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平成 29 年度 第 1 回 焼津市環境審議会議事録 

 

1 開 催 日 時  平成 29 年 7 月 28 日（金） 14：00～15：45 

2 開 催 場 所  焼津市役所 本館 6 階 603 号室 

3 公開の可否  可 

4 傍 聴 者 数  ０名 

5 次   第 

(1) 開会 

 (2) 委嘱状交付 

(3) 市長あいさつ 

(4) 審議会の説明と審議会委員及び市職員の自己紹介 

(5) 会長副会長の選出 

(6) 諮問 

(7) 議事 

①第２次焼津市環境基本計画の平成 28 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 29 年度取組計画について 

③第２次焼津市環境基本計画（後期計画）策定について 

(8) 閉会 

 

6 出 席 者  

（委員）             （事務局）  

大橋慶士  委員         吉田  環境部長 

平井一之  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 環境政策担当主幹 

多々良尊子 委員         鈴木  環境保全担当係長 

保科洋子  委員         八木  廃棄物政策担当係長 

渡瀬 守   委員         久保山 廃棄物政策担当係長 

清水みさ代 委員         平田  環境管理センター所長 

村田和俊  委員            

  

           

7 議 事 録 

(1) 開会 

 (2) 委嘱状交付（市長から委嘱状を交付） 

(3) 市長あいさつ 

【【【【市長市長市長市長】】】】 

このたびは、環境審議会委員にご就任いただき、誠にありがとうございます。皆様はそれぞれ、学識

経験者、市民、事業者、行政の代表というお立場で、この審議会にご参加いただきました。環境問題は

まさに、市民と事業者と行政が一体となって取り組んでいかなければなりませんので、どうぞ積極的に
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ご意見をお聞かせいただきたく存じます。 

 さて、焼津市を取り巻く環境の状況についてでございますが、二酸化炭素の増加による地球温暖化と

いう地球規模の環境問題をはじめ、新・省エネルギーの促進、ごみの減量や公害・苦情対策など、生活

に密着した環境問題を抱えております。 

そのような中で、昨年の 11 月にパリ協定が発効され、日本も同月に批准書を国連本部に提出しまし

た。その後、アメリカ合衆国のトランプ大統領がパリ協定からの離脱を表明しましたが、世界は脱炭素

社会に向けて進み始めており、日本でも温室効果ガスの削減目標を２０３０年度までに、２０１３年度

ベースで２６％削減することが示されておりますので、焼津市としても新エネルギーや省エネルギーを

推進し、温室効果ガスの削減を進めてまいりたいと考えております。 

今年度は、第６次焼津市総合計画や第４次焼津市国土利用計画の策定を進めておりますが、それらの

計画を環境面から推進する第２次焼津市環境基本計画も本年度で５年目を迎えることから、施策や数値

目標の見直しを行い、後期計画を策定したいと考えております。皆様には、これまで取り組んできた事

業の結果をご検証いただくと共に、後期計画策定につきまして、活発なご審議、ご意見をお願いいたし

まして、私からの挨拶とさせていただきます。 

(4) 審議会の説明と審議会委員及び市職員の自己紹介 

(5) 会長副会長の選出（会長に大橋委員、副会長に平井委員を選出） 

(6) 諮問（市長から大橋会長に諮問書を伝達） 

  ～市長は次の公務のため退席～ 

(7) 議事 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

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 28 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。 

【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の平成 28 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、はっぴを着ているやいちゃんのイラストの、環境基本計画の取組結果について、

平成 28 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。 

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80％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すが徐々に改善されてきております。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、公共下水道への接続のお願いや合併処理浄化槽への転換促進と、事業所の排水

の監視及び指導を県と協力して行っていきたいと考えております。 
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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

らの数値目標についても先ほどの河川ＢＯＤと海域ＣＯＤと同じく、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。なお、大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・

騒音・振動・地盤沈下・悪臭の、いわゆる典型７公害の苦情は少なくなっておりますが、野焼きや敷地

管理などの相談が多くなってきています。法規制の対象外となるケースが多いため、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、93件で昨年度より 16件増えておりますが、ここ３年間は中間目標数値の 100件を下回

