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議 題 

（１）豊橋市環境基本計画の進捗状況について（資料１） 

（２）豊橋市廃棄物総合計画の進捗状況について（資料２） 

（３）とよはしエコマネジメントシステム（Ｔ－ＥＭＳ）について（資料３）
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環 境 審 議 会 会 議 録

日 時：平成２７年７月２３日（木） １３：３０～１５：１０ 

場 所：市役所東館８階 東８５会議室 

委員数：１６人／１７人 

○ あいさつ 

○ 議 題 

会 長：議題１「豊橋市環境基本計画の進捗状況」について、及び、議題２「豊

橋市廃棄物総合計画の進捗状況」について事務局から説明していただき

ます。 

（事務局より説明） 

会 長：ただ今ご説明いただきましたことについて、何かご質問、ご意見はござ

いませんか。 

委 員：資料 5 ページの市民一人当たりに都市公園面積について、「西物草公園を

新設したため 0.11ha 増えた」とありますが、市民一人当たり面積がこん

なに増加するのはおかしいのではないでしょうか。市民一人当たりでこの

数値だと、３７万人では相当の数の公園が増えたことになってしまいます。

それともう１点ですが、森林の保全と育成に関することですが、今年はナ

ラ枯れがとても目立っており、このことはここ１・２年のことだと思いま

すが、ナラ枯れに対する対策・施策というのはどのようになっているのか

ご説明いただきたいと思います。 

事務局：都市公園面積については、新規の公園面積が 0.11ha であったという意味

でありまして、市民一人当たりこれだけの面積が増えたということではあ

りません。記載方法をもう少し工夫いたします。２点目の森林の保育作業

に関連してナラ枯れが目立つということですが、行政としてその対応は難

しい状況となっております。東海自然歩道と関係のあるＮＰＯだとか、自

然保護の団体の方々と連携する中で、現在、生態系保全ネットワークとい

う協議会も設けておりますので、その中でどのような形で保全していくの



かであるとか、原因が何であるのかということを把握していきたいと思っ

ております。 

会 長：１点目については記載方法について、もう少し工夫をお願いします。２

点目についてですが、ナラ枯れというのはもう豊橋まで来てしまってい

るのですか。北の方から下りてきて、岡崎くらいで止まっているものと

思っていました。 

委 員：岩屋緑地や、葦毛湿原の周辺がひどい状態で、緑の中に黄色の枯れた木

が見えますので、お出かけの時には気にして見てみてください。今ピー

クを迎えているのかと思えるくらいの状態です。 

委 員：6、7 ページにあります５３０運動の参加者数について、私たちは町内で

５３０運動を行っているのですが、そのような各自治会での５３０運動

の参加者も含まれているのでしょうか。もっと多くなるのではないかと

思えるのですが、どうでしょうか。 

事務局：５３０運動環境協議会の活動の話になりますが、この協議会は４０周年

を迎え大変歴史のある団体でございます。数値につきましては各団体か

ら５３０運動の計画書をご提出いただいておりまして、その参加者数と、

協議会が主体となって行っている事業の参加者数の合計値となっており

ます。 

委 員：資料の見方でわからないところがあって、昨年も同じような質問をした

かと思いますが、もう少しわかりやすく記載できないでしょうか。目標

値が「増加」というものがありますが、これはどのように理解したらよ

いのでしょうか。定量的な数値が入っていないので計算できないと思い

ます。次に２ページ以降のグラフですが、実績値が基準値よりも内側に

記されている項目がありますが、これは何を意味しているのでしょうか。

グラフの中心点が何かわからないので、もう少し工夫してわかりやすく

していただけないでしょうか。 

事務局：環境基本計画は策定してから５年が経過し、今年度中間見直しを行って

います。その点のご指摘も踏まえたうえで、改訂時には新たな見直しを



していく考えです。「増加」という指標についてはとてもわかりにくいも

