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平成 29 年度 第 3 回 焼津市環境審議会議事録 

 

1 開 催 日 時  平成 29 年 12 月 20 日（水） 14：00～15：05 

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 

②パブリックコメントについて 

③報告事項 

(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。 

これまでに２回、審議会を開催し、第２次焼津市環境基本計画（後期計画）案について、ご審議、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、これまでにご審議いただいた第１章から第４章及び第６章の修正点について

ご説明させていただくとともに、第５章の「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）」

についても、あわせてご審議をお願いするものであります。 

広報やいづ 12 月 1 号に掲載いたしましたが、12 月 27 日から来年 1 月 26 日にかけまして、パブリッ
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クコメントを予定しておりますので、本日は、環境基本計画（後期計画）案、全体について委員の皆様

からのご意見を頂戴したいと考えております。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３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】】】】    

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２回審議会では、第２次焼津市環境基本計画の第５章を除く、第１章から第４章及び第６章の修正

案をご審議いただきましたが、今回は、第５章「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）」の説明と、第１章から第４章及び第６章の、第２回審議会以降に修正があった箇所の説明をさ

せていただいたあと、全体を通しましてご審議いただくものです。 

それでは最初に、第５章についてご説明いたします。８１ページをご覧ください。第５章の地球温暖

化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく計画

として位置付けられ、国の「地球温暖化対策計画」及び、本年度算定した平成 26 年度における本市の

温室効果ガス排出量を基に将来推計を行い、温室効果ガス排出量の削減目標を定めるものです。 

８１ページから８２ページにかけて、地球温暖化についての現状と動向について説明を加えました。 

８３ページ、をご覧ください。本実行計画で対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素、メタン、一酸

化二窒素、ハイドロフルオロカーボンとしていますが、対象ガスのＧＷＰ値は新しい数値に修正してお

ります。 

また、計画期間を 2018（平成 30）年度から 2030 年度までとし、基準年度を国の計画と合わせて 2013

（平成 25）年度とします。目標年度は、第６次焼津市総合計画に合わせて 2021 年度と、国の計画に合

わせて 2030 年度とします。 

８４ページ、をご覧ください。平成 26 年度の現状値と、過年度、基準年度の排出量の推移です。温

室効果ガスの割合は、ほとんどが二酸化炭素です。 

なお、26 年度の削減率は、基準年度比で 4.6％となっております。 

次に部門別の温室効果ガス排出量は、産業、運輸、業務その他、家庭部門の順となっており、８５ペ

ージの表をみますと、産業部門や業務その他部門の排出量が減っています。 

８６ページ、８７ページをご覧ください。温室効果ガス排出量の削減目標ですが、まず、排出量の将

来推計の結果になります。現状のまま特に対策を講じなかった場合の推計では、基準年度と比較し、2021

年度が 5.2％の削減、2030 年度が 7.6％の削減と推計されます。次に削減目標ですが、各部門別に指標

を定め、資料を基に削減量を推計しました。 

８７ページから８８ページの推計結果の表では、2030 年度の削減見込量は、合計で 214,657t-CO2 と

なります。 

８９ページ、をご覧ください。国の「地球温暖化計画」や８８ページまでの温室効果ガス排出量の削

減見込量及び推計結果を踏まえ、2030 年度の目標を 26％の削減とし、2021 年度の目標を「第６次焼津

市総合計画」の成果指標により、13.5％削減と設定する予定です。 

９０ページをご覧ください。地球温暖化に関する施策・取り組みについては、第４章の取り組み方針
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の「７ 廃棄物が少ないまち」、「８ 廃棄物が適正に処理されるまち」、「９ エネルギーを有効利

