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環 境 審 議 会 会 議 録

日 時：平成２７年１０月１５日（木） １３：３０～１５：０５ 

場 所：市役所東館８階 東８１会議室 

委員数：１７人／１７人 

○ あいさつ 

○ 議 題 

会 長：議題１「第２次豊橋市環境基本計画改訂の素案」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：具体的な取組事業で新規追加したということで資料１の１０ページ、「１

４」に「微小粒子状物質常時監視調査」とありますが、これは具体的に言

うと PM2.5 を意識したものなのでしょうか。 

事務局：そのとおりです。市内に PM2.5 の自動測定装置を５局設置しており、そ

の実態把握に努めております。さらにその成分を測定することにより、発

生要因について今後調査するということで、新規事業として出させていた

だいております。 

委 員：この場でお話しすることなのか迷うところですが、PM2.5 というのは煙

のある所と関連があると思います。例えば、たばこの煙を観測すると高い

数値が出てしまいます。これも環境の一つだと思うので、啓発をしていた

だければよいと思います。産業による PM2.5 以外は、いろんな問題もあっ

て一筋縄にはいかない面もあると思いますが、たばこの煙については、情

報をしっかりと把握してもらいたいと思います。 

事務局：たばこによる PM2.5 への影響ということですが、私共もそうした情報と

いうのは承知しています。そのような中で豊橋市としては、駅前において

分煙という形、また市役所でも喫煙場所を一定の場所に設置するであると



か、たばこの被害についても取り組んでいます。また、民間の飲食店など

でも分煙を推進していますので、紹介させていただきました。 

委 員：早急に何か事を行おうとすると、様々な問題が生じることもあろうかと

思いますので、長いスパンで学校教育の中でもそのような事実を知ってい

ただき、自然に消滅していく形がいいかと思います。 

会 長：５局というのはどこで測定しているのですか。そういうたばこの煙とい

うのは排除できるようなところでやっているのではないのですか。 

事務局：大崎、野依、二川、吾妻町、今橋（市役所）の５か所です。現在測定して

いるところは、あくまでも市域全体の環境中の PM2.5 を測っていきたいと

いうことで、窒素酸化物ですとか、他の物質との関連も含めて、一般の環

境という形の中で測っています。必ずたばこによるものをターゲットにし

ているわけではなく、全体を把握したいということで測定しています。 

会 長：測定器の周辺の環境がどうなっているかとか、採取口の位置がどういう

風になっているかということも一度きちんと確認していただいて、委員が

今言われたようなことへの対応もお願いします。 

事務局：わかりました。採取口の位置は地上から１０メートル以上のところでご

ざいまして、国が定める測定のマニュアルがありますが、それに則って一

般環境であるというところで測定しています。 

委 員：９ページの上から３番目の公共交通利用者数のところで、集計方法の見

直しのことが書かれていますが、資料編を見ると、ここにはタクシーの利

用者も含まれている記載になっています。基本施策エコモビリティライフ

のところですが、自家用車からタクシーに変更してもＣＯ２排出量は変わ

らないと思います。もっと大型の鉄道とかバスへの変更ということであれ

ば変わってくると思いますが、いかがでしょうか。 

事務局：タクシーにつきましては、自家用車とタクシーで同じ「自動車」という

考えで扱いますとおっしゃられるとおりです。一方で国土交通省の考えと

しまして、タクシーについても公共交通の一翼を担っているという考え方

があります。今回の集計については、タクシーについても公共交通の扱い



としてカウントさせていただいております。 

委 員：公共交通ということは理解しております。ただそれは国土交通省の考え

であって、環境の面からすると公共交通の利用者を増やしたいのか、移動

