
平成２３年度 第１回 環境審議会 議事録 

議事録 1 / 4 
 

平成２３年度 第１回 環境審議会 議事録 

 

・日 付 平成２３年１２月８日 

・会 場 市役所３階政策審議会室 

・出 席 （敬称略、以下同じ） 

浜島 昭二 島田 隆道 石川 礼子 鈴木 誠子 松本 昇 

池野 昭子 相羽 良夫 浅見 有幸 林 澄子 笠原 尚志 

平松 正三 高宗 洋介 野村 寿子 

・欠 席 

坂口 博 大越 玲子 杉野 龍市   

・事務局 経済建設部長、環境課長、課長補佐、環境保全係長 

 

○午前１０時１０分 浜島会長 議長席にて開会を宣言 

議 長  ただいまより環境審議会を開催する。なお本日は、委員１６名中１３

 名の出席により成立要件を得ている。 

  議題１「副会長の選任について」事務局の説明を求める。 

事務局  副会長であった阪野委員が交代し、副会長が空席である。豊明市環境

 審議会規則第４条の規定には、副会長は、会長が指名するとなっている。 

議 長  立候補または推薦はないか。 

  ― 自薦他薦なし ― 

議 長  それでは、笠原委員にお願いしたいが、よろしいか。 

笠原委員  了解した。 

議 長  議題１「副会長の選任について」は、笠原委員を副会長とすること

 とする。 

  ― 副会長着席 ― 

  続いて、議題２「豊明市環境基本計画 目標の検証 第２四半期のま

 とめ について」事務局の説明を求める。 
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  ― 事務局 資料「目標の検証」により説明 ― 

議 長  本件は、承認案件である。委員の意見と質問を求める。 

【注：質疑内容は、題目のアルファベット順に並べ直して記載した。】 

委員  Ｅ「水質の浄化」について、愛知県ため池保全構想への取り組みは、

 どんな状況か。 

事務局  具体的な進捗はないが、取りやめになってはいない、ということだ。 

委員  長期目標ではあるが目標数値の状況がわかれば聞きたい。 

事務局  最新の平成２３年春期水質検査の値だが、ため池ＣＯＤ値８㎎/L につ

 いては、９地点中４地点が下回り、河川ＢＯＤ値５㎎/L については、７

 地点中６地点が下回っている。数値のばらつきはあるものの、総じて水

 量の少ない水域の浄化が遅れているようだ。 

   参考：市ホームページ「豊明市の環境概要」の文中、 

   「水質汚濁の現状」にて水質調査の結果を公表している。 

委員  Ｆ「産業活動の支援」について、ＩＳＯ認定事業所数が減っているの

 は、なぜか。 

事務局  ＩＳＯは、認定と維持に費用がかかると聞いている。指標とすること

 に疑問が残る。 

委員  ＩＳＯに代えてエコアクション２１登録・認可制度が安価だ。 

委員  Ｎ「ごみから超ごみへの転換」について、一人一日あたりの家庭ごみ

 排出量は、前年比だけで見ると総減量が見えないのではないか。 

事務局  残念ながら各年度 20g、５年分 100g ともに目標に達していない。 

委員  ゴミの排出の抑制自体は、市民の役割である。行政は、市民に向けて、

 ここに示した施策を行った訳で、それらの施策を検証するのが、本会の

 役割ということになる。 

委員  当店でも市民の協力を得て、資源ごみの収集を行っているが、市民に

 は潜在能力があり、ＰＲ等の施策の余地は十分あると思う。 

委員  家庭ゴミの値には、たい肥化するものは含まれるのか。 
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事務局  たい肥化を含めリサイクルされるものは全て除外されている。 