ので、中間見直しの際に「増加」という言葉を消す方向で改訂したいと

思っております。考え方としましては、基準より良くなれば「目標達成」

という考え方で、当時目標を設定しました。そこで２ページの表につい

て、もう一度説明させていただきます。一番外側にある「■」が目標値

となります。次にその内側にあります「●」をつなぐ点線が基準値とな

ります。それで基準値よりも増加すれば目標達成ということになるので

すが、例えば④電動アシスト自転車普及台数を見ますと、実績値が 561

台ということで、基準値の 845 台を下回っており、基準値よりも内側に

入っているというのがこの表の表し方になっています。分かりにくい点

がありますので、この辺の表現方法は、改訂の時に見直しを行います。

しばらく進捗状況を確認するためにも、これまでと同じ表現をさせてい

ただいております。 

委 員：９ページになりますが、工場・事業所排水検査件数について、隔年実施

にしたため減少したとありますが、今後はずっと隔年で実施されるとこ

れはずっと達成できないような目標になります。その場合目標値自体を

見直してしまうということは可能なのでしょうか。 

事務局：今の環境基本計画を作った時の目標を見直すというのは難しく、数値的

には目標を下回るのですが、検査の回数よりも、内容の充実を図ったと

いうことでご理解をいただけるとありがたいです。私どもは水質検査で

排水の事業所のところに毎年度１回以上は行くという形で、検査をして

おったのですが、優良事業者と違反事業者があり、また水質汚濁防止法

の改正により自ら測定したデータを記録しなければならないということ

がありまして、違反事業者を中心に今までの排水だけではなく、維持管

理状態、施設の運転状況を中心に効果的な水質改善をしてほしいという

ことで、排水検査における回数が減ったということです。 

委 員：そのこと自体はいいことなのですが、それをこのような数値目標で表わ

して１００％達成しないということになると、問題があるように思われ



てしまいます。 

事務局：わかりました。目標値については検討させていただきます。 

会 長：項目によってはそういったものが見受けられます。グラフを見ていると、

これはいつまでたっても達成できないのではないか、と思えるものがあ

ります。これは現状では仕方のないことですが、今後、目標値の立て方

については工夫をお願いします。 

委 員：最初の自己紹介で温暖化と熱中症についての話をさせていただきました。

少し見当違いな質問になるかもしれませんが、今の基本計画の進捗状況

からすると、けっこう進捗しているのかなと思えますが、これらの目標

値を仮にすべて達成できたとすると、どの程度環境に対して効果がある

ものなのでしょうか。そのような見積もりといったものはあるのでしょ

うか。 

事務局：環境基本計画の中に低炭素社会の実現ということで地球環境を含めた温

暖化対策の目標がございまして、個別温暖化に資するものもありますが、

従来の地球温暖化対策地域推進計画の見直しの方で数字をご説明させて

いただきます。温暖化については自然環境の部分も含めて、様々なこと

が言われてきておりますが、市単体の部分で貢献できるということでは

ない部分もあるものですから、地球全体としての取組の中で、豊橋市の

環境という部分にも効果があるということになります。 

事務局：環境目標の最終テーマとして温暖化対策、ＣＯ２の削減ということがあ

ります。その中で生物多様性についても、資源循環についても、最終的

にＣＯ２の削減につながってくるための各施策になっております。そう

いったことで国が示すＣＯ２削減目標にどこまで豊橋市としてついてい

けるのかということが、後ほど説明させていただきます温暖化計画にな

りますが、そういったそれぞれの計画を総合して、今よりも住みよい環

境にしたいというのがこの計画だと思います。数値でお示しすることは

難しい状況にあります。 

委 員：われわれが住んでいるところですから、ぜひ、いい環境になるようにし



て欲しいと思います。そのためには、市民にも何かしら努力を強いるよ

うな計画になってくるのかなと思います。その場合に、市民に対してど