に対する使用エネルギー量を減らすための施策としてこれを見ればいい

のか、考え方が違ってくると思います。 

事務局：「個人所有で移動の制限がない形での自家用車の利用」という側面と、「個

別の部分で移動手段を最適化する中でのタクシーによる移動」という観点

での、大きな意味で公共的な部分での位置づけということで、個別に持っ

ていても公共の部分で利用できるものがあればそちらを利用していくと

いうライフスタイルの見直しを念頭に置いています。 

委 員：単純に一人で車に乗らないということではないでしょうか。一人で乗れ

ば排出量は増えます。一人で乗るより二人、二人で乗るより三人という考

えでいいと思います。 

事務局：ありがとうございます。その辺も今後整理したいと思います。 

委 員：環境目標３のところの２つ目と４のところの２つ目と４つ目に「啓発に

関する部分に重点を置き、目標値を下方修正し現状を維持」とありますが、

これは増加するのではなくて啓発に重点を置くというのであれば、啓発に

関する目標にするべきで、件数に関する目標はやめた方がいいと思います。

環境目標４の２つ目もそうですし、４つ目もそうです。違反業者への立入

に重点を置いて実施するのであれば、違反していないとこれが「０」にな

って、その方が立入検査しない方がよいという指標になると思います。そ

ういうものであれば、それを目標値として掲げない方が良いと思いますが、

いかがでしょうか。 

事務局：環境目標３の再生家具の展示販売会についてですが、ご存知のとおり収

益のある事業ではなく、このようなことを行うことによって物を大切にし

てもらうという思いを多くの市民の方に理解してもらいたいと考えてい

ます。そのため、今の考え方としましてはこの回数に合わせて多くの方に

見てもらうということを目標に掲げることによって、啓発としての減量意



識、３Ｒの推進ということでこのように設定させていただいております。

年に何回というような指標を作っておりますが、回数というよりも一回当

たりでどれだけ多くの方を集約できるかというのがあるものですから、回

数は必ず３回以上は維持したいという考えです。 

委 員：もし来ていただくことが目標であれば、回数ではなくて来ていただいた

人数を目標とした方がわかりやすいと思います。その都度集計するのは難

しいかもしれませんが。 

事務局：目標値としてどれが一番わかりやすいのかということで、前期の総括の

中にもありますが、進捗管理が難しいということでこのような形になって

います。家具販売というのは申込者数という具体的な数字が出てきますの

で、そのようなことを踏まえた上での評価をしていきたいと思います。 

事務局：工場・事業場の件につきましても今言われたとおりでございまして、違

反が無くなれば「０」になっていくのはそのとおりではありますが、違反

が無くなった後も常に監視をするということも必要ということで、このよ

うな数字にさせていただいております。 

委 員：私は街中ではなく周辺部に住んでいまして交通不便者です。交通不便者

は自家用車でないとなかなか動きがとれません。そして、高齢化も進んで

います。車に乗れないからタクシーを利用するという人もいます。公共交

通機関が使いやすい政策をとるというようなことも聞きましたが、そのよ

うなことにも関心があります。もう一点、同じくエコモビリティライフの

ところです。自転車の利用ということで吉田方小学校の近くに青く色が塗

ってある、おそらく自転車道だと思いますが、そこを車で運転するときに

自転車が通っていると怖い思いをします。自転車が使いやすい環境づくり

の推進ということで前々から取り組んでみえますけれど、現状と今後につ

いて伺いたいと思います。 

事務局：具体的な数字については他部局の部分もありまして、申し訳ありません

がお答えするのが難しいのですが、公共交通全般の部分につきましては、

市役所の都市計画部都市交通課という部署を数年前に新設しまして、都市



計画と整合をとった形で都市交通の在り方というものをみる中で、自転車

の利用の部分についても検討を進めているところです。公共交通について