委員  商工会の行う事業系資源ごみ回収もＰＲしてほしい。 

委員  平成２２年度は、５３０運 動は、なかったのか。 

事務局  行っている。継続事業の記載を省いているものが多く、誤解を招くの

 で、今後改める。 

委員  Ｐ「地球規模で考えるこのまちの取り組み」について、ＣＯ２の６％

 削減はできたのか。記載事項は、豊明市全体か市役所のことか。 

事務局  たとえば電気、ガスの市町村毎の使用料が示せない等のため、豊明市

 におけるＣＯ２排出量の算出は不可能で、評価もできない。あくまで京

 都議定書に協力する趣旨だと考えている。また、記載事項は、市役所の

 事であるが、今後、わかりやすく表記する工夫をしたい。 

委員  当初の計画策定時にも「６％」の記述には議論があったが、京都議定

 書の象徴として記載することとした記憶がある。 

議 長  ほかに発言はないようなので、本件は、承認してよろしいか。 

  ― 異議なしの声 ― 

議 長  それでは議題２「豊明市環境基本計画 目標の検証 第２四半期のま

 とめ について」は、承認とする。 

  続いて議題３「豊明市環境基本計画の見直しについて」事務局の説

 明を求める。 

  ― 事務局 資料１により説明 ― 

議 長  本件は、豊明市長の諮問に対し、本会がどのような答申をするかとい

うことである。事務局の提案を聞きたい。 

  ― 事務局 資料２により説明 ― 

議 長  事務局案について、委員の意見を求める。 

  ― 意見なし ― 

議 長  それでは、事務局案に基づき見直しを進めることとしてよろしいか。 

  ― 異議なしの声 ― 
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議 長  それでは議題３「豊明市環境基本計画の見直しについて」は、事務局

案に基づいて見直しを進め、答申を策定することとする。 

  議題は終了した。その他案件について事務局の説明を求める。 

  ― 事務局 第２回審議会日程案及び議事録について説明 ― 

議 長  それでは、平成２３年度第２回豊明市環境審議会は、平成２４年２月

２日（木）午後２時から開催する。 

  また、今回の議事録は、会長と副会長の点検の後、市ホームページに

て一般公開することとする。 

  以上、本日の審議会を終了する。 

○午前１１時３０分 閉会 

 

 

