
第３次環境基本計画（素案）に対するパブリックコメントについて 

 

１ 募集期間   平成３０年１０月１５日（月）～平成３０年１１月１４日（水） 

２ 意見提出者数 ３人 

３ 意見件数   ２３件 

４ 提出されたご意見の要旨と市の考え方 

   （ご意見は、文意等を損なわないように要約・補足等をさせていただいております。） 

No. 項目 市民から寄せられた意見 市の考え方 

1 2-1-1-(2) 

土地利用 

  (9ページ) 

「将来的には人口減少に伴

う土地利用の変化も想定」と記

載されているが、今後の土地利

用に関する予測がどのページ

にも見られない、想定と目標な

ど必要。 

温暖化防止に関して市とし

て将来どのような都市になる

のでしょうか (工業中心な

ど？)。 

稲沢市ステージアッププラン

（第 6次稲沢市総合計画）におい

て、土地利用の基本方針を次の 3

つの土地利用の誘導を目指し、

住・農・商・工の調和の取れた都

市の形成を図ると掲載しておりま

す。「①名鉄国府宮駅周辺の高度利

用を進める②名鉄国府宮駅から

JR 稲沢駅周辺における新たな住

居系市街地の形成を図るととも

に、広域的な交通利便性を生かし

て企業誘致を進める③点在する市

街地の連携を図るため幹線道路の

整備を引き続き進める。」 

環境基本計画においては、環境

の現状として記載しております

が、今後の土地利用につきまして

は、市総合計画や都市計画マスタ

ープランで対応しています。 

2 2-1-2- (1) 

大気環境   

（11ページ） 

「減少傾向にある」と記載さ

れているが、今後 10 年後の予

測としても減少傾向にあるの

か、その根拠は何か、課題はな

いのか。 

生活環境の現状として大気環境

を掲載しています。 

大気汚染の測定につきまして

は、稲沢市役所内に県の自動車排

気ガス測定局が設置され、常時観

測が行われています。 

市としましては、次世代自動車

の導入を推進するとともに、市環

境センターにおきましては公害防



止基準に沿って事業者としての遵

守を徹底します。 

大気汚染に関しては、県の所管

となっているため、今後 10年後の

予測は市としては設定しておりま

せん。 

3 2-1-2-(5) 

廃棄物処理の状

況 

（16ページ） 

ごみの排出量が平成24-26年

と比較し近年増加している原

因を分析し課題とすべきでは

ないか。 

 

平成 24年度から 29年度までの

過去 6年間における 1人 1日当た

りのごみ量はほぼ横ばい状態にあ

ると考えておりますが、今後はご

み量を減らすために、水切り、使

い切り、食べ切り等のＰＲや、雑

がみの資源化の啓発を行い、引き

続きごみの減量に努めます。 

4 3-1 

望ましい環境象 

（26ページ） 

稲沢市が掲げる「ステージア

ップ」の内容について、前計画

をどのようにステージアップ

しているのか、市民に分かりや

すく記述していただきたい。 

『第 6次稲沢市総合計画は、ひ

とつ高い次元を意識したまちづく

りに取り組んでいくため、ステー

ジアッププランとして、2018（平

成 30）年度からの 10 年間の計画

で推進しています。このプランは、

①新しい時代（ステージ）に対応

していく②行政水準（ステージ）

を高めていく③まちづくりにおけ

る市民との関わり合いの質（ステ

ージ）を高めていくという三つの

意味が込められています。 

本環境基本計画においても、新

しい時代に向けて、市民、事業者、

市の各主体の協働により、三つの

ステージを高め、「ステージアッ

プ!  地球にやさしいまち いな

ざわ」を目指していきます。』と変

更します。 

5 3-3-1 

市民の役割   

（30ページ） 

「地域ごとの環境保全活動

に積極的に取り組む」と記載さ

れていますが、温暖化防止にお

住み良い住環境を確保するため

には、その地域で環境保全活動に

取り組むことが必要と考え、「地域



いては、地域ごとではなく常に

連携・協業が必要であると思

う。 

ごと」としましたが、誤解を招い

ていますので、「地域ごと」を削除

します。 

6 3-4 

環境目標の達成

に向けた取組 

（32ページ） 

環境目標 4「安心して暮らせ

る地域社会の確立」に公害の防

止だけでなく近年頻発してい

る災害対策についても触れる

べきである。 

災害対策についての具体的な記

述は、稲沢市地域防災計画で対応

しておりますので、本計画には掲

載しません。 

7 4-1～5 

環境目標達成の

ための取組 

（33ページ 

～58ページ） 

1～5 に記載されていること

はよく計画されていてよいと

思います。 

しかし、環境委員を始め関係

者は本当に地域住民にための

活動をやっているのかは疑問

です。 

確かに地区のリサイクル活

動は地区のためにもなるので

やっていますが、その他の環境

問題については、何もしていな

いのではないでしょうか。 

区の環境委員さんは活動費

をもらっているはずです。 

環境委員を始め、環境ボランテ

ィアであるさわやか隊員の方々が

活動され、地域のために活動する

人の輪が広がっていくことを期待

しています。 

なお、環境委員さんには、地域

のごみゼロ運動や側溝清掃などの

業務をお願いしています。 

 