は、利用者数がなかなか伸びないという状況ではありますが、廃止になっ

た路線のところにタクシー会社を利用した形で新たに代替のバスを使っ

たものもございます。先々の部分としましては、市役所の計画の中で総合

計画というものがあり、国においても公共交通を含めた拠点の部分のとこ

ろにプラスしてどのような形で先をつなげていくかという部分もあるも

のですから、そのような方向性については今検討を重ねているところです。

なかなか周辺部のところで具体的な交通手段がないという点では、車を利

用せざるを得ないというところもあるのですが、公共交通があるところで

はできるだけ利用していただき、その路線自体をうまく持続可能なものに

していくということが必要ではないかと思っております。先ほどの自転車

の部分につきましては実証実験という形でやっておりまして、その部分に

ついて整理したうえで、次にどういったことを目指していくのかというこ

とも今後出てくると思います。 

委 員：自転車道について、自転車は車道を走るのがルールですが、日本のよう

に狭い道路ということを考えると危険かなと思います。そのため、歩道を

走るということも考えていかなければならないと安全面から感じていま

す。そのあたりのことはどうしたらいいのかなと思っています。 

事務局：公共交通機関については別の会議でも色々と議論になっているところで

す。自転車は歩行者の迷惑にならないように車道を走るということになっ

ていますが、自転車通行可の表示がされている歩道については歩行者に対

して注意しながら走行することができます。安全対策は第一ですので、そ

の辺は気をつけたいと思います。 

事務局：もう一つには車を運転する側にある程度スピードが出てしまうような運

転スタイルが身についているというのがあると思います。自転車を含め、

弱者に配慮したスマートな運転をしていくということが必要かなと思っ

ております。 



会 長：自転車に乗る方でルールを守らない方もいます。私も自転車に乗ってい

まして、今委員が言われたように吉田方校区の辺りは狭いと思っています。

色付けされたところを走行しているのですが、そこを逆走してくる人がい

るのです。自転車というのは左側通行ですが、右側を走ってくるのです。

ルールについて市がもっと啓発されるといいと思います。 

事務局：学校教育の中でもそういうことを学んでいくべきだと思います。 

委 員：環境施策２の拡充されたものの中で、干潟保全実践プロジェクトという

のが資料２の２３ページに書いてあるのですが、もう少し詳しい内容をお

聞かせください。今後地元主体になるということで、その辺の中身をもう

少し教えていただけるとありがたいです。 

事務局：この干潟保全実践プロジェクトにつきましては、ファーストステージと

しまして大崎小学校の児童に人工干潟がどのような形で整備されていく

のかということや干潟の重要性について学んでいただきました。それを３

年間やり、その結果をもとに今は章南中学校で汐川干潟の保全性を高める

という形で、生物調査であるとかその観察について色々と取り組んでいた

だいております。その中で、泥が臭うということがあるものですから、そ

れを耕してみるだとか、カキ殻を放流してそこにどのような生物が定着す

るのかであるとか、そのようなことを実験的に行っています。現在章南中

学校を中心に実施していますが、さらに地元の人たちにも協力していただ

くとか、干潟の重要性について、また生物多様性の重要性について知って

いただくということもありまして、地元の住民の方々に中学校のサポータ

ーになっていただきたいというようなことで、地元の方、また周辺の企業

の方々と一緒になって活動を進めていく事業でございます。 

委 員：21 ページの基本施策Ⅱ－２の具体的な取組の３番目の林道維持管理事業

の件ですが、この事業は大変素晴らしいものだと思っております。実は林

道というのは歩いてみますと、車も通る道なので、高齢者には非常に歩き

やすいものです。高齢者が増えてきて普通のハイキングをするのだったら

林道を歩いたら結構楽しめるのではないかと常々思っていました。そこで、



この事業というのは市の林道、県の林道、国有林の林道すべてこういうこ