っております。苦情の内訳は、そこには記載しておりませんが、大気汚染 29件、水質汚濁 25件、騒音

17件、振動 1件、悪臭 11件、その他 10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。 

中間の目標数値は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 100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

効活用率は前年度より少し下がって 87.0％で、数値目標の達成度はＢ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、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も、県の事業ということもあり、登録者数や推進状況が得られて

いません。登録者数の増加を目指すため、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少しずつ減少しておりましたが、昨年度は少し

揚水量が増加しました。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。昨年度揚水量が増加した原因はわかりませんが、今後も引き続き各調査を行い、良好な地下

水の保全に努めていきたいと考えております。 

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。昨年度も、公民館で開催した自然観察会に多
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くの参加者がありました。 

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。 

市環境生活課主催の親子水生生物教室ですが、昨年度は受付２日目で 40 人の定員が一杯になりまし

た。  

毎年市内の小中学校を通じて案内をしていますが、昨年度は６月末に市内の小学４年生全員に配布し

た、焼津市の川の生きものと川のきれい度マップに水生生物観察会のお知らせを載せたことと、やいづ

ウィークにあわせてＰＲしたことが参加者増につながったと思います。 

昨年、ミシシッピアカミミガメの捕獲連絡が環境生活課に入りました。また、今年に入り高草山の笛

吹段公園で農政課がオオキンケイギクの駆除を実施するなど、市内でも生態系へ被害を及ぼす外来種が

発見されております。 

外来種の情報だけでなく、今年６月に石津浜で絶滅危惧種のアカウミガメの産卵が確認されました。 

また、日本各地で特定外来生物の侵入予防外来種であるヒアリが発見され、連日新聞紙上で防除対策

等の記事が掲載されています。 

自然が豊かな焼津市の生態系を、特定外来種などから守るための対策も、今後必要になってくると考

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。リサイクル率は横ばいですが、これは、民間業者による

紙類のボックス回収が進んでいるためと思われます。今後も、説明会やごみステーションでの指導、広

報紙・ホームページでの啓発を行っていきたいと考えています。 

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、28 年度は 12 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、７月から９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明であります。 

28 年度の環境美化活動参加者は、前年度から 8,123人減りましたが、これはビーチクリーン大作戦が

雨天のため中止になったことや、地域の河川清掃への参加者が減少したことによるものです。 

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 年度をピークに年々補助

金申請者が減ってきております。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、こちらも思うように補助件数が伸びておりません。補助件数を伸ばすためのＰＲと、

新たな補助制度を検討することも必要であると考えております。 

数値目標の太陽光発電施設件数は、中部電力と系統連系を行っている件数となりますが、28 年 4 月か

らの電力自由化にともない、系統連系件数の情報が中部電力から提供されなくなってしまいました。今

年度策定する後期計画では、この数値目標を再検討することになります。 
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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昨年度より 0.06 ポイント上昇しており、ここ数年は緩やかに伸びて

おります。都市公園は、新たに用地取得して公園整備するのが難しく、主に土地区画整理事業区域内で

整備が行われております。また、生け垣奨励植樹本数は、新築家屋の建築件数の影響もあり、また、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、生け垣植樹も、地震によるブロ

ック塀の倒壊被害防止を目的とし、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２校で事業を実施し 207人の参加がありました。 

昨年度は汐入下水処理場が改築工事のため、小中学生の社会見学の受け入れを中止しましたが、今年

度は受け入れを行うということです。 

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。

昨年度はリーダー育成講座のネーミングを「やいづエコ市民塾」に変更し、多くの方に受講していただ

けるようＰＲしましたが、思うように受講者は増えませんでした。講座の内容や開催時期、開催回数な

どの検討が必要と考えております。 

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 取得事業所は増減なく 41 事業所でした。基準年度に比べると増えてはおりますが、25

年度からはあまり伸びていません。事業所も新たな取り組みに関し難しい面もありますが、結果的に経

費削減となるので、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。また、焼津市役所もエ

コアクション 21 を取得している事業所として、焼津市役所地球温暖化防止実行計画を 29 年３月に改定

し、新たな削減目標を掲げ、第５期計画として 29 年度から取り組んでおります。 

 最後に、Ａ４、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ですが、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、29 年度が調査の年となります。少し古い年

