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平成 29 年度 第 4 回 焼津市環境審議会議事録 

 

1 開 催 日 時  平成 30 年 2 月 14 日（水） 14：00～14：40 

2 開 催 場 所  大井川庁舎 3 階大会議室 

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) 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の結果について 

③答申（案）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 

平井一之  委員         嘉茂  環境生活課長 

川村たみよ 委員         池谷  廃棄物対策課長 

大石立美  委員         岩ケ谷 環境生活課環境政策担当主幹 

西林秀晃  委員         鈴木  環境生活課環境保全担当係長 

多々良尊子 委員         八木  廃棄物対策課廃棄物政策担当係長 

保科洋子  委員         久保山 廃棄物対策課廃棄物対策担当係長 

渡瀬 守   委員         平田  廃棄物対策課環境管理センター所長 

清水みさ代 委員 

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】】】】    

        皆さま、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３回にわたり、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。 

 先月末にパブリックコメントも終了しまして、いよいよ後期計画（案）も最終の取りまとめになっ

てきたわけですが、本日は、本年度最後の審議会となりますので、後期計画（案）の第１章から第６

章まで通してのご審議をお願いするとともに、答申（案）につきましてもご意見をいただきたいと考

えております。 
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例年よりも審議会の開催回数が多く、委員の皆様には、毎回、大井川庁舎までご足労いただき、ま

た、貴重なご意見を頂戴しまして、誠にありがとうございました。本日も、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４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１章から第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。 

 アスタリスクの追加や軽微な言い回し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。 

１ページをご覧ください。下段に「持続可能な開発目標（SDGs エスディージーズ）」の説明を加え

ました。平成 27 年９月の国連総会で採択された「2030 アジェンダ」の中核をなすものが「持続可能な

開発目標 SDGs」で 17 の個別目標と 169 項目ある達成基準から構成されています。日本では、平成 28

年 12 月に「持続可能な開発目標実施指針」を決定し、国の「第５次環境基本計画中間とりまとめ」に

おいても SDGs の考え方の活用についての方向性が示されております。また、昨年 12 月に「まち・ひと・

しごと創生総合戦略 2017 改訂版」が閣議決定され、地方公共団体における持続可能な開発目標の達成

に向けた取り組みが位置付けられたため、本市としても地方創生とともに、SDGs の達成を推進していく

ことが必要と考えております。 

 ３ページをご覧ください。「駿河湾の『世界で最も美しい湾クラブ』への加盟」のコラムを追加しま

した。 

 ４ページをご覧ください。４ページから６ページにかけて、前期計画の数値目標の達成状況が掲載さ

れていますが、後期計画の数値目標との混同を避けるため、表のタイトルの横に「中間目標・最終目標

は前期計画のもの」と注釈を加えました。 

14 ページをご覧ください。「持続可能な開発目標（SDGs）」のコラムを追加しました。 

 第１章の修正は以上です。次に、第２章の修正箇所です。 

30 ページをご覧ください。前回の審議会時の説明で、当日修正ということでお願いいたしましたが、

中段の「人と自然とのふれあいの活動の場」の、釣り場の地点名称から「大井川」を削除いたしました。 

第２章の修正は以上です。次に、第３章の修正箇所です。 

45 ページ、をご覧ください。総合指標ですが、第２次焼津市環境基本計画策定時のアンケート結果を

もとに、第１次焼津市環境基本計画策定時のアンケート結果との比較を行っています。 

修正前は、満足度の平均だけ掲載しており、内容がわかりにくい表になっていたため、比較対象の７

項目の詳細を掲載することで、少しでもわかりやすい表になるのではないかと思っています。 

第３章の修正は以上です。次に、第４章の修正箇所です。 

55 ページ、をご覧ください。取り組み方針と取り組み内容の見方の例示がわかりにくかったので、白

抜き文字を使わないなど全体的に修正を行いました。 

57 ページ、をご覧ください。57 ページから 81 ページにかけて、取り組み方針に対する市の環境施策



H29-028 

 

3 

 