とが可能なのかということが知りたいです。それから、林道の入り口には

大抵チェーンが張ってあり、立入禁止となっています。この事業のような

意図があるのならば、看板を設置してこの林道は歩いても良いというよう

な案内をしていただけると良いと思います。それから、市から出ているガ

イドブックなどでこの自然歩道のものに大沢林道が掲載されていますが、

ほとんどの林道は明確に掲載されていません。また赤岩自然歩道には林道

は掲載されていますが、それが歩けるかどうかということは掲載されてい

ません。それで、ゆくゆくは高齢者のためにもそういったガイドブックや

看板の設置等で案内していただけたらより素晴らしい事業になると思い

ます。 

事務局：林道の啓発ということもありますが、環境保全課では自然環境の基礎調

査というものを行い、現在その啓発冊子を作っているところです。その中

でもそのようなものを紹介できるよう、林道に加えて生態系の保全や生物

の多様性に関わる啓発を進めていければと思っておりますのでよろしく

お願いします。 

会 長：立入禁止場所などについてもよく検討してください。勝手に歩かれては

困ることもあるでしょうから。 

委 員：全国有林をひっくるめた事業なのかということも確認したいのですがど

うでしょうか。 

事務局：市が関係し管理できるというところで、国有林は入っていません。 

委 員：大部分が国有林ですので、確認させていただきました。 

委 員：先ほどの自転車の件に話が戻りますが、自転車は車道を走りますが交差

点に差し掛かると渡れません。そして横断歩道のところに今度は自転車道

があります。これはなぜでしょうか。車道を走れと言っているのに交差点

に差し掛かると歩道を走らないといけません。非常に矛盾していると思い

ます。法律では車道となっていても実際にはそうなっています。もしそう

なのであればいっそのこときちんと歩道において歩行者と自転車を分け



た方がいいと思います。豊橋でも一部そのように分けてあるところがあり

ますが、もう少し徹底してやれないかということを常々思っています。例

えばオランダに行くと自転車道は全部色分けしてあって、逆にそこに歩行

者が入ると怒られてしまいます。それくらい徹底しないと歩行者も自転車

も安全に移動できないと思います。まあ、お金はかかると思いますが。広

いところではそのようにして、学校側でもちゃんと分離帯のあるところを

走るような教育をやっていけば、生徒達がそういうことを守ることで全体

がもっとうまくいくのではないかと思っています。 

事務局：自転車のことについては、３年ほど前に国土交通省から今までと方針が

変わるということで、自転車道の整備に関する指針が出ました。それまで

は自転車が歩道を走ることについて、自転車と歩行者共通道のところはい

いとなっていたのを、基本は車道を走るように方針が変わったことに伴っ

て、自転車道の在り方を今大きく見直しています。ですから、現在始まっ

たばかりのところです。先ほど委員の方から言われました吉田方のところ

も、どういうカラーリングをすれば逆走しないか、それから自転車道を走

ってもらえるかということをテストとして一年間やったところです。それ

で、例えば一方通行であることが分かるようにしっかりと矢印を書くとか、

そのようなことも検証する中で、どういうペイントがいいのかと考えてい

ます。そのため車道を走っていますとそのまま交差点を渡れなくて、一度

歩道に上がって渡ってからまた車道に出るというような形態のままにな

っているところが多いのですが、今後の自転車道の整備に伴ってその辺の

在り方も現在検討しております。今後は札木通りに自転車専用道を作るこ

とを検討しながら、交差点のことも考えてやっていくので、これから順に

整備されていくものと思っております。 

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２「豊橋市廃棄物総合計画改訂の素案」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：家庭ごみの約３割近くは生ごみだと思いますが、リサイクルの表示とし