8 4-1-(1) 

低炭素社会の推

進    

（34ページ） 

「「持続可能な開発目標」

(SDGs)で 17 ゴールが定められ

た」と記載されていますが、

SDGs に関する説明が P35 から

記載はあるが、市の事業との関

連の説明がどこにも記載がな

い。浮いたページとなってい

る。全ての事業は必ず SDGｓと

関連しているという図式化か、

もっと詳細に記載が必要。 

SDGs（持続可能な開発目標）は、

環境・経済・社会を統合しており、

各国が取り組む目標です。ご指摘

のとおり浮いたページではあるか

もしれませんが、まずは、17のゴ

ールを知っていただくために掲載

しております。 

各取組の指標がどの目標と関連

があるか記載させていただきま

す。 

9 4-1-(1)-1) 

再生可能エネル

ギーの利用促進 

(37ページ) 

表中「再生可能エネルギー導

入の情報収集と提供」とある

が、情報提供だけでなく、化石

燃料に代わる代替エネルギー

本計画において、本市にとり、

化石燃料に代わる代替エネルギー

として何がふさわしいか情報収集

を行ってまいりたいと考えていま



への転換を政策として掲げて

いただきたい。 

 

す。また、次の計画策定時に、ふ

さわしい方策を見極めることがで

きれば、計画に加えてまいりたい

と考えています。 

10 4-2 

環境にやさしい

循環型社会の構

築 

（41ページ 

～44ページ） 

第 4 章・2「環境にやさしい

循環型社会の構築」は特に必要

と思います。 

そして 2）の「廃棄物の適正

処理」は市民の身近な問題とし

て最も重要な問題と考えます。 

住みよい環境を確保し、維持

するためにも必要なことです。 

今までの社会情勢をみても

おおいに反省し参考になるこ

とがあったと思います。 

 

①すなわち、稲沢市が大恥を

かいた「産業廃棄物業者」の法

令違反の産業廃棄物処理業者

「ダイコー」の事件。 

また、10年以上前に発生して

大きな社会問題となった岐阜

市椿洞の不法投棄事件などは

おおいに心に留めておく必要

があります。 

 

②ダイコーの事件は産業廃

棄物の不法な処理が問題にな

りましたが、これも以前から市

民の苦情が寄せられていたも

ので、その対応が、県及び市の

後手、後手で結果として業者は

逃げてしまい、何の後処理もで

きず、無駄な税金を使って事務

処理をする結果になり、市民と

しては許せません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

③また、岐阜市椿洞の事件に

ついては、処分場の不法投棄事

件は、相当以前から住民からの

苦情があって市、県の職員が立

入検査に何回も行っているの

に、業者に脅されて目的を達成

できずになっていたことが不

法投棄が続く結果になったと

言われています。 

 

④また最近みていると、空き

地への産業廃棄物の借り置き

場としての、不法投棄まがいの

状況や、稲沢保育園すぐ隣で、

犬の飼育場があったり（今犬は

いませんが）身近なところでの

環境問題が起きています。 

 

⑤これら産業廃棄物、一般廃

棄物の不法投棄、不適正処理事

案は早期の対応が絶対に必要

で、長引けば長引くほど処理が

難しくなり、市民に多大な迷惑

と損害、平穏な生活権利の侵害

が発生するものです。 

従いまして私ども市民が市

に対して望んでいるものは、こ

の計画が「絵に描いた餅」にな

らないために、私は次の事をし

っかりとやって頂きたいと思

います。 

 

廃棄物の不法投棄、又はまぎ

らわしい事案を認知したとき

は、県、市、警察と連携し「早

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



期に対応し、調査、法律確認、

指導、取締」をしてください。 

そうすれば田んぼや畑の中

に廃棄物が山と積まれる状況

はなくなります。市の方もやっ

ていると思いますが、結果とし

て表れてこないのでそう思い

ます。（産業廃棄物が畑や田ん

ぼにあること） 

 

廃棄物の不法投棄事案はな

くなりません。 

そのため環境部の中に「取締

チーム」を作り事案が認知した

ときは時を移さず県、警察と連

携して事案が大きくならない

うちに摘み取る体制をとるこ

とが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不法投棄の通報があった際は、

これまでも県、市、警察と連携し

て対応していますが、ご提案いた

だきました「取締チーム」につき

ましては、産業廃棄物の担当とな

る愛知県にも働き掛けてまいりま

す。 

 

