
令和元年度いなざわ環境市民会議 会議録 

 

【日 時】  令和元年１０月２５日（金）午後２時００分～３時３０分 

【場 所】  稲沢市環境センター ２階 大会議室 

【出席者】  いなざわ環境市民会議委員（敬称略） 
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副会長 金原 正和  小正市民センター地区まちづくり推進協議会 

委 員 児島 秀光  祖父江支所地区まちづくり推進協議会 

委 員 服部 義一  明治市民センター地区まちづくり推進協議会 

委 員 川原 柳子  大里東市民センター地区まちづくり推進協議会 

       委 員 佐藤 栄司  稲沢ライオンズクラブ 

       委 員 吉川 武秀  三菱電機株式会社稲沢製作所 

       委 員 牧野 新吾  日本軽金属株式会社名古屋工場 

       委 員 兼田 秀隆  稲沢市さわやか隊 

 

【事務局】  岩間 福幸  経済環境部長 

       粂田 裕子  経済環境部 環境保全課長 

       小澤 里敏  経済環境部 環境保全課 主幹 

       渡辺 幸治  経済環境部 環境保全課 主幹 

       眞鍋 敬子  経済環境部 環境保全課 主査 

       藤田 美由紀 経済環境部 環境保全課 主事 

 

【議事次第】 

１ 議題 

（１） 第３次稲沢市環境基本計画及び生物多様性いなざわ戦略について 

（２） 稲沢市地球温暖化対策実行計画に係る平成３０年度実施結果について 

（３） プラスチック・スマートの推進について 

（４） その他 

・稲沢市環境委員について 

・稲沢市さわやか隊員について 

・稲沢市さわやか隊統一行動日及び環境講演会について 

・浄化槽設置事業補助制度について 

 

【会議の概要】 

・新任委員（児島委員、服部委員） 自己紹介 

・経済環境部長 あいさつ 

  本日は大変お忙しい中、いなざわ環境市民会議にご出席賜り誠にありがとうございます。 

昨日より思わぬ雨が降り続いており、近隣の市町村では災害対策本部を設置したところもご

ざいます。稲沢市では川の増水があるため、ポンプの排水をしているところです。 

ご存じの通り台風で甚大な被害が、広がっております。稲沢市でも資源対策課にて災害廃棄

物処理計画を立てたところでございます。災害が起きると、水につかってしまった電化製品や

畳などを処理するということが次にあります。この辺では平成１２年に東海豪雨がありまして、



私自身、駐車場の車が水没してしまった経験があります。そのようなことも２０年経過すると

忘れてしまうものです。震災や台風など無いに越したことはないです。 

去る５月１６日環境センターでの火災で市民の皆様にはご心配、ご迷惑をおかけしています。

現在、不燃ごみを一宮市、海部地区、三重県の民間処理場の市外３か所へお願いしている状況

でございます。災害時は相互協定を結んでおりますのでこのようにさせていただいております。

９月に復旧工事の契約をさせていただき、最終的な工期は令和３年１月末に復旧完了の予定で

す。また、再発防止策としてプラスアルファ対策をし、今後二度とこのようなことがないよう

にさせていただきます。 

この会議は、稲沢市環境基本条例に基づき策定いたしました稲沢市環境基本計画の円滑な進

行管理を推進するため設けたものでございます。本日限られた時間ではございますが、貴重な

ご意見、ご提言をいただき、今後の私どもの環境行政に活かしていきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いします。 