用するまち」、「10 低炭素な交通と緑豊かなまち」に示しております。 

以上で、第５章の説明を終わります。 

続きまして、第１章から第４章及び第６章の、前回の審議会以降の修正箇所を説明させていただきま

す。 

 年度表記及び句読点の修正等については、説明を省略させていただきます。 

 まず、第１章の修正箇所です。 

３ページをご覧ください。上段の「１数値目標の達成状況」ですが、平成 28 年度は、23 項目ある数

値目標のうち、14 項目が中間目標を達成していたので、達成率を 61％に修正しました。下段の現状値

の評価の海域ＣＯＤですが、17ページの中段のグラフをみましても、概ね横ばいの傾向となっておりま

すので、記載内容も概ね横ばいの傾向に修正しました。 

 ４ページをご覧ください。下段の現状値の評価の説明で、「資源物・不燃物」となっていましたが、

すべて資源化されていますので、不燃物の記載を削除しました。 

 ５ページをご覧ください。上の表の１段目の温室効果ガス排出量ですが、９月末に最新の数値が算定

されたので、基準値、現状値を修正し、評価をＢとしました。また、表の１番下の生け垣奨励植樹本数

の基準値が違っていたと担当課から報告があったため、修正しました。 

下段の現状値の評価の「エコ市民塾」を「環境活動リーダー育成研修会」に修正しました。 

６ページをご覧ください。中ほどの雑がみ回収コンテストの開催の記載内容を、より分かりやすくす

るため「リサイクル可能な紙類」を追加しました。 

７ページをご覧ください。「やいづエコ市民塾」を「環境活動リーダー育成研修会」に、「エコ市民」

を「環境活動リーダー」に修正しました。また、「環境活動登録制度」を、現名称の「環境保全活動団

体登録制度」に修正し、登録団体数を現在の登録数に修正しました。 

10ページをご覧ください。「３計画の期間」の表の下段、地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区

域施策編）の計画期間を、第６次焼津市総合計画と国の地球温暖化対策計画に合わせて修正しました。 

 第１章の修正は以上です。次に、第２章の修正箇所です。 

13ページをご覧ください。下段の「古い歴史を持つ焼津・大井川の合併」の記載内容の「 天
あまの

叢
むら

雲
くもの

剣
つるぎ

で草を薙ぎ倒し」を「 天
あまの

叢
むら

雲
くもの

剣
つるぎ

で草を薙ぎ払い」に修正しました。また、焼津港に関する記載を修

正しました。 

 15ページをご覧ください。下段の「水産業とともに町が発展」の記載内容の「2016（平成 28）年度」

を「2016（平成 28）年」に修正しました。 

 16ページをご覧ください。同じく、水産業とともに町が発展の記載内容ですが、工業統計では「なる

と巻き」の生産量の統計はなく、練り製品の統計しかないため、「なると巻きの生産は日本一」の記載

を削除しました。ただし、他地域では焼津市ほどの生産量はないであろうとのことなので、多分日本一

の生産量ではないかと思われます。 

 同じく 16ページの「鳥獣保護区や保安林などの指定」の記載内容で、平成 27 年５月に法改正があり

ましたので、「鳥獣保護法」を「鳥獣保護管理法」に修正しました。 

17ページをご覧ください。２段目の「横ばい傾向の海域水質」の記載内容の「県測定５地点のうち１

地点」を「県測定５地点のうち２地点」に修正しました。 
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18 ページ、19ページをご覧ください。18 ページの１番下の二酸化硫黄濃度と二酸化窒素濃度、19ペ