て平成 32 年度 28％とあります。バイオマス事業で生ごみを処理して資源

化すればこれがそのままリサイクルとして評価できるのではないでしょ

うか。そうすれば生ごみの分がそのまま上乗せされて 40％くらい、場合

によっては 50％くらいでリサイクル率達成ということになると思いまし

たので、この 28％という数字がどこからどのようにして出てきたのか教

えてください。生ごみの分は入っていないのでしょうか。 

事務局：リサイクル率の定義を申し上げますと、「分母が総ごみ排出量、分子が資

源化されたものの量」で、これは資源化される材料の量ではありません。

そうしますと資源化されたものは、今回のバイオマス事業におきましては

メタンガスとそれから残渣を炭化した炭、これが分子になります。ですの

で単純に「Ｃ」が分子量でいくと「12」ですが、「ＣＯ２」になると「44」

ということで、少し嵩増しになるのですけど、そういった意味でリサイク

ル率として計算すると、メタン「ＣＨ４」の重さと、それから最終的に生

成された炭「Ｃ」の重さが製品となって、それが資源化量となるものです

から、その分の反映も踏まえてこの数字となっております。 

委 員：それは定義がおかしいと思います。ごみの何％がリサイクルされたかと

いうことを考えるべきで、今おっしゃられたのは生産量のことです。 

事務局：これについては環境省ともやり取りをしているのですが、例えば本市の

場合ですと焼却したものがスラグとして有効利用されております。あれは

スラグの有効利用量が資源化量になっていて、スラグを作るためのごみ量

が資源化量という計算にはなっていません。 

委 員：そうすると、固形化されるかガス化されるかによって、話が異なってき

てしまいます。非常におかしいと思います。 

事務局：おっしゃるとおりで、そうなると炭化炉のようなものの方が有利という

ことになってしまいます。 



会 長：市民の方にも非常に分かりにくくなっていますね。 

事務局：この辺は環境省にも指標が変わらないかと問い合わせてはいるのですが

なかなか難しいところです。 

事務局：これは全国統一の考え方なので難しいところです。 

事務局：逆にごみ自体を資源として、炭化炉ではないですけれど、エネルギー資

源として売っているところがあります。全量ごみを売っているところはリ

サイクル率 100％ということになっています。 

委 員：生ごみのことですが、44 ページを見ますと「生ごみの分別収集の仕組み

作りに取り組む」というところで、この計画中、32 年度までは分別制度

は変わらないということでよろしいのでしょうか。 

事務局：生ごみの分別収集というか、バイオマス事業の本稼働は平成 29 年度 10

月に向けて工事に着工しております。ですので、実際には今年度に一定の

方向性をすべて固めて、来年度市民の皆様にご協力いただくための啓発を

進めていく予定でおります。生ごみ分別自体は 29 年度から始まりますが、

その啓発は 28 年度から進めていくということです。 

委 員：そうするとこの書き方としては 32 年度までの計画として書かれているの

で、そのことを何か隠しているととられるような書き方になっています。

それからもう一つ、指定ごみ袋制度の導入のところですが、資料５の 47

ページと 37 ページに記載があります。指定ごみ袋を導入するということ

ですが、これが両方とも市民にとっては大きなところになります。これを

よく読まないと、そのことが分からないような仕組みになっています。パ

ブリックコメントを求めるときに、この２つというのは特に意見を求めて

おいた方がよいと思います。ここの中に書いてあるのでこれでもう皆さん

に意見を聞いたということで進められるよりは、非常に大変なところだと

は思うのですが、大変だからこそ逆に意見を求めるようにした方がいいと

思います。 

事務局：はい、ありがとうございます。指定ごみ袋制度については次年度計画と

言いましても、実際は 28 年度 4 月から実施ということで、すでに準備し



ております。それで、後期計画の中に入るものですからこの表現では「新

規」となっております。今、豊橋市内に自治会が 440 団体くらいあるので

すが、そのうちの 410 団体くらいからお申込みをいただいていまして、自

治会ごとの説明会に入っておりますので、指定ごみ袋、生ごみを併せて、

市民の方へは説明に回っているところです。 

委 員：ごみ袋に関してですが、市販のポリ袋を利用するということは考えられ

ているでしょうか。例えば生ごみをいきなり指定ごみ袋に入れるというの

はなかなか抵抗があるものだと思います。 

事務局：そのとおりです。指定ごみ袋にさせていただくのは豊橋市のごみの分別

の中で「もやすごみ」と表記されているものと、不燃ごみの「こわすごみ」

と表記されているもの、この２つだけです。それ以外のものについては従