れだけ頑張ったら、どれだけ良くなりそうだというくらいの何か夢とか

そういうものを抱かせることができるといいと思います。 

委 員：色々なところで豊橋市はリサイクル率が低いという指標が出てきていて、

スラグの有効活用の減少という説明もありましたが、一般市民としては

リサイクルについても関心を持って努力しており、特に店舗での古紙回

収を活用しているものですからなぜ低いのかと思います。15 ページに各

都市とのリサイクル率の比較がありますが、豊橋市は低いなりに何とか

頑張っているのかなとも思います。この表を見ると、田原市がすごく頑

張っているように見えます。将来的に田原市と一緒にごみの処理をして

いくようなことも聞いておりますが、どうして田原市はこのようになっ

ているのか、なにか情報はありますでしょうか。 

事務局：リサイクル率の計算方法は、分母に全部のごみの量、分子にリサイクル

された製品の量となります。ですので、まず、ごみの総量が減らないこ

とには、リサイクル率は上がらないという大前提があります。そういっ

た中で豊橋市としては、スラグの有効活用ということでこれだけのリサ

イクル率を維持しているわけでありますが、今後古紙やプラスチック類

のリサイクル率も踏まえて少しずつ上げていかなければいけないという

のが現状であります。豊橋市の１９．４％というのは同規模の中核市の

１９．６％よりも悪いということで、やはり３０万都市と比べてもまだ

まだ低いというのが現状です。田原市については、先ほど言いました計

算式とも関係してきますが、製品の重さがリサイクル率に大きく反映し

ます。田原市のごみ処理方法が焼却施設ではなく炭化炉と言いまして炭

を作るものになっており、これを炭として全量リサイクルできている状

況にあることも、一つの要因となっているのかなと思います。 

会 長：今、田原市では炭にすると言われましたが、一般ごみを炭化して炭を作

って民間企業で使っているものですから、リサイクルが進んでいるとい



うことですね。 

事務局：この数値は、全国統一の算出方法なので、他都市と比較するときにはこ

の数値を使わせていただいております。 

委 員：一応、そういった統一の算出式があるということですね。 

会 長：リサイクルについては、この程度で推移しているというのは、評価でき

ると思います。確かに豊橋市は他の中核市と比べると低いですが、２０％

前後というのは全国から見ても平均的なものかと思います。特殊なこと

をやっていると、リサイクル率が大きく上がってしまうということです。 

委 員：私も一般市民として、関心を持ち豊橋市は色々とやっているのにリサイ

クル率は低いのだなと思い、質問をさせていただきました。 

委 員：今の質問に関連するのですが、そのようなことであれば、リサイクルだ

けが形になるのではなく、豊橋市ではごみ発電を行っていますよね。そ

ういう発電によるエネルギーも省エネ効果があると思いますので、その

ことについても載せたら、いろいろと理解が得られると思います。 

事務局：ありがとうございます。豊橋市の場合は全量ごみ発電ですので、そうい

った計算をすれば限りなく１００％に近い数値になるはずです。ただ、

計算式がリサイクル製品の重さというのが定義になっているところであ

ります。 

委 員：外来魚の駆除した池数で目標が３０池となっていますが、豊橋市にため

池はどれくらいあるものなのですか。 

事務局：おおよそ１００池くらいあります。およそ年間５池を目標に、池干しを

する中で外来種の駆除を行っております。 

委 員：基本的にはため池というのは３年に１回くらいは池干しをするものなの

でしょうか。 

事務局：３年に１回ということではなくて、利用状況をもとに、全体の計画の中

で３０池を選択してそれを毎年５池ずつやっていこうという計画を立て

ております。 

会 長：他に何かありますか。よろしいですか。 



会 長：それでは続きまして議題３「とよはしエコマネジメントシステム（Ｔ－

ＥＭＳ）」について、事務局から説明していただきます。 

（事務局より説明） 

会 長：ただ今ご説明いただきましたことについて、何かご質問、ご意見はござ

いませんか。 