度の調査を行うこととなってしまいますが、これは、温室効果ガス排出量を算定するためには、様々な

データが揃ってからでないと、その年度の調査が出来ないためです。 

 数値目標も、すでに最終目標を達成しているものや、このままだと達成できないもの、また、下から

７行目の太陽光発電施設件数のように、データ提供が今後見込めないものがありますので、今年度見直

しを行い、数値目標を再検討する予定であります。 

以上で平成 28 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】【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。 
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【【【【西林委員西林委員西林委員西林委員】】】】    

計画の数値は通常右肩上がりになっていくものだと思いますが、環境活動リーダー数が思うように増

えていません。昨年度は、やいづエコ市民塾に 12 名しか集まらなかったので、若い市民リーダーを育

成する意味でも、近隣市などの状況を参考にして募集の方法を見直すことが必要だと思います。 

【【【【岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹】】】】    

募集方法を公募だけでなく、各方面にＰＲすることが参加者増につながると思うので、研修内容や回

数を見直して、若い人たちも参加していただけるような研修会にすることが必要と考えています。 

【多々良委員】【多々良委員】【多々良委員】【多々良委員】    

 色々な社会活動でも担い手の高齢化が大きな問題となっています。近くに大都市があると、大学の講

座などへ気軽に勉強出来て仲間も作りやすいが、地方都市だと勉強するきっかけづくりや勉強する場な

ど、バラエティが少なくなってしまいます。若い方に参加していただくには、モチベーションときっか

けがあれば積極的に参加してくれると思いますが、なかなか難しく市も苦労していると思います。 

【【【【平井平井平井平井委員委員委員委員】】】】    

藤枝市では毎年夏休み期間中に、市内にある６つの高校から１人ずつ選出して、エネルギーや環境に

ついて海外研修を実施している。藤枝市と静岡県環境資源協会が共催で事業を実施しているが、市内の

企業がスポンサーとなり、環境教育事業に係わってもらっている。市民、事業者、行政が一体となった

環境教育が大事だし、焼津市も事業者が環境教育事業に参加していただければありがたい。 

【渡瀬委員】【渡瀬委員】【渡瀬委員】【渡瀬委員】    

 「空気がきれいで静かなまち」の SO2、NO2、SPMは、県の測定結果によるとなっていますが、市内の

測定点はどこにあるのでしょうか。 

【嘉茂課長】【嘉茂課長】【嘉茂課長】【嘉茂課長】    

 焼津中学校と大井川東小学校が測定点になっています。 

【保科委員】【保科委員】【保科委員】【保科委員】    

 先ほどの環境活動リーダーの件ですが、環境活動リーダーとしての活動が少ないことが、募集人員が

増えない要因のひとつとなっているのではないかと思います。リーダーの皆さんの活動の場を広げて、

こういう活動をしているというのが目に見えてわかれば、受講者も増えるのではないかと思います。 

【【【【西林委員西林委員西林委員西林委員】】】】    

 静岡市の環境大学では、卒業した後に、卒業生で組織するアカデミーというものがあります。これは

卒業生のみなさんが同窓会組織ということで集まり、静岡市の環境プログラムなどにボランティアとし

て活動しています。なかなかボランティアの環境活動に参加できる方は少ないと思いますが、焼津市で

もそういう集まる軸みたいなものがあればいいのかなという気がします。 

【【【【西林委員西林委員西林委員西林委員】】】】    

 生物多様性についてですが、焼津市はふるさと納税額が全国３番目で、返礼品もマグロやカツオなど

の海産物が人気と聞いています。生物多様性の保全は、外来種を駆除するだけでなく農林水産業の地産

地消も大切な活動のひとつです。 

焼津市は水産資源が豊富で、水産物で産業が活性化している市でもありますので、生物多様性をひと

つの柱として環境基本計画を推進するよう検討いただければと思います。 

 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

 次に、議事（２）第２次焼津市環境基本計画の平成 29 年度の取組計画について、事務局から説明を
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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（２）第２次焼津市環境基本計画の平成 29 年度取組計画について、ご説明いたしま

