
 

 

会   議   要   録 

名 称 豊 橋 市 環 境 審 議 会 

開催日時 平成２９年８月３１日（木） 午後２時００分から午後３時４０分まで 

出席委員数 １５人（委員定数１７人） 

出席委員名 

稲垣隆司会長、井上隆信副会長、功刀由紀子委員、見目喜重委員、平田美代子委

員、浅岡孝知委員、山内智之委員、氏原憲志委員、向井良吉委員、徳島結城委員、

鈴木真理子委員、高木季左子委員、鈴木康夫委員、鈴木由子委員、木田きよゑ委

員（名簿順、敬称略） 

事務局 

職氏名 

環境部長／小木曽充彦      環境部次長兼施設建設室長／金子尚央 

環境政策課長／荒川克己     施設課長／小林伸行 

廃棄物対策課長／清原陽介    業務課長／中田浩次 

環境保全課長／鈴木利幸      埋立処理課長／大谷伊志典 

温暖化対策推進室長／三浦正人      

環境政策課 

 課長補佐／若子尚弘 専門員／井上知之 主査／酒井洋行 

主査／金田里奈 担当／鈴木啓仁 担当／菅沼章夫 

廃棄物対策課 主幹／佐藤実 担当／山崎健 

 

議 題 

（１）第２次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）報告事項 

   ・本市のごみの現状とごみ分別制度変更後の状況について（資料３） 

   ・古紙リサイクルの現状について（資料４） 

 

情報提供 
（１）ごみ分別促進アプリ「さんあ～る」について（資料５） 

（２）ヒアリについて（資料６） 

議事の概要  

 １．委員の委嘱 

２．会長あいさつ 

３．委員紹介 

４．開会 

５．議題等 

（１）第２次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）報告事項 

     ・本市のごみの現状とごみ分別制度変更後の状況について（資料３） 

     ・古紙リサイクルの現状について（資料４） 

質疑応答（別紙のとおり） 
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  （２）ヒアリについて（資料６） 
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平成２９年度  環 境 審 議 会 会 議 録 

日 時：平成２９年８月３１日（木） １４：００～１５：４０ 

場 所：豊橋市役所東館１２階１２１会議室 

委員数：１５人／１７人 

１．委員の委嘱 

２．会長あいさつ 

３．委員紹介 

４．議題等 

会 長：最初に、議題 1 の「第２次豊橋市環境基本計画の進歩状況」について、

事務局から説明してください。 

          （事務局より説明） 

会 長：ただいま事務局から詳細な説明がございましたが、この件について何か

ご意見・ご質問はございますか。 

委 員：温暖化の出前講座の小学校への取り組みが伸び悩んだことは学校側が受

け入れ態勢が整っていないのか、拒否されたのか、人手が足りないのか

具体的な理由を教えていただけますか。 

事務局：温暖化の出前講座は小学校５年生を対象に学校に呼びかけをしてお願い

して、平成２１年度からやっております。温暖化に理解してくださる先

生がいればいいのですが、なかなか伝わりにくい面がございまして、ワ

ンテーマでマンネリ化しているため、今後は５年生以外も含めて幅広く

やろうと考えております。 

委 員：教育委員会を通してお願いしているのですか。 

事務局：そうです。 

委 員：それは、評価が低いということですね。学校側が面白いとか、生徒が楽

しめるような講義をしないと、学校からの要請があるようにもっと検討

して面白くしないと申し込みが来ない。また、外来生物を駆除した池数
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が伸びてないのはどうしてですか。忙しかったとか人手が足りなかった