会 長：機構改革によってごみが増えたとなっているのですが、廃棄したものが

相当増えてしまったということなのでしょうか。なぜ機構改革があるこ

とでごみが増えるのでしょうか。 

事務局：通常そういった書類というのは、その都度リサイクルとなりますが、機

構改革で一斉に廃棄する時に、本来であれば毎年度ごとに整理されてい

るべきごみが整理されずに、一斉にまとめて出てきてしまったことによ

るものです。 

会 長：それでは続きまして議題４「豊橋市環境基本計画・豊橋市廃棄物総合計

画の改訂」について、事務局から説明していただきます。 

（事務局より説明） 

会 長：ただ今ご説明いただきましたことについて、何かご質問、ご意見はござ

いませんか。 

委 員：環境に関するアンケート調査結果の 17、18 ページの生ごみ分別に関する

設問の部分で、分別について７割以上の人が「賛成」「どちらかというと

賛成」であることを、「協力的」であるという表現で説明されましたが、

その捉え方は少し楽観的な見方だと思います。その下の方を見ますと、

賛成の理由として「生ごみを分けて出すのはそれほど手間ではないから」

と答えたのはその内の 26.4％しかいないので、協力的な人は全体の内の

20％程度しかいないと認識しておいた方がいいと思います。 

事務局：ありがとうございます。生ごみを分けてバイオマスに活用することに総

論では賛成いただいているという風に捉えております。実際、協力いた

だけるのはどれくらいなのかということは、実際の事業でポイントにな

るところでございますけれども、通常ですと一般のごみ区分で、今正し



く分けていただけている方が約７割となっています。それをどうするか

ということを、今後、分析したいと思っております。 

会 長：この点については私も大丈夫なのかなと思っております。もやすごみと

か生ごみとかこの辺りのことがわかって回答されているのかがわかりま

せん。ここには主婦の方もいらっしゃいますけど、生ごみともやすごみ

を本当に分けるということになると、大変なことになると思いますので、

この辺は是非、市民の方々にうまく理解できるように説明していただき

たいと思います。 

委 員：今の意見にプラスしまして、この集計結果はクロス集計が全く入ってい

ないので、これはクロスでやったらおそらく違う結果が出ると思います。

アンケートをやられている方はおそらく女性が多いとは思いますが、女

性が多いから、女性がごみを出しているから、という言い方は私はした

くありません。例えば、分けるのはいいことではないかと気楽に書いて

いる男性もいらっしゃるかもしれません。ですからその辺の属性から何

から、相当慎重に分析していただきたいと思います。確かにパーセンテ

ージは高いのですが、私は本当にそうなのかと不思議に感じています。

なので、あまり楽観的に考えない方がよろしいのではないかと思います

ので、ぜひその辺の分析も進めていただきたいと思います。 

委 員：私もこれは大変なことだと思います。今からどのようにしてやったらい

いのかなと思っています。アンケートの結果ですが、アンケートという

のは女性は意外と周りの状況とかを考えるものです。「悪い」と書いたら

いけないのではないかと思い、なるべくいい方、いい方へと○を付けて

しまうことが多いということをこの間聞きましたから、このアンケート

はあまりいい結果になってはいないと思います。 

会 長：事務局の方はその辺よく聞いていただいて、慎重にやってください。 

事務局：市民の方には丁寧な説明を重ねていきたいと思っております。 

会 長：特に２回目の素案の段階では、多くの委員の方が言っておられた目標値

の考え方というのをしっかりまとめていただいて、出していただきたい



と思います。 

事務局：はい。わかりました。 

会 長：それでは続きまして、その他の議題の「豊橋市地球温暖化対策地域推進

計画について」と「豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業基

本設計の概要について」を説明してください。 

（事務局より説明） 

会 長：ただ今ご説明いただきましたことについて、何かご質問、ご意見はござ

いませんか。 

