の工事を進めているのは浜当目地区だけです。事業計画区域に

なっているのが、石津の中と、会下の島の区画整理地区などがあるのですが、こちらは未整備地区にな

っています。未整備地区を今後どのようにしていくかということを、今年度中に結論を出すという予定

になっています。下水道普及率は、普及人口で 22.4％ですが、下水を伸ばしていくのが難しいとなった

場合には、合併処理浄化槽で推進していかなくてはならなりません。国の方では、以前は、公共下水道

事業を進めていくようにということでしたが、最近は浄化槽が性能の良いものも開発されてきているの

で、だんだん、合併処理浄化槽へシフトしているというような動きもみられています。いずれにしても、

下水道か、合併処理浄化槽かというどちらかを必ず推進していくという体制になります。 

【大橋会長】 

財政的な問題もあって、焼津市は公共施設は 200か所あり、今後、その更新をどうしていくかという

のが非常に重要な問題になり、公共下水道にすべてするのか、合併処理浄化槽で対応していくのかとい

う選択が迫られてくると思います。 

【西林委員】 

 55ｍと言われても、それがどの位の数字なのかということがわからないので、全体の中のどれくらい

かと言うことを聞かないと、最終的には汚水を処理していくという表現が必要だと思います。 

【内田部長】汚水の衛生処理率、数字は持っていないのですが、公共下水道、合併処理浄化槽、コミプ

ラ収集量だと、もう少し高い数値になっているので、数値的に持っていないので、また、調べたものを

お知らせいたします。 

【大橋会長】 

災害時には、公共下水道の場合には、一つ使えないと全体使えなくなるということがありますから、

災害時の事を考えながら、今後は、いろんな設計をしていかないといけないですね。 

【内田部長】 

建物の方のマネジメントもありますが、水道施設、下水道施設、道路などインフラの維持管理には、

大きな費用が掛かりますし、災害の時のことも踏まえて考えていかなくてはなりませんので、施設マネ

ジメント全体を見ていい方向になるように進めていきたいと思います。 

【多々良委員】 

 廃棄物の削減についてですが、これ以上大幅に削減しようとすると、家庭の分別などでの努力では、

もう限界があると思うので、製品の包装の簡略化とかリサイクルしやすい製品にするとか、事業者への

働きかけが必要だと思う。そういう内容を取り上げることはできますか？ 

【平井委員】 

 エコプロダクツというのですが、消費者側の努力だけでなく、「拡大生産者責任」というのですが、

生産者側が、環境に配慮したものを製品として発信して、製品が使われた後の後始末のことまで生産者
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が責任をとるという仕組み、作る側から使う側まで、全部が責任を持つという仕組みの考え方がありま

すが、それを環境基本計画にどういう風に落とし込むかということですね。 

【大橋会長】 

 「ＳＲＩソーシャルレスポンシブルインベストメント」社会責任投資というのですが、欧米は増加し

ていますが、日本ではまだ、少ない。環境に配慮した企業への投資をする。エコプロダクトを実践して

いる投資をしていくという、そういうことが、住民の中からそういう意識が生まれてこないといけない

と思います。 

【平井委員】 

今、私はやっているところでＥＳＧというのですが、これは、環境、社会、企業統治に配慮している

企業を重視、選別して行う投資です。これは、国の第５次環境基本計画でもうたわれています。ＥＳＧ

とＳＤＧｓは今、二本立てであります。焼津市の環境基本計画には、ある意味、こういった内容も組み

込まれていると言えます。 

【大橋会長】 

環境教育ですね、市民啓発をすることで、ＳＲＩのようなことに傾聴していくというような仕組みが

必要ですね。 

【平井委員】 

 行政として進めていくこと、市民として取り組む 

くこと、事業者として取り組むべきこと、明確に示していけばいいと思う。環境基本計画はそういう形

になっていますね。 

【大橋会長】 

 では、他にご意見等ありましたら、事務局にご意見くださるようお願いします。 

【大橋会長】 

 次に、議事（３）その他について、事務局から説明をお願いします。 

【尾澤】 

それでは、議事（３）その他ですが、最初に焼津市の温室効果ガス排出量算定結果についてご報告さ

せていただきます。資料は、平成 29 年度焼津市地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）

温室効果ガス排出量算定結果報告書をご覧ください。 

 この調査は、第２次焼津市環境基本計画の、第５章にあります地球温暖化対策地方公共団体実行計

画（区域施策編）に基づいて実施しているもので、２年に１度、２年度分をまとめて調査しております。

こちらですが、平成 29 年度は、「第２次焼津市環境基本計画（後期計画）」を策定していることと、

算定方法が変更となったため、2年分ではなく、26年度分のみの調査を実施しました。 

算定方法が変更となったことにより、従来の算定方法と、新しい算定方法の両方の算定方法で、温室

効果ガス排出量を算出しています。 

「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」には、新算定方法の数値を基準値として採

用しています。 

 まず、報告書の 1ページをご覧ください。 

新旧算定方式に基づく現況推計の比較になります。 

平成 26年度の温室効果ガス排出量を基準年度の平成 21年度と比較すると、旧算定では 2.6％の減、

新算定では 6.2％の減となっています。 

詳しい算出結果については、新算定方式による状況を見ていきます。基準年度は、焼津市環境基本計
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画（後期計画）第５章「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」の基準年度である平成