す。資料は、魚河岸シャツを着ているやいちゃんの冊子、平成 29 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、合併処理浄化槽の整備基数は

480 基を予定しています。 

「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。 

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 390人の参加者がありました。 

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、昨年度から、強靭な海岸堤防を整備する「潮風グリーンウォーク整備事業」を実施

しています。これは、栃山川から南側の駿河海岸約５kmに、従来の堤防より２ｍ高く、のり面などを補

強し粘り強い構造にするもので、陸側にも盛り土を行い、通常時は上部を市民が散策路として使用でき

るようにするものです。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 33,600㎥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。 

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。通常の地域での説明会と、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。 
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「②資源を再使用・再利用する」の取り組みといたしまして、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。 

今年度は実施時期を少し変更し、10 月から 12 月にかけて各自治会の資源回収日にあわせて、雑がみ

回収コンテストを実施します。コンテスト終了後自治会ごとに１世帯当たりの回収量を比較して、上位

の自治会を表彰します。 

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、ホームページに載せております。28 年度

実績は、８月１日から３日にかけて行われる、エコアクション 21 の中間審査の後にホームページへ掲

載する予定なので、掲載されましたら、お時間のあるときに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、道路課所管の道路照明灯等の LED

化を進めるため、国の補助金を活用し導入調査事業を実施する予定です。 

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、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」の開催時期と開催回数の見直しを行い、

実施時期を 10 月から翌年２月の５カ月間とし、７回開催する予定です。 

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、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」

も実施する予定です。 

「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。作成にあたっては、小学校の理科の先生に

アドバイスをもらい、４年生が見やすく、わかりやすいものにしました。 

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、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。 

【大橋会長】【大橋会長】【大橋会長】【大橋会長】    
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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。 

【村田委員【村田委員【村田委員【村田委員】】】】    

 「エネルギーを有効利用するまち」の数値目標である、太陽光発電施設件数ですが、28 年度分からデ

ータが得られなくなったという報告が先ほどあり、29 年度の計画や数値目標はどのように進めていくお

考えなのか教えていただきたい。 

【岩ケ谷主幹【岩ケ谷主幹【岩ケ谷主幹【岩ケ谷主幹】】】】    

 27 年度の実績までで中間目標を達成しており、累計件数はこのまま増えていくと思われますので、数

値は得られませんが 29 年度はこのまま事業を進めていきたいと考えています。しかし、今後、数値が

得られないということになりましたので、今年度の見直しの中で新たな数値目標を検討していきたいと

考えています。 

【大橋会長】【大橋会長】【大橋会長】【大橋会長】    

 中部電力からは、市全体の電力使用量の情報は得られるのでしょうか。市全体の二酸化炭素排出量の

算定では、そのデータも必要になると思いますが。 

【岩ケ谷主幹【岩ケ谷主幹【岩ケ谷主幹【岩ケ谷主幹】】】】    

 中部電力が契約している分の市全体の電力使用量の情報は得られると思います。 

 