・事務局 自己紹介 

・正副会長選出及びあいさつ 

  会長に阪口裕一氏、副会長に金原正和氏を選出。 

［会 長］ 

  それでは議事を進行いたします。皆様のご協力をお願いします。 

１ 議事 

 議題（１）の「第３次稲沢市環境基本計画及び生物多様性いなざわ戦略について」、事務局から

一括説明をお願いします。 

［事務局］ 

  資料に基づき説明。 

○質疑応答 

［委 員］Ｑ  

資料１の（１）温室効果ガス排出量の目標設定について基準を決める際、参考にした数値を

教えてください。 

［事務局］Ａ 

平成２８年度の実績値を１００％とし、平成３４年度（令和４年度）に２０％削減を目標とし、

順次数字を削減した数値です。稲沢市地球温暖化対策実行計画で定めた稲沢市の排出量で、平成

２８年度の実績値を基準とし、パリ協定以降、国内の自治体では２０３０年度（令和１１年度）

までに４０％削減（参考：国の基準年は２０１３年（平成２５年）度）が目標とされたことによ

ります。 

［委 員］Ｑ  

５（１）環境教育・環境学習の推進について、自然観察会参加者数だけで終わっているが、

教員時、環境問題が盛んになった京都議定書のころ、環境学習をしました。自然観察も大事だ

が、学校で子どもたちがどうして温暖化になったのか、とか、大きな台風が起こり、どうした

ら食い止められるのか、とか科学的な勉強も必要だと思う。学校の教育課へ働きかけて総合学

習のなかにぜひ環境学習を位置づけてほしい。文科省が地域に開いた教育をといっているので、

環境学習を学校公開日に充てて、地域の人と一緒に勉強するとか、職員が出前講座に行くなど

何かしらしてほしい。 

［事務局］Ａ 

自然観察会は環境基本計画の指標としたため、記載させていただきました。学校では、「スト



ップ温暖化教室」という県が委嘱した地球温暖化防止推進員が、希望する学校で講座をしてお

ります。稲沢市環境保全課では環境学習になるものは教育委員会を通じて案内し、希望される

学校には資料を提供するなどしております。 

また、現在、火災で環境センターの見学ができない状況ですが、復旧工事が完了した際には、

各学校に来ていただき、ごみ処理施設を見学していただく予定です。見学時には、中に会議室

があり、環境問題についてそこでも学ぶことができますので、環境センター一体となって今後

も取組としていけたらと思います。 

［委 員］Ｑ 

大里東地区に住んでいるが、市民病院に行った帰りにコミュニティバスを使用したら本数が

少なく、病院で３時間待った。改善していただきたい。 

［事務局］Ａ 

コミュニティバス所管の地域協働課に伝えさせていただきます。 

［委 員］Ｑ 

基本計画の中で安心して暮らせる地域社会の確立とありますが、今日のような大雨の場合、

災害時に調整池にすでに水が溜まっていると新たに貯水できず効果が薄い。どのような場合に

排出するのか。 

［事務局］Ａ 

農業排水であれば農務課、都市排水路については下水道課、県が管理する河川以外のものに

ついては土木課と所管がそれぞれございます。おっしゃるとおり雨が降る前に空にしないとい

けませんが、受け入れる川の水位が高かったりすると、減らせない場合もあります。今回のご

意見は下水道課など関連部署に伝えさせていただきます。 

［委 員］Ｑ 

公園は避難場所として指定されているが、雑草が繁茂している。できれば定期的に処理して

いただきたい。 

［事務局］Ａ 

公園にも種類があり、例えば稲沢公園は造園業者に委託しており、ワークショップを開いて

地元の意見を頂いて造る公園は最終的にはご地元の方に愛護会などを作っていただくため動き

が良いですが、一概に管理することは難しいのが現状です。都市公園所管課の都市整備課に伝

えます。 

［委 員］Ｑ 

定期的に道路清掃をしているが実感として、たばこの吸い殻とペットボトルはかなり減少し

ている。事業をしている身としては、産業廃棄物のプラごみが海外へ受け入れしてもらえなく

なるため、困っている。対応策として、いずれは市内で処理するようにしていかねばならない

のではないですか。 

［事務局］Ａ 

プラごみについては市議会からも指摘されています。産業廃棄物は県の管轄であり、市町村

に権限がありません。市内でも何年かに一度は産業廃棄物処理場の計画が出ますが、その際、

市として何もすることができませんでした。そこで、先の９月議会で産廃処理場設置にあたり、

どういう施設で何を処理するのか、近隣の方に説明して、理解をいただくよう条例制定の議決

をいただきました。法的拘束力はありませんが、地域の不安が少しは和らぐと思います。 

国内から出たごみは本来国内で処理すべきでありますが、どこで処理するのかと問題はあり

ます。これからも注視していきたいと思います。 



 