ージの光化学オキシダント濃度と浮遊粒子状物質濃度のグラフに、2016 年度の結果を追加しました。ま

た、19 ページ中段の「解決が困難な近隣騒音」の記載内容で、騒音は家庭以外からの苦情が多いため、

元々記載のあった「家庭生活から発生する生活環境音が苦情の原因となる事案が増加しています」を削

除しました。 

21ページをご覧ください。中段の「犬や猫の管理に関する苦情や相談への対応」の記載内容の、「鳴

き声」を「無駄吠え」に修正しました。その下の「空き地管理に関する苦情への対応」の記載内容に、

「適正な管理を」を追加しました。また、コラム「犬を飼うときは正しいマナーを心がけましょう！」

を追加しました。 

22ページをご覧ください。上段のグラフの見出しに「販売農家の」を追加しました。また、１番下の

大井川水系の豊富な地下水の記載内容に「上水道における」を追加しました。 

23 ページをご覧ください。上段の、１人１日平均給水量を 2016（平成 28）年度の数値に修正し、１

人１日平均給水量の推移のグラフに、2016 年度を追加しました。また、用途別地下水揚水量の割合のグ

ラフを最新の数値に修正しました。 

下段の「多分野で利用される海洋深層水」の記載内容を、「海洋深層水の取水を水深 397ｍと推定 270

ｍの２系統から行っている」という内容に修正しました。 

25ページをご覧ください。中段の「高草山周辺に多い哺乳類」の記載内容から、「ムササビ」を削除

しました。 

26 ページ、27 ページをご覧ください。一番下の「絶滅の可能性のある動植物」の記載内容の、市内

で確認された静岡県版レッドリスト掲載種数を修正しました。また、27ページの、静岡県版レッドリス

トのカテゴリー区分の本市確認種数もあわせて修正しております。同じく 27 ページですが、用語解説

の静岡県版のレッドデータブックの記載内容を修正し、静岡県版レッドリストの説明を追加しました。 

28 ページをご覧ください。中段の「人と自然とのふれあいの活動の場」の、釣り場の地点名称ですが、

焼津港と小川港をあわせて焼津漁港の名称であり、漁港内の親水広場「ふぃしゅーな」内に釣り場があ

るため「焼津港、小川港」を「焼津漁港親水広場『ふぃしゅーな』」に修正しました。 

 １カ所修正漏れがあったので、この場で修正をお願いいたします。今、説明しました釣り場の地点名

称の中に「大井川」とありますが、大井川河口も含めて大井川港とするため、地点名称の大井川の削除

をお願いいたします。 

29ページをご覧ください。燃やすごみの名称が、「燃やすごみ」、「可燃ごみ」、「可燃物」、「燃

やせるごみ」と統一されていなかったので、すべて「燃やすごみ」に修正しました。また、生ごみ処理

は、機器の普及ではなく、生ごみの処理を普及しているため、「生ごみ処理器の普及」を「生ごみ処理

の普及」に修正しました。 

32 ページをご覧ください。上段の温室効果ガスの関係ですが、本年度、本市の 26 年度における温室

効果ガス排出量を算定したため、その結果により、本文及びグラフを修正しました。 

34 ページ、をご覧ください。平成 27 年度の道路交通センサスの結果により、中段以降の本文及び表

を修正しました。 

38 ページ、をご覧ください。１番下の「焼津市環境活動登録制度」を「焼津市環境保全活動団体登録

制度」に修正しました。 

第２章の修正は以上です。第３章の修正はなかったので、続けて第４章の修正箇所の説明をさせてい

ただきます。 
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49ページ、をご覧ください。「①ごみについて知る」に記載があった「エコクッキングの推進」を削