25年度 2013年度になります。 

2ページからが現況推計になります。2ページをご覧ください。先ほどの温室効果ガスの割合ですが、

ほとんど（99％）が二酸化炭素です。やはり地球温暖化防止には、二酸化炭素の排出量削減が不可欠で

す。 

平成 26 年度の温室効果ガス排出量は平成 25 年度と比べると、4.6％減少しています。温室効果ガス

別に基準年度と比較すると、二酸化炭素の排出量が特に減少（-4.6％）していて、その他のガスは、0.9％

から-1.1％の増減に留まっています。 

二酸化炭素の減少の主な要因は、製造業のエネルギー効率が上がったこと、家庭部門、業務その他部

門の電力による排出量が減少（中部電力で、再生可能エネルギーや、ＣＯ２の発生の少ない燃料での発

電が進んだため、二酸化炭素排出量の排出係数が下がっていること）などが主な要因と考えられます。 

3ページ、をご覧ください。部門別の状況ですが、部門は大きく分けて６つあり、産業部門は製造業、

建設業、鉱物や地下資源の鉱業などで、家庭部門は一般家庭、業務その他部門はサービス関連産業や公

的機関などで、運輸部門は自動車、鉄道など、廃棄物部門は廃棄物焼却時と埋立処分場や排水処理、農

業部門は水田や家畜の排せつ物などです。７つ目の部門は代替フロンという部門になりますが、これは、

カーエアコンや、家庭用冷蔵庫の冷媒材として最も多く用いられる代替フロンになります。こちらは、

量は少なくても、二酸化炭素に比べて温暖化の効果が 1000倍から 2000倍と高くなります。 

部門別排出量の比率は図 2-3のとおりで、産業部門が最も多く、次いで運輸部門となっています。 

平成 25 年度と比較すると、産業部門、業務その他部門、家庭部門、農業部門は減少し、運輸部門、

代替フロンはほぼ横ばい、廃棄物処理部門は増加しています。 

廃棄物部門からの排出量が増加したのは、一般廃棄物焼却量自体は減少したものの、燃やすごみに占

めるプラスチック類の割合が増加（9％→13％）したことが主な要因です。焼却の際に、プラスチック

類が含まれていると、二酸化炭素が多く排出されます。 

4ページをご覧ください。温室効果ガスごとの排出量の状況ですが、全排出量の 99％を占める二酸化

炭素を見てみると、やはり最も多いのは産業部門で、次いで運輸部門です。 

次に産業部門での温室効果ガス排出量の状況を見てみます。 

 5 ページをご覧ください。中央の棒グラフですが、排出量は減少傾向にあります。特に製造業が大

きく減少しています。焼津市の製造業による製造品出荷額は、Ｈ25 年度よりもＨ26 年度が 140 億円ほ

ど増えています。しかし、県全体における製造業のエネルギー効率が上がった（県全体の製造品出荷額

が増加している一方で、県全体の製造業起源の二酸化炭素排出量が減少）ことから、結果的に焼津市の

製造業からの排出量が減少しています。 

6 ページ、をご覧ください。家庭部門です。円グラフからわかるように、電力による温室効果ガス排

出が 80.8%を占めています。家庭の電力使用量が減少していることに加え、先ほどと同じように、中部

電力の二酸化炭素の排出係数が下がっていることが要因になります。 

7ページをご覧ください。業務その他部門です。温室効果ガス排出量は平成 25年度比で７パーセント

減少していますが、これは、特にＬＰＧ以外の石油製品の使用量が減少していることが要因になります。

ＬＰＧ以外の石油製品とは、重油や灯油、ガソリン、軽油などになりますが、これらの燃料の使用が減

少し、もっと環境負荷の少ない燃料へ転換が進んでいるためだと考えられます。 

 そのほかの結果の説明は割愛させていただきます。 

 以上で、平成 29年度に行った焼津市温室効果ガス排出量算定結果の説明を終わります。 
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地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）では、本市全体の削減目標を、国の「地球温暖

化対策計画」や削減見込み量の推計結果を踏まえ、2030年度の目標を、国の目標と同じく平成 25年度

比 26％削減としています。今年度は、平成 27年度と 28年度の温室効果ガス排出量の算定をしています

ので、算定結果を注視して、削減の取組みを実施していきます。 

その他に報告事項があります。29年度の取組結果の 29ページで、環境活動リーダーの人数の推移の

グラフがありますが、その人数と昨年度のエコ市民塾受講生の人数が合わないのですが、これは、市外

への転出などにより、減少が合ったりしたものですから、単純には増えていません。御了承願います。 

【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。 

（質問なし） 

それでは、以上をもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。 

これで 30年度第 1回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。 

(6) 閉会 

【伊藤課長】 

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。

お戻りになりまして、気づいたこと、アドバイスいただけるようなことがありましたら、また、環境生

活課までにお知らせくださるようにお願いします。次回の開催にあたりましては、2 月を予定していま

すが、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。 