のですか。 

事務局：農地整備課がやっているのですが予算的なことがあって少なめになって

いる状況です。やる気は十分あります。 

委 員：外来生物をやっつけるということで、池の水を抜いて安全な所で子供に

入ってもらって除去するようなことをやるといいと思いますが、実際は

専門家が取り除くだけですよね。 

事務局：中学生も一緒になってやっているところもあります。中に入るというよ

り取った物を見てもらって学習を兼ねてやっています。 

委 員：一般の人への呼びかけをすると集まるのではないかと思います。僕もや

ってみたいと思うのですが、一般への公開で呼びかけをやったほうがい

いのではないでしょうか。 

会 長：予算が無いとか、教育委員会に言っても聞いてくれないとか実態はそう

だと思いますが、その次の工夫をしないと進まないと思います。    

出前講座はＮＰＯなどのいろんな団体がやっているので、学校もあっち

もこっちもとなっている。私も万博が終わった後に愛知未来フォーラム

という県内の高校生を対象にした講座を、県の教育委員会、市町村の教

育委員会にお願いして、何か所かでやらせていただいておりますが、積

極的にやることはもちろん、内容が伴っていないと、「まあいいわ」とな

ってしまうので毎年やれるような工夫も是非していただきたいと思いま

す。 

委 員：判定を見ていきますと３項目だけがＤなんですね。他がＡとＢ、「資源を

大切にし、環境を基調とする社会環境」だけがＤ判定になっています。

これは今年だけではなくて、平成２３年度から２８年度までの実績があ

まり変わらずに推移しているように見えるため、この項目だけ来年も再

来年もＤ判定で行ってしまうような気がします。市民、子供たち、私達

に一番浸透しやすい項目であろうかと思うのですが、それがなぜこのよ

うなＤ判定の低い数字になるのかお聞かせ下さい。 
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事務局：６ページ、７ページが環境目標Ⅲにあたりますが、取り組む目標が５つ

あります。それぞれ掲げた目標に対し、実績は厳しい状況にあります。

もちろんＤでいいとは思っておりません。少しでもＣへ、Ｂへとやって

いきたいと思っております。今回、一番上の項目の家庭系ごみの量とい

うのが、昨年２８年度に導入した指定ごみ袋導入によって大きく減少し

ていることにより、今回二重丸になりました。ただ一つの二重丸では評

価が上がらないため、他のリサイクル率の向上策についても今後進めて

いきたい。リサイクル率の向上は、私たちとしても、なんとか進めて行

かなければならないと考えております。現在の取り組みで弱い部分、紙

の回収などに力を入れるなど、目標達成に少しでも近づけるよう取り組

み、今後このＤ評価を少しでも上げられるように頑張っていき、最終年

度にＤにならないようにしたいと思っています。 

委 員：Ｄ評価の６ページ、７ページのリユース・リサイクルの推進のところ        

で、再生家具展示・販売をココニコで開催して良かったと思います。こ

れにより入札申込者は順調に増加していると思いますが、やはり、家具

の搬出が困るんじゃないかなと感じます。また、リサイクル率について、

一般市民にとっては、地域資源回収、民間の古紙回収は同じようにリサ

イクルをしているという意識だと思います。したがって、リサイクル率

が低いのではなく、リサイクル率の考え方で市民と市との集計にズレが

あるのではと感じます。 

会 長：市が回収していた古紙が民間に回って、リサイクル率が低くなるという

のは実態と合ってないので、リサイクル率の見方を少し検討しないと、

いつまでたっても横ばいになってしまいます。実態としてリサイクルが

進んでいるのでしたらいいはずですから、少し考えなければいけない。

燃やすごみに出ていないのならば、どこかでリサイクルされているはず

なので、そういう見方も含めて検討する必要があると思います。 

事務局：リサイクル率が伸び悩んでいるのは、紙類の資源が民間の方にかなり移

行しているところが大きな要因となっております。今の指標として掲げ
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ているリサイクル率では、民間に行っている古紙の量を計上できないた

