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令和２年度 第 1回 焼津市環境審議会議事録 

 

1 開 催 日 時  令和２年８月４日（火） 14：00～15：20 

2 開 催 場 所  焼津市役所 大井川庁舎 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) 委嘱状交付 

(3) 部長あいさつ 

(4) 審議会の説明と審議会委員及び市職員の自己紹介 

(5) 議事 

①第２次焼津市環境基本計画【後期計画】の令和元年度取組結果について 

②第２次焼津市環境基本計画【後期計画】の令和２年度取組計画について 

(6) 閉会 

6 出 席 者  

（委員）             （事務局）  

大橋慶士  委員         嘉茂  環境部長 

平井一之  委員         冨田  環境生活課長 

大石立美  委員         堀内  廃棄物対策課長 

多々良尊子 委員         岡本  廃棄物政策担当主幹 

保科洋子  委員         金高  廃棄物対策担当主幹 

柴田亜弓  委員         水野  環境管理センター所長 

渡瀬守   委員         尾澤  環境政策担当係長 

川村たみよ 委員         増井  環境保全担当係長 

佐野充夫  委員 

7 議 事 録 

(1) 開会 

 (2) 委嘱状交付（部長から委嘱状を交付） 

(3) 部長あいさつ 

【部長】 

本日は、お忙しい中を御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

本日の審議会は、新型コロナウイルス感染症の流行している中ですので、皆様には、マスク着用と手

指の消毒への御協力をいただいた上で会議への御出席をいただいております。感染拡大防止に御協力い

ただきまして誠にありがとうございます。 

今回の議題でございますが、第２次焼津市環境基本計画後期計画の、昨年度の取組結果及び本年度の

取組計画につきまして報告いたしまして、御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１回審議会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 
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(5) 議事 

【大橋会長】 

それでは議事に入ります。第２次焼津市環境基本計画（後期計画）の令和元年度取組結果について、

事務局からの説明をお願いします。 

【尾澤係長】 

では、第２次環境基本計画（後期計画）の令和元年度の取組結果についてご説明いたします。環境基

本計画の数値目標に対する進捗状況については、Ａ３の表に一覧にしてありますので、そちらと、事前

に配布しております、花火大会の表紙の資料をご覧ください。 

1 ページ、2 ページをご覧ください。お手元の資料では、１ページ目に、各施策の数値目標に対する進

捗状況のグラフ、２ページ目の上に進捗状況の数値、下の左側には、その施策に対する市の取組の内容、

右側には取り組み内容に対する点検評価、その下に、次年度に向けての改善点を書かせていただいてお

ります。正面のスクリーンには、グラフのページのみを表示しながら説明していきますので、２ページ

目の細かい内容については、紙面上で御確認願います。 

「水がきれいなまち」の取り組みにつきましてです。 

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。 

平成 30年度の調査結果では、河川ＢＯＤの達成率、海域ＣＯＤの達成率ともに 100％となっていて、元

年度も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、平成 30年度は 100％となっています。 

今後とも、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、定期的に事業者を訪問して、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。 

3 ページ、4 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、令和元年度分はまだ把握できておりませんが、こち

らも、数値目標を達成できると見込んでおります。 

大気汚染や騒音の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スが多いため、対応マニュアルに従い、現地

確認など迅速な初動対応に努めていくとともに、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。 

5 ページ、6 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、52件で昨年度より 36件減っています。グラフから、件数的には、減る傾向にあり、目標

数値の 90件を下回っております。 

苦情の内訳は、大気汚染 14件、水質汚濁 6件、騒音 13件、振動 1件、悪臭 17件、その他 1件です。

なお、この件数には野焼き、敷地管理、動物などの生活型の苦情や犬・猫に関する苦情は入っておりま

せんが、近年ではこれらの生活型の苦情や犬・猫に関する苦情が増えています。ここ数年は目標を達成

していますが、今後も目標値を超過しないように関係各課と連携をとっていきたいと考えております。

7 ページ、8 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上がり、87.2％でした。また、認定農業者数も昨年度より 3人増えて、目標値

を達成していますが、エコファーマー登録数は 45人から増えず、目標を大きく下回っています。 
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農家の高齢化や後継者不足、離農等により、耕作されていない農地が増えていますが、農地中間管理事

業を活用し、より一層の担い手への農地の集積・集約をする推進する必要があります。認定農業者も高

齢化する中で、再認定を辞退する事例も多く見受けられますが、青年就農者や経営改善への意識の高い

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更なる掘り起しが必要であると考えます。エ

コファーマー登録につきましては、エコファーマー認定者の高齢化や農産物の価格有利性が少ないため、

認定期間終了後に更新しない事例が多くなっています。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、県との情報共有を行い、推進していく必要があると考えています。 