除しました。 

50ページ、をご覧ください。「②自転車やバスを利用する」の記載内容で、市全体の公共交通ネット

ワークについて検討するため「市内のバス路線を再編し」に修正しました。また、その下の記載内容も、

駐輪場の設置をバス停以外でも検討するため「交通結節点」に修正しました。 

55ページ、をご覧ください。「②水質を監視する」の記載内容で、河川・水路の清掃内容に「堆積土

砂等の除去」を加えて、具体的な作業内容がわかるよう修正しました。 

56ページ、をご覧ください。「１環境の現状」の記載内容で、騒音は家庭以外からの苦情が多いため、

19ページの「解決が困難な近隣騒音」と同様の記載内容に修正しました。 

57ページ、をご覧ください。「①大気汚染・悪臭への対策をする」の記載内容で、低燃費低排出ガス

車は低公害車に含まれるため、低燃費低排出ガス車の記載を削除しました。 

58 ページ、をご覧ください。「１環境の現状」の記載内容で、ダイオキシン類の環境基準達成の記載

内容を、現状に合わせて修正しました。 

62ページ、をご覧ください。「３数値目標」の１日当たりの地下水揚水量の最終目標値ですが、現在

の計画策定時の基準値が 306,314㎥であり、基準値を維持することを最終目標としているため、その解

説を数値目標の表の下に追加しました。 

65ページ、をご覧ください。「①動植物を守る」の記載内容で、地域特性に応じた街路樹による歩道

等の緑化を推進する環境施策は、道路整備関係課全体に係わるため、担当課を 75 ページに再掲されて

いる課と合わせるよう修正しました。 

66ページ、をご覧ください。「可燃物量」及び「可燃物の量」を「燃やすごみの量」に修正しました。

「３数値目標」に、第６次焼津市総合計画の成果指標である「燃やすごみの排出削減量」を追加しまし

た。また、コラムの内容を整理しました。 

68 ページ、をご覧ください。１カ所修正をお願いします。「３数値目標」の下段の環境美化推進活動

参加者数の平成28年度の現状値が1,522,382人となっていますが、1,575,893人に修正をお願いします。 

70ページ、をご覧ください。「３数値目標」の温室効果ガス排出量ですが、第６次焼津市総合計画の

成果指標である「温室効果ガス排出量の削減率」に修正しました。また、温室効果ガス排出量の削減率

の現状値を、本年度算定した数値に修正しました。その下の、太陽光発電施設件数の最終目標を、現状

値から推計した数値に修正しました。 

71ページ、をご覧ください。「②再生可能エネルギーを使う」の記載内容で、現状では、波力や風力

発電の導入の可能性が低く、地形などの特性を活かすことも難しいため「再生可能エネルギーの導入に

ついて研究する」という記載内容に修正しました。 

③の「産業・民生部門」の表示を、温室効果ガス排出量の新算定方式での部門名称である「産業・家

庭・業務その他」に修正しました。 

同じく「③産業・家庭・業務その他部門の省エネルギーを進める」の記載内容で、建築物省エネ法等

の事務処理担当課は建築指導課であり、79 ページの再掲の担当課は建築指導課のみとなっているため、

担当課から環境生活課を削除しました。 

「④運輸部門の省エネルギーを進める」の記載内容で、低燃費低排出ガス車は低公害車に含まれるた

め、低燃費低排出ガス車の記載を削除しました。 

第２回審議会時の資料では、72 ページに写真の掲載がありましたが、写真の内容を精査したことと、

今回の資料では 72ページを 71ページに統合したため、掲載写真３枚を削除しました。 
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72ページ、をご覧ください。「５市民・事業者の取り組み」の記載内容で、国の地球温暖化計画の温

室効果ガス削減の対策・施策に基づき、市民・事業者が推進する取り組みとして、①に「地球温暖化対

策地方公共団体実行計画（区域施策編）の推進に向けて、積極的に取り組みます」と「ノンフロン製品

を選択します」を、③に「高効率な産業用の機器・設備（空調、ヒートポンプ、照明、工業炉、産業用

モーター、高性能ボイラーなど）などを導入します」の３項目を追加しました。 

同じく 72ページですが、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、

生活スタイルの「生活」を削除しました。 

また、建物に関する規定が、省エネ法から建築物省エネ法に移ったため修正し、用語解説に建築物省

エネ法と長期優良住宅認定制度を追加しました。 

75 ページ、をご覧ください。「①低炭素な交通にする」の記載内容で、50 ページと同じ修正になり

ますが、駐輪場の設置をバス停以外でも検討するため「交通結節点」に修正し、市全体の公共交通ネッ

トワークについて検討するため「市内のバス路線を再編し」に修正しました。 

76ページ、をご覧ください。「３数値目標」の、環境活動リーダー数の最終目標を、現状値から推計

して修正しました。また、「①環境教育・環境学習を行う」の記載内容で、環境活動リーダーの活動す

る場の記載内容を整理しました。 

77ページをご覧ください。環境教育・環境学習を行う施策が、前ページから引続き掲載されているた

め、見出しを追加しました。 

80ページをご覧ください。コラムとして数値目標一覧を追加しました。数値目標は、前期計画から１

減１増となり、目標数は前期計画と同じ 23 項目になります。前期計画から引続きの数値目標となる 22

項目のうち、最終目標を修正したものは、12 項目になります。 

こちらも１カ所修正をお願いします。「環境目標３ 循環型社会をつくる」の１番下の、環境美化推

進活動参加者数の平成 28年度の現状値を、先ほどと同じ様に、1,575,893人に修正をお願いします。 

第４章の修正は以上です。第６章の修正はありません。 

以上で説明を終わります。第１章から第６章全体を通しまして、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。委員の皆様からご質問・ご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】    

 ３ページから５ページにかけて数値目標が載っていますが、80ページのコラムの数値目標一覧の数字

と一部違っているものがありますが。 

【【【【岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹】】】】    

 第１章は前期の振り返りとなるので、３ページから５ページは現在の目標値と実績を掲載しています。

80ページは後期計画の目標値となるので、第１章とは違う数値になります 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

 少しわかりにくいので、見る人がわかりやすいように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。 

【【【【西林西林西林西林委員】委員】委員】委員】    

 53ページの「取り組み方針と取り組み内容の見方」ですが、市民が見るには非常にわかりにくい。ま

た、第４章の本文中の四角の黒塗りと白抜きの意味がわからない。 
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【【【【岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹】】】】 