め、次の改訂のタイミングで、もやすごみが減れば、民間に行こうが市

が関与してリサイクルしようが、全てをトータルして何か評価できるよ

うな指標を今後検討しなければいけないと思っています。 

委 員：先ほどの搬出は今どうなっているのでしょうか。 

事務局：再生家具の搬出は、大きなごみでいただいた家具につきましてはリサイ

クル工房で手を加え、年３回市役所市民ギャラリーで展示・販売してい

ます。平成２７年度からココニコを会場として展示・販売してリサイク

ルを進めているところです。また、搬出について買われた方に取りに来

ていただいているので、利便性については今後検討していきたいと思い

ます。 

委 員：環境目標Ⅱの中で干潟保全実践プロジェクトという項目があります。干

潟と言いますと、豊橋にある六条潟は全国でも有数の干潟として有名な

場所でございます。こちらの干潟保全実践プロジェクトの計画がござい

ますか教えて下さい。 

事務局：実践プロジェクトでは、章南中学校と汐川を守る会と連携して汐川干潟

の保全に取り組んでいます。六条潟については昨年の市政１１０周年事

業の中で「みなと塾」という団体が前芝小中学校と連携して保全を進め

ています。昨年１１０周年ということで市民協働推進課から出た補助金

で「かるた」を作られましたが、そのサポートをしたのは環境保全課に

なります。今後も市として何らかの形で関与していきたいと思います。 

会 長：六条潟というのは、この地域でアサリの稚魚が取れる唯一の場所になり

ますので、保全を是非していただきたいと思います。 

委 員：６ページのリサイクル率の値で疑問に思ったのは、ごみの処理量が平成

２７年から平成２８年で７．８パーセント落ちているのに、リサイクル

率が０．１パーセントしか変わっていないところです。全部のごみが同

じように減っているということでしょうか。 

事務局：リサイクル率の計算方法を大ざっぱに説明しますと、ごみ量が分母で資
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源化した量が分子になります。ごみ量が減るということはリサイクル率

が上がる要素でありますが、一方で分子の資源化量が上がらないと、結

果としてリサイクル率は上がりません。 

会 長：分母が７．８パーセント落ちたわけでございますよね、そして分子の方

が変わらない。 

事務局：そうです。伸び悩んでいるというか分母が減ったにも関わらずリサイク

ル率が上がらないのは、分子も同じように減ってしまっているからです。

リサイクル率の計算の仕方も今後検討していかなければならないと思い

ますが、現状ではリサイクル率の計算は市が関与しているごみをカウン

トしているので、民間に流れている古紙の分は分母、分子共に減るため、

リサイクル率が伸び悩んでいます。 

委 員：豊橋の場合マテリアルリサイクルだけではなくサーマルリサイクルもし

ているわけです。そうゆう情報はどこかに載せてもいいのかなと思いま

す。発電したり熱利用しているので、そういったリサイクルをちゃんと

しているということはどこかに載せた方がいいのかなと思います。８ペ

ージの今後の取り組みに街路樹の整備が出ています。ヒートアイランド

対策だと思いますが、具体的にどのような地域を対象にしているのか教

えて下さい。 

事務局：地区について細かな所は承知していません。 

事務局：これは、整備というより再整備を意味していまして、クスノキ通りなど

の街路樹で、大木化していたり根上がりしていたり、そのあたりの剪定

が問題になっています。公園緑地課が担当ですが、私どもも関与してや

っております。 

委 員：民間古紙回収業者にごみが流れていることに関し、市はこれでいいと考

えているのか、悪いと考えているのか。例えばビンカンボックスは、市

民の財産であるびん・カンが抜き取られるから止めた訳ですよ。豊橋の

古紙、雑誌が静岡の古紙回収業者に流れていることをリサイクルだから

良しとするのか、豊橋の財産を取られているから何とか食い止めたいと



6 

 