9ページ、10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令和元年度は、平成 30 年度よりは増え、例年並

みに戻りつつある状況です。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

ていて、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。 

11 ページ、12 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

してです。自然観察会の参加者数の累計は伸びております。水生生物教室は、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、公民館の出前講座は、エ

コアクション 21 の年度計画で、環境に関する講座を開催することを目標にしていて、自然観察会や、

環境関連講座が増えています。市民が自然に触れ合える機会が増えることとなり、自然環境への関心が

高まっていると思います。近年、アカミミガメやオオキンケイギクなどの外来生物の発見情報が寄せら

れることが増えてきています。外来生物は、地域の貴重な動植物を駆逐してしまう危険があります。生

物多様性基本法では、市町などの地方公共団体に生物多様性地域戦略を策定することが努力義務となっ

ていますが、第３次焼津市環境基本計画の策定と併せて、生物多様性地域戦略の策定についての検討を

していきます。 

13 ページ、14 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です。令和元

年度は、ごみ減量説明会、ステーション指導などの啓発活動や、生ごみ減量施策、紙類分別施策などを

実施していますが、家庭系及び事業系の可燃ごみが増加傾向にあります。また、10月に発生した東日本

台風により多量の災害廃棄物が発生するなど、前年に比べ増量となる月が多く、年間を通しても前年を

上回る結果となりました。改善点としては、まず、家庭系ごみについては、可燃ごみの増加と同時に資

源ごみの減少が見られるため、市民に対し、ごみ分別や減量の啓発強化を行う必要があります。また、

啓発活動においては、主に、生ごみの減量、紙類分別を中心に女性や子ども、外国人など様々な対象に

広く啓発活動を行ってまいります。次に事業系可燃ごみについては、今まで、市民に比べ事業者への啓

発活動が少ないため、事業者への啓発活動の回数を増やしていく必要があると考えております。また、

大量排出事業者の改善が見られないため、訪問指導や削減計画の提出など啓発活動の強化を図ってまい

ります。 

15 ページ、16 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で

す。 

数値目標である廃食用油の回収量はここ数年安定して目標数量を上回っています。廃食用油については、

目標達成に向けごみ減量説明会で積極的にＰＲすることにより、廃食用油の回収が市民に浸透してきて

いると思われます。 
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平成 30 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。令和元年度のビーチクリーン大作戦参加者は 3,872 人で、平成

30年度よりも 380人増、地域河川清掃参加者は延べ 96,037人と平成 30年度と比較し、16,110人減少

しています。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。 

17 ページ、18 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で

す。「温室効果ガス排出量」ですが、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、令和 4 年度までに 12.0%削減するという目標を立てています。平成 30 年度に、平成

27年度、平成 28年度の数値を算出し、平成 25年度に比べ、4.8％、6.3％削減されたという結果が出ま

した。太陽光発電施設件数につきましては、焼津市内の住宅用と事業者用の太陽光発電施設の設置施設

件数ですが、伸びが鈍化していて、このままですと、令和 4 年度の目標達成が難しい状況となります。

住宅用太陽光発電設備設置事業の補助につきましては、平成 21年度から交付しておりますが、平成 24

年度をピークに申請者が減ってきています。また、平成 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、令和元年度は、国が都市ガスを利用した一部の機器について価格の

低廉化を理由に定額補助を廃止したため、焼津市の補助も受けられないという事象が発生し、件数が半

分以下となってしまいました。こちらについては、交付要綱を改正し、令和２年度からは、国補助を受

けなくても対象機器であれば焼津市の補助金を交付できるようになっております。また、令和元年度よ

り、家庭用新エネルギー設備の補助として、太陽光発電設備、エネファームの設置に加え、蓄電池の設

置にも補助を開始しています。令和元年度の蓄電池尾システムの補助実績は 115件です。これらの効果

を検証するとともに、新たなメニューについて、国・県や各市町の状況を参考に検討していきます。ま

た、公共施設における省電力設備機器の導入促進のため、国、県の補助事業を庁内施設担当課に情報提

供していきます。 

19 ページ、20 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。 

次年度に向けての改善点といたしましては、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おけるブロック塀倒壊被害の事例もありますので、地震による

２次災害の防止を目的とした既存ブロック塀の撤去と併せて、生け垣による潤いのある緑のまちづくり

を、より一層ＰＲしていきます。 

21 ページ、22 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

です。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、累計参加者数は順調

に伸びていて、目標数値には達成すると思われます。次に環境活動リーダー数についてですが、少しず

つ増えてはいますが、リーダーを育成するための「やいづエコ市民塾」の受講者は横ばいの状態です。

今年度は、講座の内容等について、一部新しいものを取り入れています。今後も、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。 