本文中の四角は、黒塗りが重点プロジェクトになります。 

【【【【西林西林西林西林委員】委員】委員】委員】    

その様なルールがあるというのを、読み手となる市民が見たときにわからないと思う。もっとわかり

やすくしてほしい。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

53ページに見方が書いてありますが、本文の方にも説明を加えるなど工夫をした方が良いと思います。 

【【【【西林西林西林西林委員】委員】委員】委員】    

53ページでは重点プロジェクトが白抜きなのに、本文では黒塗りになっているのもわかりにくいと思

います。 

【【【【多々良多々良多々良多々良委員】委員】委員】委員】    

白抜きと黒塗りのルールは出来ているので、説明の仕方を考えていただければ良いと思います。 

【【【【嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長】】】】    

市民が見たときにわかりやすい表現になるよう検討します。 

【【【【西林西林西林西林委員】委員】委員】委員】    

見やすさを考えると、本文中に※もたくさんあり、ページによっては 15 個から 16 個も出てきます。

また、コラムも情報提供なのか用語解説なのか、使い方が統一出来ていないように思います。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

67ページのコラムも、グリーンコンシューマーの用語解説にするのかトピックス的なお話にするのか、

コラム全体をもう一度確認する必要があると思います。 

【【【【西林西林西林西林委員】委員】委員】委員】    

コラム全体の使い方が統一できていないように思います。 

【【【【岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹】】】】    

 コラムはトピックス的なものを考えているので、全体をもう一度見直します。※が付いている用語に

ついては、第６章のあとに資料編を付ける予定で、その資料編の中に用語解説を掲載する予定です。※

印についても見やすくなるように整理をしたいと思います。 

【【【【多々良多々良多々良多々良委員】委員】委員】委員】    

 43ページの環境に対する満足度の目標とどの程度達成されたかという尺度ですが、ここだけが曖昧な

感じがします。アンケートによる計算結果ですが、アンケートの内容等がわからない。他の自治体で行

っている評価方法など、もっと情報収集をした方が良いのではないかと思います。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

 違う方法を使えば満足度調査というのが出来ますが、非常に難しい。満足度と満足度に対する逆の評

価との整合性をとることが大事になってきます。 

【【【【多々良多々良多々良多々良委員】委員】委員】委員】    

 全体的に見ても、数値目標などははっきりした数字で書かれているのに、ここの項目だけは少し感じ

が違うような気がします。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

 一般的にはアンケートを取って点数を付けて加重平均して表すのもですが、必ずしも実態に合ってい

るとは限らないと思いますので、今後、検証する必要があるかもしれません。 

【【【【嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長】】】】    
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 今回は後期計画の策定ということでご審議いただいているわけですが、環境に対する満足度について

は前期の計画からこのような形で掲載させていただいています。しかし、表現的にわかりにくいので表

示方法について検討したいと思います。 

【【【【吉田部長吉田部長吉田部長吉田部長】】】】    

 総合計画でもこのような市民アンケートを行っておりまして、満足度のパーセントを掲載しています

が、なかなかアンケートに替わる手法が見つからないというのが現状です。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

 アンケートというのは、アンケートを取る主体が変わると結果が変わってしまうというのが現状なの

で、その整合性をしっかり押さえることが必要だと思います。 

【【【【多々良多々良多々良多々良委員】委員】委員】委員】    

 このアンケート結果は、総合的なアンケートの中から必要な項目を抜き出していると思いますので、

その点の扱いをご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】    

 環境の満足率の項目は７項目あるので、平均値での表示か項目ごとの表示か、もう少し検討をお願い

します。 

【【【【嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長】】】】    

 掲載しているのは、平成 25 年に第２次環境基本計画を策定した時のアンケート結果となり、同じよ

うなアンケートを今年度は行っていないため、最新の満足度を載せることはできませんので、項目ごと

に結果を載せる等検討したいと思います。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

 今年度は２月に最後の審議会がありますので、最終的に２月の審議会で全体をもう一度確認したいと

思います。 

【西林委員】【西林委員】【西林委員】【西林委員】    

 82ページにパリ協定のことが掲載されています。パリ協定は 2015 年に COP21 で採択されましたが、

同じ年に 2030アジェンダ、持続可能な開発目標（SDGs）が国連で採決されました。この SDGsの中には

環境に係わることも多く書かれています。今回策定する、第２次焼津市環境基本計画（後期計画）には

施策として盛り込むことは難しいと思いますが、政令市ではすでに施策を進めています。SDGs は 2030

年に向けて全世界が目標とするところでもありますので、市としても現時点では推進する計画は無いが、

SDGsを認識しているということを盛り込むことが必要だと思います。 

 昨年、東京開催された環境展では、企業の半分くらいが SDGs を進めています。あと２～３年すれば

地方の市町にも波及してくると思うので、市として検討いただければと思います。 

【【【【岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹】】】】    

 SDGsに掲げられている 17 の個別目標について、冊子のどこかで示すよう検討したいと思います。 

【大橋会長】【大橋会長】【大橋会長】【大橋会長】    

 焼津市としての取り組み方が重要となってきますので、今後はその辺りを明確にしていただければ良

いと思います。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

他にご質問、ご意見はございませんか。 

（質問・意見なし） 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    
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次に、議事（２）パブリックコメントについて、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（２）のパブリックコメントについてご説明させていただきます。資料は、応募要領