【大橋会長】【大橋会長】【大橋会長】【大橋会長】    

 そういうものも、目標数値のひとつの選択肢になると思います。 

【岩ケ谷主幹【岩ケ谷主幹【岩ケ谷主幹【岩ケ谷主幹】】】】    

 どのような数値目標にしていくかということも、今後検討し、ご審議いただければと思います。 

【西林委員【西林委員【西林委員【西林委員】】】】    

 二酸化炭素は、家庭からの排出量が増えていて、なかなか減らせないという現状があります。地球温

暖化防止のために再生可能エネルギーを推進することも大切ですが、住宅のエネルギー診断をして、家

庭内で使用する化石燃料由来のエネルギーを減らすことも必要と考えます。 

【多々良委員【多々良委員【多々良委員【多々良委員】】】】    

 公共下水道事業の汚水管渠整備延長が 55ｍと、少ないように思えるのですが。 

【岩ケ谷主幹【岩ケ谷主幹【岩ケ谷主幹【岩ケ谷主幹】】】】    

 各年度で公共下水道整備の計画を立てておりますが、今年度は汚水管渠の整備延長は例年に比べて短

くなっています。ただし、公共下水道事業は雨水管渠整備も行っておりますので、汚水管渠の延長だけ

で今年度の整備が終わりということではありません。 

【大橋会長【大橋会長【大橋会長【大橋会長】】】】    

 焼津市の公共下水道事業の進捗状況はどうですか。 

【吉田部長【吉田部長【吉田部長【吉田部長】】】】    

 焼津市の人口からみると 22.3％くらいですが、公共下水道事業の事業計画区域内では８割弱が整備済

みとなっています。今後の公共下水道事業の整備方針については、現在検討中であります。 

【多々良委員【多々良委員【多々良委員【多々良委員】】】】    

 目標の立て方として、55ｍ延長というだけでなく、例えば汚水管渠を延長することにより、何軒分利

用世帯が広がるなどというようにすれば良いと思います。 

【大橋会長【大橋会長【大橋会長【大橋会長】】】】    

 焼津市の場合は、地震や津波などの災害関係も考慮しなければならないので、公共下水道事業だけで
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なく、合併処理浄化槽の普及も必要になるのではないかと思います。最近の合併処理浄化槽はかなり性

能が良くなっていると聞いるので、浄化槽への切り替えも進んで行くのではないでしょうか。 

【村田委員【村田委員【村田委員【村田委員】】】】    

 現在、環境省、国土交通省、農林水産省の三省合同で、概ね 10 年後に生活排水処理を含めた計画及

び施設整備を完了する、10 年概成を進めているところです。当然、公共下水道整備や合併処理浄化槽整

備も含めたものになりますので、各計画を見直して整備を進めていくということになります。 

 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

 次に、議事（３）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（３）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。 

 これから前期計画の見直しを行い、後期計画を策定していくわけですが、今回は、第２次焼津市環境

基本計画の第１章と第２章についての修正案をご審議いただくものです。 

 第１章は、計画の基本的な事項となりますので、国・県・市のこれまでの動向や環境基本計画のこれ

までの成果及び評価などについて記載を修正することになります。 

 第２章は、市の概況と各環境目標の評価とデータ更新による修正になります。 

 また、年号の表記の関係ですが、６月に天皇攘夷特例法が公布され、新元号適用も現実味を帯びてき

たため、基本的には西暦表記で後期計画を策定したいと考えております。 

 では、主な修正箇所についてご説明させていただきます。 

 １ページをご覧ください。ここでは、国内外と静岡県における近年の動向として、平成 25 年３月の

第２次基本計画策定から現在までの環境に関する社会情勢や計画の改定などを記載しました。 

２ページ、をご覧ください。こちらも先ほどの国・県と同様に、本市の主な動向を記載しています。

下の表では、2018 年３月までの内容が記載されており、策定予定のものありますが、後期計画策定時に

はすべての計画が策定されている予定です。 

３ページ、をご覧ください。第２節前期計画の評価ですが、３ページから５ページまでが数値目標の

達成状況で、28 年度までの数値と評価をまとめてあります。議事（１）でご審議いただいた 28 年度取

組結果の点検評価欄や改善点から抜粋して記載しております。現在の基本計画の冊子では、第１次計画

の成果と課題となっておりますが、今回は前期計画の成果と課題になりますので、全面的に改正するこ

ととなります。 

６ページ、をご覧ください。主な取り組みの成果ですが、こちらは前期計画中の主な取り組みについ

て記載しています。これは新たに掲載する項目です。各年度の取組結果報告の中の主な取り組みや、エ

コアクション 21 に係る環境活動レポートなどに掲載した内容を抜粋してあります。 

８ページ、をご覧ください。市民の評価ですが、これまでは、平成 13 年度（第１次計画策定時）と

平成 23 年度（第２次計画策定時）に実施した市民意識調査の結果を掲載していましたが、後期計画で

は、第５次焼津市総合計画後期基本計画の市民意識調査の中で、環境に関する満足度の調査結果を掲載

しようと思います。 

９ページ、をご覧ください。第３節基本的事項の計画の目的・位置付けですが、ここでの修正箇所は、

現在、第６次焼津市総合計画を策定中ですので、表記も第６次に修正します。また、焼津市役所地球温
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暖化防止実行計画も第５期計画を推進しておりますので、表記を修正します。また、国の計画を地球温