と市民・事業者の取り組みの項目が掲載されていますが、タイトルの横に重点プロジェクトのマークの

注釈を追加しました。 

69 ページ、をご覧ください。グリーンコンシューマーのコラムの内容を整理しました。内容について

は、大きな修正はございません。 

70 ページ、をご覧ください。こちらも、前回の審議会時の説明で、当日修正ということでお願いいた

しましたが、「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 年度の現状値を修正しまし

た。 

72 ページ、をご覧ください。「３数値目標」の上段の「温室効果ガス排出量の削減率（市全体）」の

最終目標値を、13.5％から 12.0％に修正しました。この修正は、現在策定中の第６次焼津市総合計画の

成果指標を修正したことによるものです。 

79 ページ、をご覧ください。「５市民・事業者の取り組み」の最下段ですが、「環境活動登録制度」

を「環境保全活動団体登録制度」に修正しました。 

82 ページをご覧ください。コラムのタイトルを、「後期計画（2018～2022 年度）の数値目標一覧」

に修正しました。また、先ほど説明いたしました「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 年度の現状値と、「環境目標４ 低炭素社会をつくる」の１番上の、

温室効果ガス排出量の削減率（市全体）の最終目標値を修正しました。 

第４章の修正は以上です。次に第５章の修正箇所です。 

91 ページ、をご覧ください。先ほどの「温室効果ガス排出量の削減率（市全体）」の最終目標を修正

したことにより、地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）の短期目標も、13.5％削減から

12.0％削減に修正します。 

これにより、中段の部門別排出量の目標数値も修正いたしました。 

第５章の修正は以上です。次に第６章の修正箇所です。 

93 ページ、をご覧ください。現行の制度に合わせまして、「認定書」を「認定証」に、「活動レポー

ト」を「活動実績レポート」に修正しました。 

第６章の修正は以上です。 

次に、口頭での修正のお願いになりますが、資料編の 98 ページをご覧ください。 

 上段の、計画策定の経緯の第２回環境審議会の開催日ですが、10 月５日に修正をお願いします。また、

パブリックコメントの実施の欄ですが、意見が１件となっておりますが、２件に修正をお願いします。 

 それから、ただ今の計画策定の経緯の中に、環境市民会議が記載されていなかったので、答申までに

修正いたします。なお、平成 29 年度の環境市民会議は、１回目が８月 31 日、２回目が 11 月 14 日に開

催しております。 

 次に、委員の皆さまからの事前質問です。質問はございませんでしたが、何件かご意見をいただきま

した。 

 内容は、コラムや取組内容の文章をわかりやすい表現にした方が良い、とのご意見をいただきました

ので、関係課と文章表現等を検討し、答申までに修正を行いたいと思います。なお、修正後の資料につ

きましては、答申の前に委員の皆さまにお送りしたいと考えています。 

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】    
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 １ページ目に持続可能な開発目標 SDGs について記載していただき、当市においても SDGs の考え方が

