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廃棄物対策課 主幹／田村明浩 担当／山崎健 

埋立処理課 課長補佐／岡田和久 

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）豊橋田原ごみ処理施設整備計画について（資料３） 

（４）報告事項 

   ・豊橋市のごみの現状について（資料４） 

   ・資源化センター１号炉の故障と復旧工事について（資料５） 

   ・豊橋市の PCB廃棄物の期限内処理に向けた取組について（資料６） 
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     ・資源化センター１号炉の故障と復旧工事について（資料５） 
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平成３０年度  環 境 審 議 会 会 議 録 

日 時：平成３０年１０月３０日（火） １４：００～１５：４５ 

場 所：豊橋市役所東館８階８５会議室 

委員数：１３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捗状況」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：環境目標Ⅱの進捗状況がＣとなっていますが、個々の目標の進捗状況を

みると二重丸が３つもあるのになぜＣなのでしょうか。これは非常に厳

しいのではないかなと思います。評価はＢでもいいのではないでしょう

か。  

事務局：環境基本計画を策定する際に環境審議会の委員のみなさんからご意見を

いただきながら、指標の考え方を整理してまいりました。指標の考え方

としては、計画策定から７年が経過した現時点で、二重丸（現時点で達

成）と丸（進捗率７０％以上）は１００点、三角（進捗率７０％以下）

は、０点としています。環境目標Ⅱでは、取り組み目標６個のうち、３

つが二重丸であるため、目標全体では、５０％進捗しているという考え

方を基に評価をしています。全体の評価はＡからＤまでありますが、Ｃ

は進捗率２５％～５０％以下としているため、今回環境目標Ⅱの評価は

Ｃとさせていただいております。 
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委 員：よくわかりました。干潟保全実践プロジェクトについては、限られた方々

が対象になり、一般の方が参加するわけではないと思うので、この目標

が厳しくなっていくのではないのかなと思います。ここをなんとかしな

いといつまで経っても環境目標Ⅱの評価はＣのままになってしまうので

はないかと思いますので、一般の方が参加できるようにするなど、一度

考えてみてはいかがでしょうか。 

事務局：この干潟保全実践プロジェクトですが、実際には、現在のところ、章南

中学生、地元の杉山校区の自治会の方々が立ち上げてくれました汐川干

潟を守る会が中心となって実践活動を実施しております。我々が当初計

画した時には、こういった方々を中心に一般の方々に輪を広げて、参加

者を増やしていきたいという考えを持っておりましたが、現在のところ、

中学生は活発に活動されているのですが、地元の保護団体が思ったより

も活動が進んでない状況のため、今後は、我々もサポートしながら委員

のおっしゃるような輪を広げていきたいと考えております。  

会 長：できるだけ厳しく評価をすることで、市としてＰＲできる方法でもある

かと思います。  

委 員：８ページの一番下に、街路樹の再生の推進とあるが、現在地域で困って

いることが、歩道にある街路樹の根が盛り上がって、歩道がボコボコに

なっている。一度対応してもらったが、この問題については、公園緑地

課や環境部、道路維持課が関わらないと進んでいかない。横断的に対応

してもらいたい。というのも、地域の高齢化が進んできており、高齢者

が歩道を歩かず道路を歩いてしまっている。歩道を歩くとつまづくとい

うのが理由である。現在、公園緑地課と話をしているが、できれば環境

部や道路維持課も一緒になって考えていってもらいたい。根っこ以外に

街路樹の落ち葉が民家に入っていくという問題もある。ぜひ街路樹の再

生は、進めていってもらいたいと考えている。  

事務局：まさしく街路樹の再生は、古くなった樹木と併せて、先ほどの根上がり

が危険だということで、そういったことの解消を含めて現在進めており
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ます。今委員からいただいた意見は、関係する部署に伝えていきますが、