委 員：温暖化対策地域推進計画の見直しに関する資料の中で、（２）豊橋市の状

況の一つ目の○のところで、温室効果ガスの排出量について書かれてい

るのですが、一行目ではパーセントで書かれていて、その下では 31,000

トンのＣＯ２を削減したと書かれていて、これは一目したときに分かり

にくい表現です。それで、ストップ・ザ・温暖化プランというものを見

ると、本市の排出量が 285 万トンあってそれが７％程度増加したという

ことですと、おそらく 30 万トンくらい増加しているのだと思います。そ

れを施策によって３万トンだけ減らせたとなっています。本来だと 30

万トン以上減らさないといけない、増加した分を加えると 60 万トン近く

減らさないといけない内の３万トンしか減らせていないということにな

ります。そうするとまだまだやらないといけないという見方になると思

います。そういうことがわかるような文章の方がいいのかなと思います。 

会 長：非常に分かりにくいですね。「削減」としてあって、「増える」と言って

おいて「削減」とありますから、これは分かりにくいと思います。委員

の言われるように書き方を直してください。 

事務局：はい、わかりました。ありがとうございます。 

委 員：バイオマスの資料 1 ページの一番下の⑥というのがあり括弧の中に「ス

ギの木約 200 万本」とありますが、これの意味がよくわかりません。温

室効果ガス排出量の削減というのであれば、例えば石油ドラム缶何万本

分削減したというような表現の方がよいと思います。 



事務局：子どもに対してよくこのような説明をするので、このような表現をさせ

ていただきました。 

委 員：植樹をしても削減にはなりません。 

事務局：スギの木の年間ＣＯ２吸収量という意味合いです。 

委 員：こういったバイオマスに当てはめるのは適当ではないです。カーボンニ

ュートラルなので。「削減」というのであれば、化石燃料の削減という風

にしないとだめです。 

事務局：はい、わかりました。 

会 長：やはりこういう問題は分かりやすい方がいいと思います。どういうこと

なのかなと考えさせてはいけないので、今後いろいろと検討してくださ

い。 

委 員：同じ所で約 120 億円のコスト削減とありますが、これは何に対しての削

減ということでしょうか。生ごみを分けないで、汚泥の中に生ごみを入

れないでメタン発酵はやるのかやらないのか。つまり何もしないで、今

までどおりのごみの分別だけで処理をずっと続けていったときのコスト

と、こういう分別をして、汚泥と一緒にしてメタン発酵をして副産物が

出てきた中で、計画通りの数量の生ごみが集まって、ここが一番問題な

のだと思いますけど、生ごみが本当に計画通りに集まって、今計算され

ている量のメタンガスにより発電ができたという、そういうことを全部

考えた中で 120 億円が削減できるということなのでしょうか。いきなり

120 億円と言われてもすごい数字でよくわかりません。これだけの額が

削減できて、わぁすごいと思ってしまうわけです。でも、実際に何に対

して 120 億円削減できるのかということが全く分からないので、説明し

ていただきたいと思います。 

事務局：ありがとうございます。省略した一行だけの文章のため、このようにな

ってしまいました。まず、120 億円の考え方ですけれども、今回は下水

道事業とし尿処理、それから生ごみの焼却処理と全体を合わせての削減

効果を見込んでおり、その 20 年間の合計になります。下水処理場にして



みますと下水汚泥を肥料化していたものを生ごみや下水汚泥等のエネル

ギー利用で収益を得るということ、ごみ処理につきましては、湿ったご

みを焼却処理するよりも、バイオマスの方がエネルギー効率が良いこと、

それから残さについては今回炭化することで再利用できるということ、

いろいろな効果を踏まえまして全体的に下水道事業・環境事業合わせて

の削減効果として 120 億円という、細かい数字を積み上げた結果がこう

いうことになるものですから、次回の時にはもう少し詳しい説明ができ

るような、分かりやすい資料をご用意したいと思います。 

会 長：資料もそうですし、こういうものを作られるとたぶんＰＲをされると思