来通りの袋が使えるということです。それからもう１つが、市民の皆様か

らお話をお伺いする中に、生ごみを出すときに例えば中身が見えてしまえ

ばカラスが来るし、袋が破れてしまい中が漏れてしまえばそのことでまた

カラスが寄ってくるのではないかということで、ご相談もいただいており

ます。それで、説明の仕方としましては、当然内袋という考え方もありま

すので、台所から出るものを 1 日ごとに小袋に入れて、それを１つの袋に

まとめていただいて散らばらないように出していただくという形を考え

ております。内袋を上手に使うことによって、臭いや漏れの対策ができる

という啓発を考えております。 

委 員：個別のことではないのですが、例えば資料４の中で具体的な取組、色々

な取組が書いてあります。それでこれをよく読んでいくと指定ごみ袋の導

入のことですとか、バイオマスの事業のこと、さらにバイオマスの話の中

にはもやすごみだけではなく、その中から生ごみをさらに分けないといけ

ないという話も入っています。今話題になっていた内袋などは入ってはい

けないのではないかと思ったのですが、それは入ってもよろしいのですか。

たぶん副会長の今のご質問はそういうことだと思うのですが。 

委 員：そうです。従来通り、スーパーのポリ袋を使えるのかということです。 



事務局：内袋のことですが、今回の指定ごみ袋制度というのはあくまで分別マナ

ーの徹底とごみ出しされたステーションの管理をよくするということで

豊橋市は採用していますので、その中について特に内袋として使用してい

ただくものを限定してはいません。あるいはプライバシーの関係でどうし

ても見られては困るというものは、例えば黒色の袋とか色つきの袋を使っ

て出される方もいますけれど、そこまで指定することは考えていません。

要はごみとして捨てるような袋があるのであれば、それは当然内袋として

有効利用していただきたいというのが今回の趣旨です。 

委 員：その次の段階で、バイオマスとして生ごみを集めて、下水汚泥と一緒に

入れるときにはどうのでしょうか。 

事務局：今回の場合ですと、まず発酵層に入る前の混合層に行くのですが、その

混合層の前に入るところで選別機があります。そこで内袋は全て除去でき

ますし、あるいは硬いものがあれば、石ころがあったり大きな貝殻があっ

たりすればそれは全てバイオマス施設に入る前段の最初の前受けの選別

ラインのところで全て除去でき、それを別途処理するという形になってい

ますので、初めから袋をはじき出す想定をした設備になっております。 

委 員：わかりました。それで私の質問は、ここに書いてある中で実際にやって

いく指定ごみ袋やバイオマスの話と、そうではなくて啓発的な話とかそう

いうものが区別されず並べて書いてあるところで、市民の方がこれを読ん

だときにいったい何が重要なことであるのか、何が意識改革をしないとい

けないものなのか、どういうことが実際に建物が作られて進行しているこ

となのか、相当読み込まないとわからないということです。ここの会議に

いらっしゃる委員の方ならわかると思いますが、もう少し工夫をしていた

だきたいです。この基本計画はたぶんそのままの形で出るのではないかと

思いますけれど、何か概要版であるとか、パブリックコメントを求めると

きであるとか、この書き方を相当工夫していただきたいなと思います。 

事務局：はい、ありがとうございます。バイオマスについては 29 年度本稼働に向

けて今準備しているところですが、ここでお示しできるのはそういった全



体像を示した今ここにあるものになります。それからその下に一般廃棄物

処理計画があって、具体的に市民の皆様にどうやってお願いをして、どの

ように収集して、そのためにはどのようにステーションに出していただく

かという内容のものです。これは文字だけですので、豊橋市の場合はごみ

ガイドブックというマニュアルが書かれているものがあります。それを、

これを機に全面改訂し全戸配布するという計画もあります。あとは生ごみ

の分別方法だとか、バイオマスとはこういうものだというＤＶＤを作成し

て、そういったものを活用して説明会を行うですとか、そのような啓発事

業を、予算編成を経て準備させていただきたいと思っております。 

会 長：それはそれでいいと思いますけれども、今委員がおっしゃられたのは、

これから 12 月１月に向けてパブリックコメントをやるときにこの資料を

ただ見せられただけでは、一般市民から本来の求めるべき意見が出てこな

いのではないかということです。ですから特に、市民の方にこれを全部読

んでくださいといっても分厚くて難しいですから、もっと分かるような何

か冊子だったり、概要版なりが付くといいなという意見だったと思います

ので、よく考えて工夫してください。 

事務局：はい、わかりました。 