広範囲になるため、すぐの対応ができるかわかりませんが、できるだけ

進められるよう取り組んでいきたいと考えています。  

会 長：市全体の話のため、ぜひ環境部から伝えてもらい進めてもらいたい。  

委 員：６ページの生ごみの件について、生活をする人にとっては、この生ごみ

の分別については、大変大きな問題だと思います。生ごみはもやすごみ

と一緒に収集に来るので、週２回収集にきていますが、この間、みなさ

んはどのように生ごみを管理しているのだろうと思っています。生ごみ

はもやすごみの１０分の１ぐらいの量です。特に今は少人数の家庭が多

いため、生ごみはごくわずかしか出ないのではないでしょうか。それを

３日も４日もどこに置いておくのだろうと。我が家ではふた付きのバケ

ツに入れているんですが、そうすると袋が３つとか４つとかになるんで

すが、袋が害になるんではないかなと思うわけです。特に夏場は保管し

ておくとものすごくにおいがしてどうしようもないということで、もや

すごみに入れてしまった経験があります。そのため生ごみは、以前のビ

ンカンボックスのように、いつでも出せるといいと思うのですが。また、

生ごみともやすごみの収集についてですが、ごみステーションには生ご

みは量が少なく、もやすごみが多く出ています。収集車は、生ごみだけ

をパパッと回収していくのですが、とても効率が悪く感じてしまいます

が、いかがでしょうか。  

事務局：生ごみの保管についてですが、あくまで各家庭の取組になってしまいま

すが、夏場の特ににおいの気になる季節は、しっかりと水を切って、ふ

た付きのバケツに入れて保管をしていただければと思います。少量には

なってしまうかもしれませんが、そちらを週２回収集させていただいて

おりますので、ご協力いただければと思います。生ごみともやすごみの

収集については、別々の収集車で収集をしているため、１か所に２台の

収集車が回ってきます。そのため、非効率であるとよくご意見いただく

のですが、それぞれ搬送先がバイオマス利活用センターと資源化センタ
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ーと異なっておりますので、同じ車両で収集するということができない

ため、別々の車両で集めるしかないということです。みなさまが分別し

た生ごみは、バイオマス利活用センターで資源としてきちんと有効活用

をさせていただいておりますので、こういったことも踏まえてご理解い

ただき、引き続きご協力いただければと思います。  

会 長：我が家ではふた付きの容器を使っています。地域のごみステーションで

は、カラスにつつかれないように、生ごみはコンテナに入れるようにな

っています。  

委 員：生ごみの関係ですが、うちの地域では、コンポストを使用してから、庭

に埋めているため、生ごみは一切出していません。地域の方々もほとん

ど生ごみを出していません。ごみを減らしたほうがいいと思っているの

ですが、資料を見るとリサイクル率が低い状況です。そのため、市とし

ては資源となる生ごみは出してほしいのではないかなと思ってしまうの

ですが、生ごみはごみステーションに出した方がよろしいでしょうか。  

事務局：まずリサイクル率の出し方ですが、分母と分子があります。分子が資源

化量です。みなさんが分別していただいた資源が分子となります。分母

はごみ全体となります。ですので、ごみは極力減らしていただき、かつ、

ごみとして出すものはできるだけ分別していただき、資源となるものは

資源としていただきたいです。ですので、生ごみはもやすごみの中から

抜き出してしっかり分別していただいて出していただきたいという姿勢

でございます。 

会 長：コンポストで処理したものは分母へ入ってこないということですので、

引き続き取り組んでいただければということですね。  

委 員：生ごみのリサイクルはもともと一般家庭ではなく、豊橋に多くある農家

から出るキャベツなどの産業廃棄物を入れるために、バイオマス利活用

センターが作られたと聞いたことがあるのですが、いかがでしょうか。  

事務局：まず、産業廃棄物、一般廃棄物でいいますと、我々自治体に処理義務が

あるのは、一般廃棄物といわれるものです。また、一般廃棄物の中にも
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家庭から出るものと事業から出るものと分かれておりますが、家庭から

出る生ごみは、みなさまに分けていただいて、発電につなげております。

かつ事業から出る生ごみ、たとえばスーパーから出るものであったり、

飲食店から出るものであったりするものも、一般廃棄物として入るもの

ですから、それらについては、家庭から出るものと同様にバイオマス利

活用センターに入れて発電につなげております。  

委 員：バイオマス利活用センターに入っているものは、実は、家庭から入って

いるものが少量であって、事業者や農家から入る生ごみがかなりの割合

で入っているのではないですか。 

事務局：現在は、計画量ベースでいきますと、１日当りですが、家庭からの生ご

みの量は４９トン、事業からの生ごみの量は１０トンという比率となっ

ております。ただ、事業から出るものは、全ての事業所からは出てきて

はいない状況ですから、まず計画量としてはこの比率ということです。 

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：ただいま事務局から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。 

            （意見なし） 

会 長：続きまして、議題３の｢豊橋田原ごみ処理施設整備計画について｣事務局

から説明していただきます。 

(事務局より説明) 

会 長：ただいま事務局から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：資源化センターの高さはどれぐらいですか。 

事務局：現在の資源化センターは約３２ｍ（設計ＧＬ）で、実際に新しい資源化

センターを立てる場所は約４２ｍで１０ｍほど高くなります。 

委 員：売電と言われていましたが、これはどれぐらいの発電量があり、豊橋市
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の消費量の中のどのぐらい賄えるのか、それから、焼却炉の寿命という