思っているのか大事なことだと思いますが、市の考え方はいかがでしょ

うか。 

事務局：やむをえないと考えております。 

委 員：ビンカンボックスが無くなったにも関わらず資源回収にあまり出てこな

いがどこに行ったのか。トータルで下がっていますと言われたら今まで

ビンカンボックスで回収していたびん・カンはどうなったのだろうと疑

問に思うのですが、そういったことは把握されていますか。私のところ

は年間１２回資源回収していますが、びん・カンが出てこなくて例年通

りなんです。今まではびん・カンが、週に一回収集に回るぐらい出てい

たのに、その数がどこに行ったのか疑問に思っています。 

事務局：４月からビンカンボックスは廃止させていただいて、代わりにステーシ

ョンでびん・カンの日を設けて回収しています。 

委 員：ステーションにはほとんど出ていない。この数字がどこに消えたのか、

下手をすると民間の業者に出しているのではないかと思います。私ども

は今回の変更で、地域の資源回収に期待していました。地域の収入にな

るものですから。それがあまり出てこないんです。だから今までのは何

だったのかなと感じがしています。ごみ問題で今もめているのは生ごみ

です。不衛生だとクレームが来ています。黄色い袋だとカラスに荒らさ

れないと認識していますが、野良猫にやられる。そこで私どもでバケッ

トを買いました。それと網をかぶせると猫の被害はほとんど無くなりま

した。しかし、生ごみの指定ごみ袋は、袋が薄くて破れ、水が出て不衛

生のため、水で流している。生ごみとびん・カンの収集日が一緒で、生

ごみを回収した後に網をはがされるので猫がいたずらする。収集作業員

に言ったのですが知らん顔です。網をするようにお願いしても守られな

くなっている。市が回収している時になぜ指示してくれないのか。今ま

で守られていたものが崩れてきて、今年になって非常に不衛生になって

きたと苦情があります。対応が何かあれば考えてほしいのでよろしくお

願いします。 
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会 長：これは大きな課題だと思います。市民にとってはひとつひとつ丁寧に聞

いて対応していただくことが重要だと思います。 

委 員：豊橋では、セアカゴケグモやヒガタアシなどの外来種が、豊橋港で最初

に見つかります。アルゼンチンアリもいろんな所で見つかっていますけ

ど、ヒアリに関してもこれまでに調べたことがあるかどうか教えてくだ

さい。水際が一番大切なので、徹底的に継続的に調査していただきたい

と思いますがいかがでしょうか。 

事務局：ヒアリについては市と三河港務所から聞いた状況を後ほど報告させてい

ただきます。ヒガタアシにつきましては一部中央高校の辺りにありまし

たが、１０月に駆除作業があると聞いています。ほぼ根絶に近い状態に

なっていると判断しています。アルゼンチンアリについては拡大傾向な

ので、今年から業者を交えて根絶を目指し作業を進めています。 

会 長：続きまして、議題２の｢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：先ほどの市民からの苦情とかに対し、どのような対応をしているのか、

今後どのような対応をするのか説明していただけますか。 

事務局：ビンカンボックスを廃止して、４月からステーション収集に切り替えて

います。業務課で収集していくわけですが、収集量といたしましては減

少しております。減少した内容については、ビンカンボックスの中には

びん・カン以外の金属系の物やその他いろいろな不純物が入っていたこ

とによって重量がありました。今回ステーション収集にしたことによっ

て、そういったごみが搬出されなくなり、適正に搬出されるようになっ

たことによりごみの量は減ったということです。アルミ缶を資源として

売却しているのですが、その量につきましたは４月から７月の実績につ

いては、昨年度４ヶ月と比べますと増加しています。昨年度まではビン

カンボックスからの抜き取りがあったのですが、それが改善されたと考

えています。それと、生ごみの収集が始まりました。カラス、猫の被害
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がかなり多いということで、いろいろ調査をしながら、荒らされている