委 員：あまり付け加えなくてもいいのかもしれませんが、啓発活動の説明会は

あくまで説明会ですよね。それでパブリックコメントというのは市民が意

見を言える場ですので、それは分けて考えていただいたほうがいいかと思

います。 

会 長：言うまでもなく、パブリックコメントは市民の方の意見を聞く場であり

ますので、多くの方から出していただくというのは大変重要だと思います。

よく考えてください。 

会 長：他に何かご質問はありますか。先ほどの環境基本計画に関することでも

結構です。 

委 員：エネルギー業界におりまして、エネルギーの話も出ましたので少しお聞

きしますが、これからは省エネであったり、温室効果ガスの削減であった



りというのはやっていかなくてはならないことだと思っており、市の取組

の省エネ関係の事は本当にこれからやっていくことになるのだろうなと

理解しております。ちょうどパブリックコメント中くらいにＣＯＰ２１、

地球温暖化に関する国際会議が開かれて、日本の約束のようなこともそこ

で議論されるわけでして、そうなるとまたテレビや新聞等で省エネも含め

た議論も出てくるかと思います。国も 2030 年時点での長期エネルギー見

通しというのをこの７月に経済産業省が公表しましたので、それに向けて

省エネ喚起をしていかなくてはいけないということで今いろんな議論が

されております。そういう意味で言うと、今掲げていただいた内容もそれ

に合わせた形で来年度以降ぜひ修正・変更ができるようなことをされてお

かないといけないのかなというのを思いました。もう一つ議論されている

のが、再生可能エネルギーの関係で、固定価格買取制度が現在４年目なの

ですが、制度自体をどうするかという議論がされています。とりわけ太陽

光が爆発的に導入されてそれも課題に出ていますので、そのような課題も

含めて市の再生可能エネルギー、とりわけ太陽光への取組をどうするかと

いうところも、途中での修正・変更も必要なのかなと感じました。それと

併せて他の地域、自治体では太陽光で景観に影響を与えるということで条

例などで取り決めているところもありますが、豊橋市ではそういうことは

ないということでよろしいでしょうか。あとは太陽光パネルの処分をどう

するのかということが近いうちに大きな問題になろうかと思います。先ほ

どの廃棄物の関係の中では、その部分をどういった処分になるのかわかり

ませんが、考慮しておかなければいけなくなるかなと思いました。 

事務局：環境基本計画ということで大きな枠の中でお示しさせていただいている

のが今回のものであります。もうひとつ地球温暖化対策ということで、個

別の計画というのをまた別途求められているものですから、それについて

も今作業を進めているところであります。国が国際会議に出していく案と

しては、省エネの目標などが出ておりますので、そういったものを見なが

ら進めていくということになります。詰めの段階で環境省の進捗が遅れて



いるということも耳にしてはおりますけれど、そういったものも見ながら、

先ほどの太陽光のところで景観の話が出ましたが、豊橋市では差し迫って

条例化というところまでは至っていないというのが現状であります。 

委 員：私が住んでいるのは二川地区なのですが、問題を２，３点話させていた

だきますのでよろしくお願いします。先ほど環境測定をする地点が二川に

あるという話がありました。それに対して、二川地区は二川・二川南・谷

川がありますが、これら３校区が二川地区になります。その中で私がいる

二川南というのは動物園側です。この二川南に豊橋の産業廃棄物を扱って

いる会社が全部集まっています。そういうことを皆さんがご存じなのかど

うかということです。それと同時に西風の吹く日は煙が私たちの方に向か

ってきます。東風の場合は二川の方の山の半分くらいが淀んで霞がかかり

ます。その辺の環境の測定はどのようになされているのかということです。

それからもう一つはごみ袋のことで先日市の方にも申し上げたのですが、

全市民に市の方から指定する以上はごみ袋の価格を一定にして欲しいと

いうことです。なぜ、買う所によってごみ袋の価格が違うのかということ

です。これは非常に問題があります。そういうことはみなさん思わないの

でしょうか。それからもう一つ大きな問題としましては、私共の校区の中

に資源化センターの計画があります。それと同時に産業廃棄物の大きな計

画がきております。他のところでだめになってこちらに回ってきたようで

す。そういう問題の中で私共校区の中である程度反対運動が起きておりま

す。そういう中で今回市の大きな資源化センターの問題というのは、どう

いった形で関係してくるのかというのが大きな問題となっております。こ

れは、私共校区の問題としてもなくては困るし、あっても困るということ

で産業廃棄物の持って行くところが、私共のところに全部関わってくるわ