11 4-2 

環境にやさしい

循環型社会の構

築 

（41ページ 

～44ページ） 

環境委員をうまく使ってく

ださい。不法投棄を申告した委

員は何人いましたか。活動費を

支給しているのですから市民

の目として活用することが重

要です。良心的な通報制度を確

立する必要があります。 

環境委員設置規則第 4条の職務

の中に、次のことを定めています。

『環境美化活動の連絡に関するこ

と。ごみの不法投棄等の連絡に関

すること。』 

環境委員からの不法投棄の通報

につきましては、毎年４月に開催

しております環境委員会議で今ま

で以上にお願いをしてまいりま

す。 

現在の活動状況としまして、こ

の職務遂行のため、犬のふんやご

みのポイ捨て、不法投棄など地域

での問題に対し、区長さん又は環

境委員さんが環境センターに連絡

をし、啓発看板を地域に設置して

いただいています。 



平成 29年度の実績として、犬の

ふんやごみのポイ捨て看板は 65

件 171枚、不法投棄に係る看板は

31件 61本でした。 

12 4-2 

環境にやさしい

循環型社会の構

築 

（41ページ 

～44ページ） 

以上述べたことが環境目標

達成のための取り組みを本物

にしていくポイントであると

考えます。なぜならば前述の

「ダイコー」「岐阜市椿洞の問

題」などはこれらがうまく機能

しなかったためになったこと

で、担当部署の方で真剣に検証

し今後に繋げていくべきと考

えます。 

ご指摘のとおり、ダイコーや岐

阜市椿洞の問題を教訓に、関係部

署と情報交換など連携を密にし、

適正な対応に努めてまいります。 

13 4-2-(2) 

リサイクルの推

進 

（43ページ） 

 

「…一方、民間資源回収拠点

も増加しており、市としての 

回収量は減少している状況で

す。リサイクルのさらなる推進

を目指し、食品残渣の堆肥化や

焼却灰の資源化も進んでいま

す。」この表現は推敲すべきで

ある。 

以下のとおり変更いたします。 

「…一方、民間資源回収拠点も

増加しており、市としての回収量

は減少している状況です。循環型

社会の形成を目指し、分別収集利

用の啓発や食品残渣の堆肥化、焼

却灰の資源化など、リサイクルを

推進してまいります。」 

14 4-2-(2) 

リサイクルの推

進 

（43ページ） 

 

 

 

 

 

前計画実績よりリサイクル

資源化量が減っている。県内の

類似規模の市町村と比較して

もリサイクル率が少ない。市と

しての資源回収量を回復する

ために、回収ステーションの増

設等の対策を考えるべきでは

ないか。 

リサイクル率が低下している原

因の一つとして、民間資源回収場

所の増加がありますが、市として

は行政区の協力のもとで行ってい

る分別収集を推進していくことを

考えています。また、分別収集を

補完するものとして、平成 29年度

から環境センターにおいて拠点回

収を行っており、平日も排出でき

る体制をとっております。 

15 4-2-(2) 

リサイクルの推

進 

（43ページ） 

市は小型家電リサイクルに

取り組んでいるが、推進する目

標を掲げるべきである。 

 

現在、東京 2020オリンピック・

パラリンピック競技大会用のメダ

ルを作成する「都市鉱山からつく

る！ みんなのメダルプロジェク



  ト」に取り組んでいますが、低品

位の小型家電の資源価値が著しく

低下していることもあり、推進目

標を掲げることは難しいと考えて

おります。 

16 4-3-(1) 

豊かな自然環境

の保全・創出 

 (45ページ) 

農林水産省の「生物多様性戦

略」においても、農薬・肥料等

の適正使用の推進、さらには、

農薬・肥料の低減に向けて、持

続性の高い農業生産方式の導

入の促進を図ることが述べら

れているので、「・・・・つま

り、農作物の施肥基準に沿った

適正な施肥の推進や田畑も含

めた除草剤の適正使用が求め

られています。」の記述の中に

「生物多様性に配慮した農

薬・肥料の低減」についても言

及すべきである。 

4-3-（1）-1)の多様な生態系の

保全・創出の主な取組内容に「生

物多様性に配慮した農薬・肥料の

低減」を加えます。役割分担は、

市民・事業者・市の全てです。 

17 4-3-(1) 

豊かな自然環境

の保全・創出 

(45ページ) 