［会 長］ 

次に議題（２）「稲沢市地球温暖化対策実行計画に係る平成３０年度実施結果について」、事

務局から説明をお願いします。 

［事務局］ 

  資料に基づき説明。 

○質疑応答  

［委 員］Ｑ 

先ほどの目標を達成しようと思うと、ごみの焼却をどうするのかというのが問題になってく

ると思いますが、いかがですか。 

［事務局］Ａ 

可燃ごみの分析をすると、生ゴミがやはり多い。地道ではありますが、段ボールコンポスト

教室を開催し、できた堆肥を緑のカーテンに使用するなど啓発しています。 

現在日本では、６００万トンもの食品ロスが問題となっています。宴会のときに３０１０運

動していただくとかご協力いただきたいと存じます。また、稲沢市では昨年度よりフードドラ

イブを開催し、消費生活展も含め、皆様のご協力で１週間で８００㎏の食品を集めることがで

きました。集めた食品は、社会福祉協議会などを通じて、生活困窮者のもとへ届けられます。

ごみ減量に対し、食品ロスを減らすことがまず取り組みやすいかと思います。また、一番多い

生ゴミを自然に還す方法をもっと普及していきたいと思います。 

 

［会 長］ 

  次に議題（３）の「プラスチック・スマートの推進について」、事務局から説明をお願いしま

す。 

［事務局］ 

  資料に基づき説明。 

○質疑応答 

［委 員］Ｑ 

問題となっているプラスチックは、ワンウェイ使用のストローやポリ袋などである。自社の

工場などで作成する部品などは国内では９９％再利用できているが、海外でリサイクルされて

いない可能性もあるため、生分解性を検討しているところである。プラスチックは便利だが、

環境への負荷が高いので、改善の必要があると思う。藤前干潟でクリーン作戦をするが、ペッ

トボトルがとても多いので、川上の稲沢市とも連携していきたい。 

［事務局］Ａ 

今年６月２日に行われた全国植樹祭で使用した苗木の半分以上は、稲沢市で生産したもので、

ポットは祖父江町で作ったものを使用しました。ポットが生分解性で土に戻るものでしたので、

ポットのまま植えるという形です。ただ、コストがかかる点がネックとなります。公共施設の

食堂での活動は小さなことではありますが、地道にすすめていきたいと思います。 

 