アースキッズチャレンジは、毎年、1〜3校の小学校で持ち回りで行っていますが、令和元年度は焼津東

小学校と港小学校で事業を実施し 142人の参加がありました。また、水の大切さを学ぶ夏休み親子水道

施設見学会には、19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。 
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23 ページ、24 ページをご覧ください。「環境と経済が両立するまち」の取り組みについてです。エコ

アクション 21取得事業所数は、新規の認証取得事業所がここ数年なく、38事業所となっています。 

令和元年度は、認証取得支援セミナーに２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審査員による認証支援セミナーを受け、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、金融機関による低利融資制度を受けることができる

ことや取引先や消費者等からの信頼性の向上、ＣＳＲの一環にもなるなど、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。 

以上で令和元年度の取組結果の説明を終わらせていただきます。 

【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。 

それでは、令和 2年度の取組計画についても説明を聞いてからまとめて、質問、御意見をいただくよ

うにします。事務局より説明をお願いします。 

【尾澤係長】 

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

資料は、令和 2年度の取組計画についてをご覧ください。 

1 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、公共下水道への接続の推進については、公共桝設置を随時受け付けることにより、公共下水道の

整備促進を図ります。合併処理浄化槽の補助基数は 545 基を目標としています。「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。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。 

2 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。エコドライブの推進としては、消費生活展等のイベントでエコドライブシュミレータを使用し

た啓発を行います。 

3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。 

4 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は、農政課で収穫体験等の農業体験事業を行うほか、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。マイライス事業の事業内容は「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。令和元年度は延べ 243人の参
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加者がありました。また、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。 

5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

についてです。平成 29 年度からの 2 年間で、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、ウバメガシなどの市の沿岸部に自生する植物の種

を利用して植栽を行いましたが、今年度も、引き続き、潮風グリーンウォークの整備を行っていきます。

また、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 15,400㎥と航路堆積土砂 70,500㎥を利用

する予定です。 

6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「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、展示などの催しを計画しています。残念ながら親子水生生物教室はコロナウイルス

の関係で中止としております。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。 

7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理容器を製作配布しモニターとして使用し

ていただきます。また、新たな家庭用生ごみ処理機器について研究するとともに、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。 

8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、市役所本館２階ロビーや公民館、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使用済み小型家電の回収を推進していきます。 

また、今年度も、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。 

９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。令和元年度実績は、７

月 30日から 7月 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、住宅用太陽光発電システム等設
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置支援事業補助金で、太陽光パネルを設置している住宅に蓄電池を設置する場合にも補助金を交付しま

す。 

10 ページをご覧ください。「エネルギーを有効利用するまち」の取組について、昨年度は、省エネ・低

炭素型の製品への買換・サービスの利用・ライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に資する「賢い

選択」をしていこうとする国民運動であるクールチョイスの啓発事業として、クールチョイス川柳コン

テストを行い、自主運行バスのラッピング等を行いましたが、今年度は、小・中・高等学校、公民館で

の環境教育事業の他、イベント出店による PR、ポスター、チラシ、動画の作成を行います。 

11 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。 

12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。 

13 ページをご覧ください。「環境情報を充実させる」の取組としまして、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」という水生生物マップを配布しました。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。「参加・協働に

よる環境保全活動を活発にする」の取組としましては、本年度も環境活動リーダーと協働し、公民館か

ら依頼される出前講座等の講師について、環境活動リーダーにお願いするようにします。 

14 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「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で実施します。 

また、「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。「焼津

市の特性を生かした環境ビジネスを育成する」の取組としては、今年度も静岡市で開催のふじのくに総

合食品開発展 2020、静岡食の商談会 in東京、その他第 17回 シーフードショー大阪において、海洋深

層水関連の商品のＰＲをします。 

以上で令和 2年度の取組計画の説明を終わらせていただきます。 

【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。 

私から、私の気づいたことを申し上げます。ある市町の環境の施策の取組状況の成果を知る機会があ

ったのですが、そこは、目標の達成率が 200％や 300％となっていて、そうすると、目標が適切に立て

られていたのかという思いがしました。エビデンスベーストポリシーという言葉が、国の方からも出て

いますが、これは、根拠に基づいた政策策定をするということです。この政策を行ったら、どういう効

果が出るのかという根拠に基づいて政策を行うということです。目標の立て方は重要になります。 

改めまして、質問や意見はございますでしょうか。 

【平井委員】 

1 点目は環境基本計画の第５章に「地球温暖化実行計画区域施策編」の計画が載っているのですが、

これの進捗状況というのは、しっかり管理されているのでしょうか。今回の進捗状況の報告の中に入っ
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ているでしょうか。 