いますけれども、120 億円ということばかりをあまり言わないようにし

た方がよいと思います。うまく考えてください。 

会 長：それでは、本日の審議はここまでとさせていただきます。最後に、事務

局からその他連絡事項について説明していただきたいと思います。 

事務局：1 点ご報告をさせて頂きます。次回の環境審議会の開催予定でございま

す。日時が未定ではございますが、10 月頃に今回の各計画改訂の素案を

報告させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。日時等

が決定いたしましたら、またご連絡差し上げます。 

会 長：それでは、本日用意いたしました議題はここまでとなりますが、審議会

全体を通して意見等がありましたら、宜しくお願いします。 

委 員：最初の環境基本計画の進捗状況の資料のところで、市民への啓発として

５３０、これはもっと増やしていきたいということですよね。他に市民

への啓発で自然環境の保全啓発活動は減って、次に出前講座は目標に達

しているということになっています。やはり市民目線というのがいいの

かなと思いますので、私たち市民にどうやって伝えたらいいのだろうか

と、私たちが考えなければいけないのですけど、何かいい方法はないの

かなということを感じました。私は女性団体からきているものですから、

どうやったらこういうことを市民に知らせていけるのかというアイディ

アがありましたら、ぜひお伝えしたいと思います。 



委 員：温暖化対策についてですが、京都議定書の目標については達成したと書

かれていますが、次の目標はすごく高いもののような気がしています。

それは国の問題だと言われればそのとおりなのですが、現状として地球

としてもそうだし豊橋市としてもそうだと思うのですが、この問題とい

うのは重大なことであるのか、それともそんなに重大なことでもないの

かどうなのでしょうか。みなさんがどのように認識されているのかお聞

きしたいと思います。 

事務局：先ほどはご紹介できませんでしたが、温暖化対策の議題のところで昨年

実施したアンケートによりますと、市民の方からは地球温暖化に「関心

がある」という方が 34.6％、「少し関心がある」が 55.8％です。事業者

の方は「重要な問題である」「非常に重要な問題である」をあわせて９割

ぐらいという形で、総合的な認識としては重要な問題であるということ

は認識されているところであると思います。 

会 長：この問題はいろんな意見がありますけれど、ＩＰＣＣの報告によると９

５％が人の活動に伴って温暖化が進んでいるようです。それで今のまま

で行くと非常にひどいことになります。今ＣＯ２の濃度が 385PPM とか

390PPM ですけど、450PPM を超えると気温が２度以上上昇します。２度上

がりますと、地球というのは本当に取り返しのつかないような状況にな

るのは世界的にも学者の一致した意見です。ですからこれは本当にやら

なければいけないですし、医師の方にはお分かりいただけると思います

が、ヒトスジシマカ、これはデング熱の媒介ですが、1960 年代頃は関東

までしかいなかったのです。ですが、今は北海道まで行ってしまってい

ます。そういうリスクがどんどん高まっているのが事実ですので、一つ

の例として挙げましたけれども、これも市民の方々が真剣になって取り

組まないと、今生きている人間の私たちはいいですけれども、次の世代、

そのまた次の世代にとっては大きな問題となります。 

委 員：私としては、温暖化というのは病気という面で非常に問題を起こしやす

いので、そのレベルではもう危機感を感じていますが、本当に市民の皆



さんがそういうことを感じているのか。そういうことについては啓発活

動をしっかりやっていただいて、みんながこの危機感を共有していない

と、温暖化を解決することはできないと思います。 

会 長：どうも、ありがとうございました。ぜひ、環境部長さん以下でしっかり

啓発活動をしていただきたいと思います。それでは、これをもって本日

の環境審議会は終了したいと思います。議事の進行にご協力いただきま

して、ありがとうございました。 

（閉会のあいさつ） 