けです。ですからこれは市の方とも話をしながら、自治会としてどういっ

た形でやっていくのかと同時に、この地域に住む私たち住民との間に自治

体が入っているわけですので、今後それをどのような形でやっていくのか

ということは市の方から説明が出てくとは思います。そういう意味で皆さ



んに知っていただきたいということで一言申し上げた次第です。 

事務局：一点私の方からごみ袋についてご質問がありましたのでご説明させてい

ただきます。今回のことはご存知のとおりごみの有料化ではなくて、指定

ごみ袋制度ということで、今まで出していただいていた透明又は半透明の

袋を、豊橋市が指定するごみ袋に切り替えてステーションのマナー向上等

を図るということになっております。その価格についてですが、現在豊橋

市で考えているのは指定ごみ袋制度ということですので、袋は指定します

けれども価格は市場価格の中でそれぞれ各メーカーさんの設定する金額

を踏まえた形でのごみ袋の価格ということになります。おそらく特売日は

安くなったり、あるいは石油製品等の価格の上昇に伴って変わってくるこ

ともありますので、今の透明又は半透明の袋が売られているのと同じよう

に、市が価格を設定するのではなく市場経済の中での価格設定という風に

なるのが今回の指定袋制度となります。 

会 長：あくまでも有料化ではないということですね。分別を促すために、そう

いうものを使ってくださいということだから、市場に左右されてしまうと

いうことですね。 

委 員：そうすると、薄いビニールのところもあるし、そうではない普通のもの

もあるということなのでしょうか。安城市では全部ピンク色で同じように

丈夫なものだということも聞いたことがあるのですが。 

事務局：例えばどんな袋でもいいかというと、薄手のものでは弱いでしょうし、

厚手のものでは高くなるということもありますので、一応豊橋市としての

規格を定めております。大きさや材質を指定袋の規格として定めた中で、

市の承認基準に従ったものに承認番号というものを付けてそれを販売し

ていただくということです。規格については、品質については市の方で確

認をしておりますが、価格について市は関与しないということです。 

会 長：無地ではなく印刷をするのですから、印刷代だって今のものより高くな

りますね。 

事務局：無地のものよりも印刷代は高くなりますが、豊橋市の場合は指定袋の色



を付けずに乳白色のものを指定しますので、袋に色を付ける部分の価格は

ありません。実際、指定袋をやっておられるところは普通の袋より高めと

なっております。 

会 長：産業廃棄物の部分は、また、委員の方から個別に市へ話をしてください。

色々と微妙なところもあるでしょうから。 

事務局：資源化センターの話も出たかと思いますが、周辺の方たちには日頃から

大変お世話になっていると思っております。ただ、豊橋市の市民のために

はやはりどうしてもなくてはならない施設ということもございます。です

から、事業の進捗に合わせて、できるだけ先立つように地元の方たちには

情報を提供して、いろんなご意見をいただくなかで事業を進めていきたい

と思っております。ご理解とご協力をお願いしたいと思っております。 

会 長：ぜひ市民の方とよく話し合っていただきたいと思います。全員が賛成に

なるかというのはまた別の話だとは思いますが、よく話合いを進めてくだ

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。まだ、ご意見

のある方は個別に事務局の方へお問い合わせください。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：バイオマス事業の進捗について報告させていただきます。予定通りこの

10 月から神野新田町の中島処理場で工事着手に至りました。着工前 9 月

25 日には、地元に対して工事施行計画書をお示しするとともに工事施行

に係るご意見をいただいております。工事の資材搬入時の交通安全対策や

現場作業員へのモラルの徹底などが主な意見でした。この説明会には事業

者も出席しておりまして、地元の意向を遵守する旨確認しております。そ

の後 9 月 28 日に施設建設予定地におきまして工事の安全祈願祭を実施し

ております。報告は以上ですけれども、生ごみ分別、収集の手法、市民周

知の方法など現在検討しておりますので、また一定の考え方がまとまりま

したら、皆様方にもお示しさせていただきたいと思っております。そのと

きにまたご意見を頂戴したいと思っております。 



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。 

会 長：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） 