わかるということになりましたが、14 ページの市民向けのコラムについては、市民目線で見た場合にわ

かりにくい。おそらく外務省等の資料を基に作成していると思いますが、国の説明文をそのまま使うの

では分かりにくいと思うので、もう少し市民への説明として、わかりやすい文章にしていただきたいと

思います。先ほど事務局からコラム等の文章を、答申までにわかりやすい表現に修正すると説明があり

ましたが、SDGs のコラムについても修正していただけるということでよろしいでしょうか。 

【【【【岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹】】】】    

 はい、答申までに修正いたします。 

【【【【西林西林西林西林委員】委員】委員】委員】    

 全般的に、平成 25 年３月に策定した第２次焼津市環境基本計画策定時の古い写真が掲載されていま

す。今後５年間の計画書となるので、最新の写真に変更していただければと思います。 

【【【【嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長】】】】    

 写真につきましては、なるべく新しいものに変更したいと思います。 

【【【【村田委員村田委員村田委員村田委員】】】】    

 先ほどお話が出ました SDGs と、今回策定する環境基本計画（後期計画）との関連について、今後の

検討課題となっていくと思いますが、SDGs の 17 項目と環境基本計画（後期計画）との整合をどこまで

表現するのかが難しい問題だと思います。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

 SDGsの17項目はそれぞれ相互に関連する項目であり、すべてが環境に関係するものではありません。

また、市などで策定する環境基本計画以外の計画にも SDGs の考え方は関係してきます。国の環境基本

計画でも取り上げていますが、国連としては 2030 年度までに達成すべきひとつの目標として、それぞ

れの計画の中で SDGs の目標に向かって進めていくこととなるので、後期計画に SDGs を掲載することは

良いことだと思います。 

【【【【村田委員村田委員村田委員村田委員】】】】    

 後期計画ではなく、その後の第３次焼津市環境基本計画に反映されるものなのでしょうか。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

 後期計画の中でも SDGs の取り組みは行われています。教育と環境を考えてみても、環境教育という

分野の中で取り組まれています。現状においても、SDGs の環境に関連する項目は、非常に多く後期計画

の中で取り組まれていると思います。 

【【【【平井平井平井平井委員委員委員委員】】】】    

 SDGs については、国も安倍総理を筆頭に SDGs を実行する仕組みについて考えています。また、（一財）

静岡県環境資源協会も SDGs を推進する協議会などを立ち上げることや、県民向けに SDGs の位置付けみ

たいなものを発信する仕組みを作った方がいいのかなと思っています。県が策定中の生物多様性地域戦

略の中にも SDGs のことを載せてあるので、世界的にもこういう動きがあるということを後期計画の中

で示すことは良いと思います。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

 国が SDGs に関するアンケートをしたところ、国民の 70％が SDGs のことを知らないという結果が出ま

した。まずは市民に知ってもらうという意味でも掲載しておけば良いと思います。 

【【【【村田委員村田委員村田委員村田委員】】】】    

 健康事業をしていますと、SDGs の最初の項目である格差のことが必ず出てきますので、保健所として
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も色々な文章に入れて表現することが難しい。第２次焼津市環境基本計画（後期計画）になじむかは別

として、今後の宿題になると思います。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

 SDGs を第１章の最初に載せたのは、世界的にこういう動きがあるということを市民に知ってもらうた

めだと思います。後期計画の中に具体的な施策として示されていなくても関連する施策はあるので、反

映はされているのかなと思います。 

【【【【嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長嘉茂課長】】】】    

 SDGs については、世界的に、かつ、国にも動きがあるということで掲載をさせていただきましたが、

市民が読んだときに、17 の個別目標のすべてが環境に係わることと思われるかもしれないので、文章の

表現についてはもう一度事務局で検討したいと考えております。 

【【【【西林西林西林西林委員】委員】委員】委員】    

 SDGs の 17 項目を細かく焼津市の施策に反映させるとなると、市全体で議論や検討をしなくてはなら

ないので、まずは世界的にこういう動きがあると市民へ発信する、伝えることが大切だと思います。 

【【【【平井委員平井委員平井委員平井委員】】】】    

 新たに後期計画を策定するわけですが、今後の進捗管理が重要になってくると思います。市民や企業

の皆様に進捗状況をお知らせすることが大切で、手法としては 93 ページ以降に示されており、エコア

クション 21 の進捗管理とあわせて行っていると思います。進捗管理を行うのに、環境基本計画と第５

章の地方公共団体地球温暖化防止実行計画（区域施策編）、一般廃棄物処理実行計画が関係してくると

思いますが、エコアクション 21 の進捗管理とあわせて、その成果と課題等をうまく見える化できるよ

うにしていただきたい。 

 他市の環境審議会等にも出席していますが、結果報告だけの場合が見受けられますので、環境審議会、

環境市民会議、環境管理責任者会議などで、成果と課題等について議論が出来るように、市としても研

究していただきたいと思います。 

 焼津市では、現在どの様な形で進捗管理をしていますか。 

【【【【岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹】】】】    

 本市では、環境基本計画の施策に関して、エコアクション 21 の提出様式の中で施策担当課から半年

に１度報告をいただいています。その中で、成果や課題、評価を担当課に記載してもらい、最終的に取

りまとめてホームページに掲載しています。また、エコアクション 21 の中間審査や更新審査時に、他

の様式と一緒に外部審査員に報告し審査いただいております。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