暖化対策計画に修正しました。 

10 ページ、をご覧ください。計画期間の修正です。後期計画を 2018 年度（平成 30 年度）から 2022

年度（平成 34 年度）に、後期計画に含んで見直しを行う「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区

域施策編）」の中期目標を、国の目標に合わせて 2030 年度（平成 42 年度）に修正します。 

11ページ、をご覧ください。計画策定の基本的な考え方ですが、後期計画策定にあたっての考え方に

なりますので、全項目修正しております。 

12ページのコラムですが、現在の計画冊子では第２章の最後に掲載していましたが、ページの校正上

こちらに掲載場所を移しました。 

続きまして、第２章です。13ページ、をご覧ください。ここでは、イラストを本市の位置図から本市

の状況に差し替えたことと、市の面積の修正、それにともなう市の可住地面積割合を修正しました。ま

た、広域交通ネットワークに大井川焼津藤枝スマートインターチェンジを追加しました。 

14ページから 15ページは、最新のデータを反映させるので、数値とグラフが修正されております。 

16ページ、をご覧ください。土地利用の欄の本市のイラストを、土地利用の変遷に変更しました。ま

た、拡大する宅地・市街地について新たに記載し、円グラフも最新のものに修正しております。 

17ページから最後の 39ページにかけては、10ページに記載してあります計画の対象となる５つの分

野に分けて、これまでの実績や結果を踏まえまして、数値やグラフ、文章を修正してあります。 

それでは、新たに追加した項目や大きく修正した箇所についてご説明いたします。 

21ページ、をご覧ください。現在の基本計画の冊子には記載がありませんでしたが、最近では、生活

に密着した苦情や相談が増えてきているので、今回掲載することとしました。まず、動物の飼い方に関

する苦情や相談として、犬ではふん害や鳴き声の苦情、猫では野良猫のふん害の苦情や子猫の産み落と

しの相談が多く寄せられています。 

また、空き地の管理についても、草木が繁茂する時期になると苦情が多く寄せられます。 

29 ページ、をご覧ください。廃棄物の減量・資源化で、市では、平成 25 年度から黒土を使った生ご

み処理器の普及に取り組んでいるため、黒土による生ごみ処理の推進を新たに掲載しました。また、剪

定した枝葉の資源化も継続して実施しているため、あわせて掲載することとしました。 

30 ページ、をご覧ください。ごみの持ち去りへの対策と小型家電リサイクルを新たに掲載しました。

ごみの持ち去り対策は、平成 26 年度に、ごみの持ち去りを禁止することを条例に追加し、ごみステー

ションなどから資源物を持ち去る行為を禁止するとともに、警察とも連携して持ち去り行為の防止に努

めています。また、小型家電については、平成 27 年度から、市役所本館、各公民館、ミニステーショ

ンに使用済みの小型家電回収ボックスを設置し適正なリサイクルを行っております。 

37 ページ、をご覧ください。やいづエコ市民塾ですが、平成 25 年度から焼津市環境活動リーダー育

成研修会という名称でスタートし、28 年度にやいづエコ市民塾に名称を変更しました。今年度も９月か

ら実施する予定で、８月の広報紙で受講生を募集いたします。 

38ページ、をご覧ください。焼津市環境活動登録制度についてですが、環境基本計画の取り組みの輪

を広げていくために、26 年度から本制度を実施し、現在 11団体・個人が登録し活動を続けております。 

以上で、第１章及び第２章の主な修正点についての説明を終わります。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。 
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【大橋会長】【大橋会長】【大橋会長】【大橋会長】    

 今後、全部の見直しを行わなければならないので、第１章と第２章の修正箇所一覧表があれば、各委

員さんもわかりやすいと思います。また、修正箇所の簡単な理由もつけていただくといいと思います。 

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、本日の議事は全て終了いたしました。 

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、10 月５日（木）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。 