ステーションにつきましては、自治会、町内の方を通じてそれぞれのス

テーションに合った対策についてアドバイスさせていただいています。

黄色のネットの目を細かくするため二重にするとか、ネットがめくれな

いように「おもし」を付けることによってカラス・猫の侵入を防ぐこと

ができると聞いていますので、広くお知らせをしているところです。ま

た、容器のようなものを買われて効果があった事例も周知させていただ

くなど、それぞれに合った対策をお知らせしながら個別に考えています。 

委 員：びん・カンを一緒に出す際にびんが割れてしまい、収集の方から苦情が

来たんです。「びんが割れている」と言われましたが、私達に言われても

どうしようもない。回収する時に持って行ってほしいです。団地なので

置き場が歩道の上にあり、通学路になっています。割れたびんのかけら

で怪我でもされたら困るので、ほうきと散り取りを持ち、一緒に持って

行ってもらいたい。 

事務局：収集車には、ほうきと散り取りを設置して、ステーション収集が終わっ

た後は取り残しがないようにステーションを綺麗にしておくようにして

います。また、生ごみのにおい対策として消臭剤を設置し散布するよう

にしています。割れたかけらが残っていないように収集後の清掃はしっ

かりやっていくように努力していきます。 

会 長：委員さんも大変だと思いますが、市の方も一生懸命やると思いますので

よろしくお願いいたします 

委 員：下水道普及率を上げていくということなんですけど、これから人口が減

っていき、町がどんどん小さくなる中で、本当に下水道普及率を上げる

必要があるのだろか、見直しが必要ではないかと思います。豊橋市とし

ては普及率をどのくらいまで上げて、どこでコンパクトシティ化して行

こうと思っているのか教えて下さい。 

事務局：委員がおっしゃったように下水設置はいいのですが、それには将来的な

経費と莫大なお金がかかります。人口が減っていくのでコンパクトシテ
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ィ化していくことは避けられない状況であり、どこの都市でも多かれ少

なかれ考えていることだと思います。今の下水計画の状況を見ますと一

時期に比べて下水道整備はゆっくりになっています。そうすると何が注

目されてくるかというと浄化槽の設置でございます。２０年前でありま

すと下水整備を一丸となってやってきた訳でありますが、今はコンパク

トシティ化していくということで、今後ポツンと離れている集落をどう

してくかと考えると浄化槽の設置ということで、国策としても少なから

ずそちらの方へシフトしていくのではないかと感じています。 

会 長：高齢化が進んでくると、特に団地の高齢化が進んでしまってインフラを

作ったけれども管理費だけでも大変になってしまっているのが全国的な

大きな課題になっているので、街づくりをもう一度見直す時期に来てい

るのかなと思います。今、全国的にいろいろな取り組みをしております

ので、是非豊橋市さんもそのような動きに遅れないような対応をしてい

ただきたいと思います。 

委 員：２ページにある下水道未普及地区の整備とありますが、これは下水道整

備をさしているのか、合併処理浄化槽の整備をさしているのかどちらな

のか教えて下さい。 

事務局：下水道整備です。 

委 員：下水道整備されると生活排水処理率は平成３２年度に９４パーセントに

なる見込みということですか。 

事務局：その数値に届くと考えています。 

委 員：いくつか指標で△（三角）の未達成のところがあるのですが、来年度が

３０年度で目標年度が３２年度ですので、そろそろこの項目は達成する、

この項目は達成しよう、重点的に取り組む項目というように、項目ごと

に分けて重点化する方にシフトしたらいかがかと思います。例えば自然

環境の保全啓発活動参加者数などは３２年度だけ、もし頑張れば数値が

上がって目標を達成することになるのですが、そのような取り組みはせ

ずに年度ごとの増加率を見ながら、無理な取り組みは止めて自然的な状
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態で達成できるもの、達成出来ないものを分けて取り組んでいただけれ