と意見記入用紙をご覧ください。 

 パブリックコメントについては、焼津市市民意見公募制度に基づき実施いたします。焼津市市民意見

公募制度は、市の重要な施策等について、その内容等を公表し、広く市民等から意見・情報を求めるこ

とを目的としています。 

 既に、広報やいづ 12 月１日号でお知らせをしておりますが、第２次焼津市環境基本計画（後期計画）

案の市民意見公募を、お手元の資料の応募要領にしたがい、市民等の意見を募集いたします。 

 後期計画（案）の閲覧期間及び意見の募集期間は、12 月 27 日（水）から来年１月 26 日（金）までと

しています。閲覧場所については、市役所本館２階の情報公開コーナー・大井川庁舎ロビー・環境生活

課及び市内９カ所の各公民館となります、また、市ホームページでも閲覧することが出来ます。 

 応募資格、応募方法については、市内に在住・在勤または在学する人、市内に事業所を有する個人・

法人または各種団体などで、所定の意見応募用紙に記入の上、持参・郵送・ファクス・電子メールにて

応募していただきます。 

 寄せられた意見の取り扱いについては、個人情報を除いて集約し、市の意見とともに後日ホームペー

ジでお知らせいたします。また、パブリックコメントの結果につきましては、第４回環境審議会で報告

させていただきます。 

 簡単ですが、以上で説明を終わります。 

【西林委員】【西林委員】【西林委員】【西林委員】    

 パブリックコメントの資料の素案というのは、今私たちが見ているこの資料になるのですか。今回修

正する分についてはどうなるのでしょう。 

【【【【岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹】】】】    

 次回の審議会で委員の皆様にご審議いただくものは、今回は修正しないでパブリックコメントの資料

とします。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

 最終的には、パブリックコメントの結果も含めて、全体を通して２月の審議会で審議することになり

ます。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

他にご質問、ご意見はございませんか。 

（質問・意見なし） 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

次に、議事（３）報告事項について、事務局から報告をお願いします。 

【【【【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）の報告事項についてご説明させていただきます。資料は、志太広域事務組合新

ごみ処理施設（仮称）クリーンセンター整備に係る環境影響評価準備書に関する意見について、をご覧

ください。 

 現在、藤枝市に整備が進められております、志太広域事務組合の新ごみ処理施設は、県条例に基づき、

環境影響評価の手続きを行っているところであります。 

平成 26 年 5 月に「志太広域事務組合新ごみ処理施設（仮称）クリーンセンター整備に係る環境影響
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評価方法書」に関する市長意見書を、静岡県知事に提出したところですが、本年８月末に事業者から静

岡県へ「環境影響評価準備書」が送付されたことにともない、静岡県知事から関係市である焼津市長に、

「環境影響評価準備書に関する意見」を求められました。 

 クリーンセンターの整備は藤枝市内で進められていますが、県知事から焼津市長へ意見照会があった

のは、清掃工場を藤枝市と共同で利用していることから、関係市として意見を求めたことによるもので

す。 

 本市の対応としては、方法書の意見提出時と同じく、関係課に意見照会を行い、環境生活課で取りま

とめ、市長意見として 11 月 17 日付けで県へ提出しました。関係課からの意見はなかったため、資料の

意見書のとおり、全般的な意見として県へ提出しております。 

 なお、参考に藤枝市長の意見書も添付しております。 

 焼津市長、藤枝市長の意見書は、県生活環境課のホームページから閲覧することが出来ます。また、

県の意見書の照会に先立ち、９月 11 日から 10 月 11 日まで、環境影響評価準備書等の縦覧を、藤枝市

役所・焼津市役所などで実施しましたが、市民などからの意見書の提出はありませんでした。 

 以上で報告事項の説明を終わります。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

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、平成 30 年２月 14 日（水）午後２時から、市役所大井川庁舎３階大会議

室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。 