のはあるかと思いますが、ＤＢＯ方式だと大体何年ぐらいみて、企業は

何社ぐらい入って、その中に地元企業も入るのかを教えていただければ

と思います。 

事務局：まず、発電についてですが、現状の焼却施設の発電施設では、年間の発

電量としては、約３２，０００ＭＷです。実際の売電量は、年間で約４，

５００ＭＷです。新しい施設では発電を積極的に行うと考えております

ので、年間の発電量としては、現在の施設の約１０倍になると考えてお

ります。 

委 員：約１０倍の発電量ということですが、買ってもらえるのでしょうか。現

在、３２，０００ＭＷ発電していて、買ってもらえるのは４，５００Ｍ

Ｗしかないということですよね。 

事務局：現状はそうです。ただ、現在は資源化センターで自家消費しているため、

余剰電力分を売電しており、それが４，５００ＭＷということです。 

委 員：資料の７５ページですが、田原市は平成２９年度には家庭系ごみの有料

化をしていると記載があります。豊橋市で施設を運営し田原市のごみを

受け入れるということは、有料で処理をすると考えているのですが、そ

れは間違いないでしょうか。それとも、豊橋市も有料化を始めると思っ

た方がいいのか、どちらでしょうか。もう１点、懸念していることがあ

るのですが、２３号線の天伯のＩＣがありますが、今後、田原市からの

車両が入ってくるとなると、かなりの渋滞が予想されるのですが、その

あたりはどのように考えているのか教えていただきたいです。 

事務局：まず１点目のごみの有料化についてですが、委員のおっしゃったように

今年の２月から田原市は有料化が始まりました。ただ、今後広域化を進

めるにあたって、豊橋市が田原市にあわせて有料化を行うという考えは

ありません。豊橋市独自の考えとして、ごみの有料化については、ごみ

の状況などを踏まえて、今後検討を進めていくものになるかと思います

が、広域化を理由に行うことは今現在ありません。 
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事務局：２点目の車両の搬入台数の件ですが、現在行っている環境アセスメント

では、田原市からの車両は３０台程度増えるという想定をしております。

ただ、現状で渋滞という問題を抱えておりますので、何とか資源化セン

ター敷地外での渋滞というのは防ぎたいと考えておりますので、色々な

緩和措置をとっていきたいと考えています。 

委 員：ＩＣ付近に道の駅が新しくできるかと思いますが、それによる渋滞の発

生は予想されてないでしょうか。 

事務局：道の駅に関しましては、建設部や産業部の管轄になりますが、確かにそ

れによる渋滞は考えられます。ただ、新しい資源化センターについては、

その渋滞に巻き込まれないように、例えば一つ前のＩＣを利用するとか

東三河環状線を利用するなど、対応をしていければと考えています。本

日は、環境部のみしかおりませんので、道の駅の影響による渋滞をどの

ように予測しているかは、お答えができません。申し訳ありません。 

委 員：２３号線は、１号線に入るところなどで渋滞をしている。それをなんと

かしないと資源化センター付近の渋滞はなくならないのではと思ってい

るのですが。 

事務局：委員のおっしゃるとおり、２３号線は時間帯によっては確かに渋滞をし

ています。資源化センターについては、一昨年ごろまでは、お盆や年末

などはとてもひどい渋滞がありまして、一ノ沢の信号を越えて小松原街

道線と環状線が交差する手前ぐらいまでの渋滞が発生したこともありま

した。しかし、現在ではそこまでの渋滞は発生していません。理由とし

ては、平成２９年度からバイオマス利活用センターが稼働し、生ごみと

し尿がそちらに搬入されるようになったことなどにより、大分緩和され

ています。ただ、そうは言っても新施設についても、渋滞の問題の対応

については、今後考えてまいりたいと思っております。 

会 長：交通量については、市だけでできない部分が多くあると思いますので、

国や県、県警などとよく協議をし、渋滞がないようにしていってもらい

たいと思います。 
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副会長：整備計画の概要の７ページに規制基準値の記載がありますが、一つを除

いて自主規制値は規制基準値より低く設定してあります。ただ、水銀の

み同値となっておりますが、水銀を低くすることはできないでしょうか。

２点目として、余熱はりすぱ豊橋へ蒸気供給し、利用していくとありま

すが、ＣＯ２の排出量の削減として、同じようにりすぱ豊橋等で使うと

いう発想はないのでしょうか。 

事務局：まず、水銀につきまして、基準値が設けられたのが、今年度からです。

それに対する公害防止装置が確立されていないという状況でありますの

で、法基準値にあわせていくということにしております。ただ、今後新

たな装置が出ましたら、そちらに切り替えていくということを考えてお

ります。 

副会長：基準値を厳しくすればそれに適合した装置が入ってくると思いますので、

入札段階で厳しい値にしてもらえるとよいかなと思います。 

会 長：みなさまご承知だと思いますが、水俣条約で、世界で５つの施設が水銀

規制に入りました。ここにごみ処理施設を入れる入れないで中央環境審

議会で大議論がありました。日本では、ごみ処理施設の水銀というのは

そんなに大きくありませんが、世界の基準として出ております。この３

０μg/m3N がいいかどうかの議論もあるかと思いますし、水銀をどう処

理するか、恐らくバグフィルターでの処理となるかと思いますが、バグ

フィルターで処理ができるかどうかの見極めも必要かと思います。まだ

時間がありますので、副会長が言われたようにきちんと議論していただ

きたいと思います。 

会 長：予定の時刻になりましたが、報告事項が３件残っています。このまま続

けてよろしいでしょうか。この後ご予定がある方は、ご退席いただけれ

ばと思います。 

会 長：では、報告事項は短めに３件続けて説明をお願いします。 

                (事務局説明)            

会 長：だだいま３件続けて説明いただきましたことについて、何かご質問、ご
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意見はございませんか。 

             （意見なし） 

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。 

会 長：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) 

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３０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。 

 