ばと思います。 

会 長：先生からアドバイス受けて対応していただければと思います。 

委 員：リサイクル率の問題もあったところなんですが、豊橋市に関して言うと

２ページの事業系ごみ排出量の目標値が３８，５００トンと、今後減少

させていく目標だと思うのですが、２７年から２８年、恐らく２９年に

かけても増加をしているのが現状だと思います。今まで事業系の方が家

庭系ごみに捨てていたのが現状で、現在もまだ事業系ごみが家庭系ごみ

に入っていてルールを守っていない事業者が多い。ここをしっかり啓発

して、市民と一緒になってやっていく必要があると言うのが私の率直な

感想です。いかがでしょうか。 

事務局：おっしゃる通りであります。事業系ごみが家庭のごみステーションに出

されるケースが多々あります。豊橋駅周辺の繁華街では監視していても

事業系ごみの方が多いぐらいで、お住まいの世帯が５、６世帯で後はお

店なのに、なぜこんなにごみが出るのだろうと思うところもございます。

そちらについては頭の痛い長年悩んできたところでございます。自治会

の方ともお話をして調整しているところでございまして、町内のローラ

ー作戦で一軒、一軒入ってどのような処理をされているのか、このよう

なルールがございますと理解していただこうとしています。ごみの処理

はお金がかかるので、事業系ごみは一般廃棄物収集運搬業者に委託して

下さいと言っても、お金がかかるので安易な方向に走ってしまう傾向が

ございますので、何度もくどくやっていくしかないと思います。景気の

動向で事業系ごみは変わっていき、ここ１０年間で見ますと一般廃棄物

の量は同じ様な量で推移しています。今後景気が変わって来ますと伸び

たり落ちたりしていきますので注視していきながら見定めていきたいと

思います。 

会 長：事業系ごみがどんどん入ってくると大変ですから、よく理解を求めるよ

う話し合いを進めて下さい。では、議題３の報告事項に移りたいと思い
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ます。本市のごみの現状とごみ分別制度変更後の状況について（資料３）、

古紙リサイクルの現状について（資料４）一括して説明していただいて

ご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

            (事務局より説明) 

会 長：だだいま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：生ごみを出すときに新聞紙で包んではいけない、もちろん新聞紙はリサ

イクルしなければいけないのですが、昔からの知恵で生ごみの水を吸っ

て匂いを取るために新聞紙で包むことというのは、一般的に伝統的にず

っと守られてきたことだと思います。バイオマスの中に新聞紙が入って

いるだけで発酵が阻害されるのでしょうか。阻害されないのであれば、

ごみの収集において匂いも少なくなるし汚水も少なくなるし、猫の被害

も少なくなるので、生ごみを新聞紙で包むことを認めた方がいいのでは

ないかと思いますがどうですか。 

事務局：バイオマス利活用センターでは紙類の混入は施設の発酵に支障をきたす

ので、紙類を入れることはダメだとなっております。４月に分別ルール

を定めて皆様に周知をさせていただいておりますが、発酵不適物であっ

ても施設として最初の段階で分別ができるもの、具体的に言いますと、

ごみ袋、貝殻、タケノコの皮、トウモロコシの皮などについては、市民

にとって分別の手間がかかってしまいますので、生ごみとして一緒に出

していただいて施設の方で分別する方法を取っています。ただ、紙はそ

ういった形がとれないので混入はご勘弁していただいています。 

委 員：タケノコの皮とかトウモロコシの皮はいいですよと記載されたチラシが

回ってきたものですから生ごみに入れていたのですが、そちらで分別さ

れていることを聞いて、大変なことかなと思ってしまいました。 

事務局：設備、機械で分別する工程がございます。 

委 員：分別するシステムはしっかり出来上がっていると思っていたのですけど、

新聞紙はなぜ分別出来ないのですか。 
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事務局：発酵に適さない物、ビニール袋など最初に分ける設備がございます。設