＜資 料＞ 

 ・レジメ 

（添付省略） 

 ・名簿 

（市ホームページ「環境審議会」にて公開） 

 ・事前配布資料「豊明市環境基本計画 目標の検証（まとめ）」 

（市ホームページ「環境基本計画進捗状況」にて公開） 

 ・資料１「豊明市環境基本計画の見直しについて」 

 （議事録の後に添付） 

 ・資料２「豊明市環境基本計画第３四半期目標に関る提案」 

（議事録の後に添付） 

以上 
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資料１

豊明市環境基本計画の見直しについて

１．豊明市環境基本計画の経緯

　環境基本法（平成５年１１月制定）にいおて、国の方針に準じかつ地方公共

団体の区域の自然的社会的条件に応じた環境保全施策を実施するため、総合的

かつ計画的な推進を図るための環境基本条例の制定及び環境基本計画の策定が

求められた。

　平成１１年３月、豊明市環境基本条例制定

　平成１３年３月、豊明市環境基本計画制定

　平成１９年３月、環境基本計画(第１回)中間見直し

豊明市環境基本計画の見直しに関る記述

第７節「環境羅針盤」の期間

「２１世紀中の１００年を見据え、５年間の短期目標を掲げ、

資料１　　　1/2

　以後５年毎に短期目標を定める。」

長期目標※書き

「社会情勢の変化等に応じて、適宜内容の充実や見直しをします。」

中間見直しパンフレット

「(２０１１年)さらなる５年間の行動目標を定めます。」

２．環境政策をとりまく状況

(1)抜本的見直しの必要について

○ 日本経済の疲弊、大震災と原発事故などの社会情勢の大きな変化があった。

○ 国・県・市の政権交代による行政の方針転換が見込まれる。

◎ 本市環境基本計画の目標の見直し、あるいは計画自体の見直しが必要か。

資料１　　　1/2
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(2)計画見直し時期について

○ 　国政では本年度、第四次環境基本計画策定作業に着手しているが、中央環境

審議会総合政策部会の議論において、震災と原発事故は、環境とエネルギーの

施策上、不可避とした論議が進行中であり、年度末の閣議決定を目指した日程

は、予断を許さない状況である、とのこと。

○ 　愛知県は、既に平成１９年度に第３次環境基本計画を策定しているが、国の

第四次基本計画をうけ平成２４年度に第四次計画の策定作業に入る予定だが、

国の状況によっては、スケジュールを見直さざるをえないだろう、とのこと。

◎ 　国県の環境施策の変化が予見される中、本市の環境基本計画の目標の見直し

は、適時か。

３．結論と諮問

○ 　本市の環境基本計画は、市民生活に立脚したものであり、その目指す方向は、

普遍的である。

資料１　　　2/2

○ 　本市をとりまく社会情勢は、被災地のように大きな変化があるものではなく、

また、国県の環境施策の変化を先取りして、本市の環境基本計画に反映させる

必要はない。

◎ 　震災発生直後または電力需要の逼迫した夏を過ぎ、通常の市民生活を取戻し

たことを確認し、予定から若干の遅れはあるものの、当初目標期間に準じた見

見直しを行うこととした。

◎ 　平成２３年１１月、豊明市環境審議会会長あてに以下の諮問がなされた。

①第３四半期短期目標の見直しについて

②長期目標及び計画本篇の見直しについて

資料１　　　2/2
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資料２

豊明市環境基本計画 第３四半期目標に関る提案

１．豊明市環境基本計画の短期目標年次等について

　見直し作業に係る遅延があり、以下のとおりとする。

第２四半期目標年次 平成１８年度から平成２３年度まで

第３四半期目標年次 平成２４年度から平成２７年度まで

（ 第４四半期目標年次 平成２８年度から平成３２年度まで）

２．豊明市環境基本計画第３四半期目標について

　豊明市第４次総合計画 後期基本計画に準ずるものとする。

３．長期目標及び計画本篇について

　長期目標年次は、平成３２年度までと変わらず、目標以外の本編に見直しは、

行わない。

　ただし、国県の環境施策の変化により、本市環境基本計画に見直しの必要が

認められた場合、それに応じた検討を行うこととする。

４．作業スケジュール

　別紙スケジュール(案)のとおり。

資料２　　1/1
007



◇平成23年度 環境審議会等スケジュール
H23.12.13

月・旬 環境審議会 幹部会議 課長会議 推進会議 その他

23年
　11月

会長日程調整

ｽｹｼﾞｭｰﾙ提示

H22目標の検証
（配信）

12月 第1回　「諮問」

第1回　H23目標の検
証、短期目標の見直し

24年
　１月

ﾋｱﾘﾝｸﾞ：1/16～27

目標の見直し案 目標の見直し案
第2回

短期目標見直案

2月
見直し案
（配信）

第2回「見直案」
承認後パブコメ

パブリック コメント

2/10～3/12
4週 31日間

3月 市ホームページ

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ意見
（配信）

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ意見
（配信）

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ意見
（配信）

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ意見
（配信）

第3回 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ回答案

4月
ﾊﾟﾌﾞｺﾒ回答（案）

承認
ﾊﾟﾌﾞｺﾒ回答（案）

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ回答
（配信）

会長打合せ
ﾊﾟﾌﾞｺﾒ回答
（HP掲載）

5月
答申案
（配信）

第3回　「答申」

市長決裁により
短期目標確定

HP掲載
パンフ作成

6月 委員任期更新 7月広報掲載

月・旬 環境審議会 幹部会議 課長会議 推進会議 その他

諮問機関
任期：H24/5/31

意思決定機関
月曜朝 定例

調整機関
LAN上仮想会議

実務ﾚﾍﾞﾙ会議
報告等は ﾒｰﾙ承認

HP:1週間、
広報:2か月
の作業期間

11/21(月)

12/8(木)am
12/15(木)ｐｍ

2/2(木)pm

3/16(金)
am・pmいずれか

1/30(月).31(火)
am・pmいずれか

資料２　　別表
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