「・・・・しかし、投棄され

た廃プラスチックが河川へ流

入し、水生生物への悪影響をも

たらすことで、生活環境へ影響 

を与えています。快適な環境を

保全するため、廃プラスチック

の回収が進められています。」 

投棄されたプラスチックが

環境汚染の主要な原因とは考

えられない。唐突に廃プラスチ

ック問題だけが強調されるよ

うな記述を改めていただきた

い。 

環境基本計画は環境部局だ

けが作成するのもではなく、市

部局全体で策定するのもので

あるはずなので、ごみ問題だけ

廃プラスチックの問題は、世界

中で近年大きな問題として取り上

げられているため、掲載をします。

ウミガメの鼻にストローがはまっ

てしまったり、魚のお腹にマイク

ロプラスチックがたまっている状

態だけでなく、人間の体内にも蓄

積されている結果が出ており、新

たな問題として認識していただく

必要があると考えています。 

なお、この計画は、75ページの

計画策定の経緯に記載があります

ように、各行政部局で構成した環

境行政推進会議に諮って進めてい

るものです。 



に特化した記述は適当とはい

えない。 

生物多様性地域戦略との整

合性を取るべきである。 

18 4-3-(1) 

豊かな自然環境

の保全・創出 

 (45ページ) 

表中「ホタルの発生地区数」

基準値も目標値も 6であるが確

認地点数が昨今大幅に減少し

ていることが反映されていな

い。このまま対策を取らないと

早晩稲沢市内のホタルは絶滅

を免れない。もっと現実を直視

した方針をもつべきである。ホ

タルは生物多様性の示すメル

クマールであり、ホタルを増や

すことはホタルだけにとどま

らず里地の生態系の回復を意

味することをしっかり認識し

ていただきたい。 

したがって「ホタルの発生地

区数」の指標は豊かな自然環境

の保全・創出のための指標とし

ては不十分であり、もし、数値

指標をもつならば「祖父江のホ

タルを守る会」等の環境保全団

体とも十分協議すべきである。 

 

NPO 法人祖父江のホタルを守る

会が、毎年 125箇所において約半

年にわたり生息状況調査を実施し

ており、2007（平成 19）年以降急

激に減少していることを確認され

ています。6 小学校区数は祖父江

町内の全ての校区を表しており、

絶滅させないよう維持を目標とし

ています。この指標につきまして

は同会との協議の結果でありま

す。 

また、祖父江町に自然自生して

いるヘイケボタルは、豊かな自然

環境の指標として貴重な生物であ

ると認識しています。 

 

19 4-3-(1)-1) 

多様な生態系の

保全・創出 

 (46ページ) 

「・・・市内の水路に見られ

る水生生物は外来種も含め各

地区で共通していました。ま

た、農業の機械化や除草剤など

の合理化により、多くの植物が

姿を消しつつある一方、貴重な

在来の植物も確認されていま

す。」中「除草剤の合理化」は

「除草剤の多用などによる合

理化」としていただきたい 

「除草剤などの合理化」は、草

刈ではなく除草剤を使用すること

で合理化を図っているという意味

で掲載していますので、「草刈の手

作業を省くために除草剤を使用す

ることによる合理化」とします。 

 



20 4-3-(1)-1) 

多様な生態系の

保全・創出 

 (46ページ) 

表中「ホタルなどの身近な動

植物の生育・生息状況などに関

する調査」だけが取組では生息

環境は守れないと考える。ホタ

ルなど希少な生物を守る具体

的な取組を是非掲げていただ

きたい。 

「用水路やあぜ、土手などの生

物の生息空間の保全」及び前述の

「生物多様性に配慮した農薬・肥

料の低減」について、市民、事業

者、市が協働して行うことを主な

取組内容と考えています。 

21 

 

4-4-(1) 

公害の防止 

（49ページ 

～50ページ） 

気候の極端現象が頻発する

昨今、7）として非常時、災害

時の対応を記載すべきである。 

災害時の対応については、稲沢

市地域防災計画で対応しておりま

す。 

22 資料編 3-6 

（70ページ 

～74ページ） 

環境関係の委員についてで

すが、稲沢市環境審議会委員並

びにいなざわ環境市民会議委

員に「稲沢市民センター地区ま

ちづくり推進協議会」からひと

りも参加していないのはおか

しいです。 

稲沢の中心である「稲沢市民

センター地区」を除外している

のですか。今後選考して頂き意

見を聞いて頂くことを要望し

ます。 

いなざわ環境市民会議の委員

に、4 か所のまちづくり推進協議

会から委員を推薦していただいて

います。先回の委員に稲沢市民セ

ンター地区から委員を推薦してい

ただいており、市内 9箇所のまち

づくりから順番に委員を選出して

いただいていることから、今期は

委員ではありません。しかし、環

境審議会においては、4 人の方が

稲沢市民センター地区在住の委員

です。 

23  この計画案に関する説明会

があれば是非聞きたい。 

環境基本計画に関する説明会

は、開催の予定がありません。今

回の質問以外に、ご質問がありま

したら、環境保全課までご連絡を

お願いします。 

 

 