［会 長］ 

次に議題（４）の「その他 ①稲沢市環境委員について、②稲沢市さわやか隊員について、

③稲沢市さわやか隊統一行動日及び環境講演会について、④浄化槽設置事業補助制度について」、

事務局から説明をお願いします。 



［事務局］ 

  資料に基づき説明。 

○質疑応答 

［委 員］Ｑ 

浄化槽の設置費は高いと思うが、補助金でどれくらい賄えるのか。 

［事務局］Ａ 

掘削場所や業者にもよりますが、転換の５人槽ですと６０％程度補助金で補えます。 

［委 員］Ｑ 

ごみゼロ運動について、雑草は行政区によって黄色の可燃ごみ袋だったり、ごみゼロ運動の

赤い袋だったりとまちまちである。どの袋使用するのが正しいのか。 

［事務局］Ａ 

ごみゼロ運動はあくまで散乱ごみを回収するもののため、草については、黄色の可燃ごみの

袋でお願いします。大量に雑草が出る場合は収集車の都合もありますので、事前に資源対策課

にご連絡いただければと思います。 

［委 員］Ｑ 

祖父江は合併前、全地域を下水道にする計画があり、祖父江町の３／４は農業集落排水を使

用し、それ以外は下水道を使用する予定で、川にはきれいな水が流れるはずだった。しかし、

合併後そのような話はなくなってしまった。ホタルの会の努力は認めるが、市として全体的な

協力体制が足りないのではないか。例えば農業をするにあたり、農薬を使用しないなど。 

［事務局］Ａ 

下水道については、合併後市が下水道計画を見直したことは事実ですが、稲沢市だけのこと

ではございません。国土交通省が将来的な人口減少社会において、インフラとして公共下水道

をどこまで広げるか、国としても限度があるため市町村へ見直すよう指導したものです。農業

集落排水や平和町にあるコミュニティプラントなどできれいにしていくというのは当然です。

ですので、浄化槽の転換の場合の補助金を増やしたのはそういう意味合いもあります。 

ホタルの会の皆さんは一生懸命していただいております。ですが、農家の方がお米を作ると

きに農薬を使用していますが、もちろん禁止されている農薬は使用していません。許容範囲内

の農薬を市として止めることはできず、できるだけ協力をお願いします、程度でしか言えませ

ん。ホタルをこれ以上減ることのないよう、市として協力していきたいと思います。 

［委 員］Ｑ 

いなざわ環境市民会議はどのような目的で実施するものか。年に数回の会議で意見が反映さ

れるのか。 

［事務局］Ａ 

市から環境基本計画などの進捗を報告し、それに対する意見を伺い、今後の政策に反映させ

ていきたいと思います。環境基本計画や生物多様性地域戦略を策定する場合、パブリックコメ

ントとして広く市民のご意見をいただく市民参加条例に基づいて行いました。いただいたご意

見は会議録にも残しますし、次年度以降の予算にも生かしていきたいので、たくさんのご意見

をいただきたいと思います。 

［委 員］Ｑ 

さわやか隊として、さわやか隊のための打合せや会議などはないのか。隊員３,０００人を目

標としているが、人数以外にも目的にすることはあると思う。 

［事務局］Ａ 



年に一度ということですと、毎年１１月２６日の統一行動日がございます。統一行動日では、

一斉行動と講演会という形で現在行っておりますが、さわやか隊の方が集まるせっかくの機会

ですので、意見を述べる機会を設けるなど検討していきたいと思います。 

［委 員］Ｑ 

さわやか隊の活動として頭打ちを感じる。見回り活動と併せてごみ拾いをしており、汚い箇

所・ポイ捨ての多い箇所から進めたところ、きれいにはなったが、通りすがりの方がごみをポ

イ捨てしている状況である。さわやか隊の活動はどのような目的なのか。 

［事務局］Ａ 

さわやか隊の皆様は地域の「目」としての役割です。誰かが見ているとごみは捨てにくい環

境になります。また、このいなざわ環境市民会議は、設置要綱の第３条１号に謳ってあるよう

に環境基本計画の推進やその他環境についてなど地域からのご意見をいただく会議です。頂戴

したご意見を基に改善や関係機関に働きかけをしていきます。 

［委 員］Ｑ 

 昨年の会議にも参加しましたが、述べた意見は来年度すぐに実現してもらえるものと思って

いた。道路が渋滞するとか話をしましたが、こうした計画の見直しは５年後のことですので、

今言っても来年には実現が困難だと言われてがっかりした。ここで出た意見をつなげていただ

きたい。 

［事務局］Ａ 

 道路の渋滞の話などは関係課に伝えさせていただきます。 

［会 長］ 

ほかに何かございますか。ご質問もなくなりました。これで、本日の議題は、全て終了いた

しました。 

最後に市には様々な問題がございますので、それぞれ優先順位をつけていただき、取り組ん

でいただきたいと思います。この場で言ったことがすぐ来年に反映するのはなかなか難しいこ

ととは思いますが、この場にいらっしゃる幹部の皆さんに何度も訴えかけることで、いくつか

提案にあがることを信じてしっかりインプットしていただけたらと思います。以上です。 

［事務局］ 

  本日は、長時間にわたり慎重審議を賜り、誠にありがとうございました。以上をもちまして

会議を閉じさせていただきます。 