もう一つは、島田、藤枝、沼津の環境審議会でも確認をしようと思っているのですが、平成 30年 12

月に気候変動適応法が施行されていて、その辺をしっかりと織り込んで評価している市もあります。 

地球温暖化対策推進法では、緩和策を頑張ってやってきたが、もう、追いつかない。温暖化を進めな

いようにするというのは難しく、災害が多発し、気温もどんどん上がってきている、この温暖化、気候

変動を受け入れていかなくてはならないのではないかというのが、気候変動適応法であり、気候変動に

適応していくという事業活動の方法を模索していくという考えになってきています。焼津市は、後期計

画の段階では、まだ、そこの視点からの報告にはならないのだと思いますが、今後は、焼津市としても、

気候変動適応法の概念も評価対象としていく必要があると思います。第３次の策定も踏まえて今後の対

応の考え方を事務局ではどのようにお考えでしょうか。 

【尾澤係長】 

 地球温暖化実行計画区域施策編については、第５章にありますように、数値目標としては、「温室効

果ガス排出量を数値目標としています。こちらの目標に対する進捗状況は、本日の資料の中では、18ペ

ージの「エネルギーを有効利用するまち」というところで、この温室ガス排出量の実績を報告しており

ます。環境基本計画の冊子 92ページを見ていただきますと、5章の「地球温暖化に関する施策・取り組

み」は、４章の中にあります、「再生可能エネルギーの利用促進」、「区域の事業者、住民の活動促進」、

「地域環境の整備及び改善」、「循環型社会の形成」ということで、こちらの４本で施策の取組を行って

おります。今回の報告では、５章の取組として取り出して報告はしておりませんが、５章の取り組みに

ついては４章の取り組みに含ませて、報告しているということになります。 

次の「気候変動適応法の関係ですが、令和５年度開始予定の第３次環境基本計画を令和２年度、３年

度の２カ年で策定するので、その際には、気候変動適応法への対応についても取り入れながら策定して

いかなければならないと考えております。 

【多々良委員】 

資料が格段にわかりやすくなっていて、説明の内容も大変わかりやすいです。ありがとうございます。

お聞きしたいことは、水質と大気の指標が近年 100％なのですが、これは、統計的な手法で、こうなっ

ていて、水質がよくなっても 100％を超えたらすべて 100％ということですよね。統計の整合性でこう

いう表し方になっているのか教えてください。 

【増井係長】 

測定点が決められていまして、その測定地点における達成状況でして、５か所の測定点すべてが基準

を達成していたら、100％ということになります。 

【冨田課長】 

５地点のうち４地点が達成していたら 80％、５地点が達成していたら 100％になります。 

【大石委員】 

環境基本計画に直接は関係しませんが、今、心配していることとしては、「コロナが、環境に与える

影響がどんなものになるのか」ということです。 

【渡瀬委員】 

全体的には、目標値に対して、概ね良い方向に向かっているのかなと思いますが、廃棄物関係の目標

（ごみの総量、一人一日当たりの燃やすゴミの量、燃やすゴミの排出削減量）については、厳しい状況

になっています。この目標値は、どこかの自治体で達成できている数値なのでしょうか。 

【嘉茂部長】 
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一般廃棄物処理基本計画で、藤枝市と２市でいかにごみを減らすかということでこちらの目標値を設

定しています。平成 29 年度までは順調に削減できていたのですが、平成 30 年度は台風 24 号があった

ことと、令和元年度は台風 19 号の被害により、床上、床下浸水があったのと、稲刈りの藁が道路や敷

地に入ってしまったので、そういうもののゴミが大量に出ました。そのために、燃やすゴミが増えてし

まったということがありました。今は、生ごみを減らすために努力をしています。 

【大橋会長】 

今のままですと、廃棄物削減の努力が見えなくなってしまっていますので、そういう特別事情で廃棄

物が増えてしまったような時は、その分を別に表示するとかして、努力が見えるようになっていたらい

いなあと思います。 

【佐野委員】 

 特に意見ということではありませんが、環境問題というのは、若い方に対しての教育というのが、す

ごく大切なのかなと思っています。焼津市では、いろんな環境に関することやごみ減量に関する説明会

や研修会をやってくださっていて、そういうことが大事だと思います。県では水を大切にするというよ

うな授業を行っています。今後も、焼津市さんにも協力いただきながら、環境教育に取り組んでいきた

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

【大橋会長】 

他に質問・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す。今後、また、疑問点や御意見等が出

てきましたら、事務局にお問い合わせいただけますようにお願いします。 

これで令和２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 

【冨田課長】 

本日はお忙しい中、焼津市環境審議会にご出席いただき、たくさんの貴重なご意見やご質問等をいただ

き、大変ありがたく思っております。次回の開催にあたりましては、今年度中にもう 1回予定しており

ます。また、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

を頂き、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。 