備の中で不適物を分離する際に生ごみが出てくる小さな穴がありますが、

穴に紙がぺたっと貼りつきふさいでしまうことになり、発酵不適物とそ

うでない物の分離が困難になるので紙は入れないようにお願いしていま

す。 

委 員：他の所でそういうことをされている所はないのですか。メタン発酵して

いる所で紙を機械的に分別する器具、あるいはそうゆう物を導入すれば

解決するのではないですか。 

事務局：市民の方にはお手間をかけて申し訳ないですが、今回の設備に関しては

難しいというところでございます。 

会 長：他の地域で同じ様な事をしていれば、お金はいりますが追加して出来な

いかということです。 

事務局：現状で出来るかは分かりません。 

会 長：市民の方からすればいろんな課題が出てきていますので、そのような意

見も聞いて、他の所も聞いて、お金のいることですので、それだけのも

のを作ろうとしたり、スペースの問題とかいろいろあろうかと思います

が、いろいろ検討していただくといいなと思います。 

事務局：言われる通りでして、やれるやれないは今の段階で言えませんが、引き

続きいろいろな声に耳を傾けながら取り組んでいきたいと思います。 

会 長：８ページのところで少しビックリしたのですが、市民の方は相当協力し

ていただいているなと思いますので、生ごみの率が９８パーセントとい

うのは素晴らしいことだと思います。そういう点は事前の説明が評価で

きると思いますので、さらに市民の方々の声をしっかり受け止めて対応

していただけるとありがたいと思います。 

委 員：事業系の生ごみを入れるかどうかの議論がずっとあって、結局入れるこ

とになったわけですが、８月から事業系の生ごみの受け入れをはじめて

ちょうど１カ月経ちました。この事業系の生ごみの質はどういう状況な

のですか。 
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事務局：８月１日から導入を始めたところなので、実績としては計画値の半分い

くかどうかというところです。いまのところ施設に影響するような物が

入ってきている報告はありません。 

委 員：紙類は除いた方がいい、トウモロコシの皮、タケノコの皮はいい、要す

るにメタン発酵する時に微生物に影響がある、生物学的な問題でそうゆ

う物を入れない方がいいという視点と、紙類が入っているとフィルター

に貼りつく機械的なデメリットという説明でした。トウモロコシ、タケ

ノコの皮、紙は成分数が多いのでメタン発酵には適さない、大量にあっ

ても出てくるメタンは少ない、発酵効率が下がるという生物学的なとこ

ろは分かります。しかし、機械的なところに問題があるのでしたらフィ

ルターを変えるようなことで改良できるんじゃないかなと思いますので、

費用がかかるかもしれませんがお考え下さい。 

会 長：続きまして情報提供２つ説明して下さい。 

                (事務局説明)            

会 長：ごみ分別アプリの発信状況、鳥インフルエンザ、ヒアリについて報告ご

ざいました。この件で何かご質問ありますか。 

委 員：アプリのデザインがアライグマですね。豊橋ではアライグマは害獣とし

て届出制となっていて、見つけたら届けるとなっている。わざわざこれ

を使ったという経緯はどうなっていますか。 

事務局：かなり古い時代に環境部のマスコットをアライグマにしたと思います。

今は特定外来生物に指定されていることは環境保全課として承知してい

まして、環境政策課には大丈夫か声をかけておりますが、アライグマで

はなく「そうじろう」という固定のマスコットということで理解してい

ただきたいと思います。 

委 員：ある業者さんのあれに似ているので、どうかなと思いました。 

事務局：当時、小学校で清掃のマスコットの公募を行い、アライグマで洗うとい

うクリーンなイメージでマスコットに決定したものです。偶然、某企業

さんとも似たようになっていますが、イメージとしてこのマスコットに
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なったものです。 

委 員：私も「さんあ～る」のアプリのことを、資料を送られてきて初めて知り

ましたが、市民の皆さんや児童とかにＰＲは既にされているのですか。

自分も子供がいてもその情報が無かったものですからどうなんですか。 

事務局：６月１日に導入いたしまして、その時に報道機関を通じまして発表させ

ていただきました。引き続き多くの方に見ていただけるように啓発に努

めていきたいと思います。 

会 長：ヒアリというのは非常に小さいですから、気をつけて下さい。 

    最後に事務局からの連絡事項がありましたらお願いします。 

           (事務局連絡事項) 

会 長：本日用意されました議題はすべて終了いたしましたが、この際何かご発

言ありましたらお願いいたします。特に質問もございませんので、会議

はこれまでとさせていただきます。本日の議事の進行につきましてご協

力いただき厚く御礼申し上げます。 

事務局：ご審議いただきまして誠にありがとうございました。本日いただきまし

たご意見につきましては、参考にさせていただきながら今後の環境行政

を進めてまいりますので引き続きよろしくお願いいたします。以上をも

ちまして平成２９年度第１回豊橋市環境審議会を閉会させていただきま

す。どうもありがとうございました。 