 教育もそうですが、ＰＤＣＡサイクルを考えたときに、評価・チェックをしてもアクションに結び付

いているのか、結び付けて次の目標に進んでいるのかというのが難しいところです。ＰＤＣＡの仕組み

は出来ているので、市としては運用についてしっかり考えることが必要だと思います。 

【【【【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】】】】    

最終的には委員の皆さんに修正した後期計画（案）を見ていただきますが、資料の送付はいつ頃にな

りそうですか。 

【【【【岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹】】】】    
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２月中にまとめて、３月上旬に委員の皆様へ送付する予定です。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

よろしくお願いします。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

次に、議事（２）パブリックコメントの結果について、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の結果についてご説明させていただきます。資料は「焼

津市環境基本計画（後期計画）案に関する市民意見公募（パブリックコメント）に寄せられた意見の内

容及び市の考え方」をご覧ください。 

 パブリックコメントについては、前回の審議会でお知らせしましたように、昨年の 12 月 27 日（水）

から本年１月 26 日（金）まで、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カ所の各公民館を閲覧場所とし、また、市ホームページでも公開し実施しました。 

 持参・郵送・ファクスでの意見応募はありませんでしたが、意見応募期間最終日に、電子メールにて

おひとりから応募がありました。 

 寄せられたご意見については、資料のとおりであります。大きく分けて２件のご意見がありまして、

２件とも後期計画（案）対して否定的な意見ではなく、「こうすればもっと素晴らしいものになる」と

いう思いが伝わってくる丁寧なご意見でありました。 

寄せられたご意見につきましては、焼津市市民意見公募制度に基づき、市の考え方とともにホームペ

ージで公開することとなっておりますので、お手元の資料と同じものが、すでに公開されております。 

なお、パブリックコメントでいただいたご意見による後期計画（案）の変更はございません。 

 簡単ですが、以上で説明を終わります。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

 後期計画（案）に反映させる意見はなかったということですね。 

【【【【岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹岩ケ谷主幹】】】】    

 はい、そうです。 

【【【【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）答申（案）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）の答申（案）ついてご説明させていただきます。資料は「第２次焼津市環境基

本計画（後期計画）について（答申）案」をご覧ください。 

 第２次焼津市環境基本計画（後期計画）についての諮問は、後期計画案の資料編の 99 ページにあり

ますように、本年度第１回審議会時に、市長から大橋会長へ諮問されております。 

 それにより、本日の審議会を含めて４回にわたり、後期計画（案）について皆さまにご審議いただき

まして、本審議会終了後、本日までの審議結果をとりまとめ、「第２次焼津市環境基本計画（後期計画）

案」として市長へ答申を行うこととなります。 

 なお、市長へは、大橋会長から答申文と第２次焼津市環境基本計画（後期計画）案を伝達していただ

きます。 
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答申の日時につきましては、３月 14 日（水）午後を予定しておりますが、審議会委員全員の出席を

お願いすることはございませんのでご了承ください。 

それでは、答申文を朗読させていただきます。 

 ～答申文朗読～ 

以上で説明を終わります。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

ご意見等はございませんか。 

（意見なし） 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

それでは、この答申（案）は審議会の了承を得たということでお願いします。 

【【【【大橋会長大橋会長大橋会長大橋会長】】】】    

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】】】】    

本日はお忙しい中をご出席いただき、ありがとうございました。本年度は、第２次焼津市環境基本計

画の後期計画策定の年であり、例年よりも多く審議会を開催し、皆さまから貴重なご意見をいただきま

して、誠にありがとうございました。 

以上をもちまして、第４回焼津市環境審議会を閉会とさせていただきたいと思います。ありがとうご

ざいました。 


