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令和元年度 第３回豊川市環境審議会 議事録 
 

       日時：令和元年 11 月 26 日（火） 

          午前 9 時 30 分～午後 0 時 15 分 

       場所：豊川市役所本 34 会議室 

 

 

■出席者 

（委 員） 

 大門 裕之 （国立大学法人豊橋技術科学大学 教授） 

 加藤 勝敏 （公益社団法人東三河地域研究センター 常務理事） 

 中島 国輔 （愛知県地球温暖化防止活動推進員 代表） 

 田中 みや子（愛知県地域環境保全委員 代表） 

 髙木 香苗 （豊川商工会議所産業基盤強化委員会 副委員長） 

 安藤 和史 （豊川市連区長会 元理事） 

 木藤 昇一 （ひまわり農業協同組合 総合企画部長） 

 伊藤 崇予 （豊川リサイクル運動市民の会 会長） 

 浜口 比呂子（エコ☆はじめの一歩 役員） 

笠松 由美 （とよかわ里山の会 監事） 

 石上 隆一 （東三河総局県民環境部環境保全課 課長） 

 菅沼 由貴子（豊川市教育委員会 教育委員） 

（事務局） 

 産業環境部長        飛田 哲孝 

 環境課長          岡本 譲 

 清掃事業課長        林  俊光 

 環境課課長補佐       安藤 清 

 清掃事業課課長補佐     林  朋幸 

 環境課環境政策係長     波多野 延行 

 

■議 題 

（１）次期環境基本計画策定について 

  ① 豊川市環境基本計画 2020（案）について 

  ② 将来像のサブタイトルの検討について 

（２）次期一般廃棄物処理基本計画について 

  ① 豊川市一般廃棄物処理基本計画（2020～2029）（案）について 
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■会議内容 

１ あいさつ 

  市長よりあいさつ 

 

  会議の成立等について報告 

  本日、会長欠席のため、豊川市環境基本条例第 26 条第 3 項「副会長は、会長が欠けた時

はその職務を代理する」との規定により、本日の議長は副会長にお願いすることになりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  また、本日の会議成立についてご報告します。本日は、委員 15 名中 12 名のご出席をい

ただいております。従いまして、豊川市環境基本条例第 27 条第 2 項に規定されている定足

数を満たしておりますので、本日の審議会が成立したことをご報告いたします。 

 

配布資料および事前送付資料の確認 

 

 

２ 議題 

（１）次期環境基本計画策定について 

 ① 豊川市環境基本計画 2020（案）について 

  環境課課長補佐  概要説明【資料１】 

 

・委員からの意見および事務局回答 

（副会長） 

  今回は、特に新しくなった箇所を中心に事務局よりご説明いただきました。内容につき

まして、ご意見やご質問等があればよろしくお願いします。 

（委員） 

  76 ページ以降の重点施策について、事務局からの説明を聞いてタイトルの変更など含め

非常に分かりやすくなったと感じます。重点施策３の具体的な内容に「食べきり協力店登

録制度の創設」とありますが、3010 運動はとても良い運動と思いますが、料理の持ち帰り

などに取り組む飲食店等を「食べきり協力店」として登録、紹介する制度については、夏

場の食中毒等の問題や、冬でも持ち帰りができないお店も増えており、大丈夫でしょうか。 

（事務局） 

  ご質問のとおり、様々な課題が想定されますが、例えば、持ち帰る際の注意を呼び掛け

る等の説明をしていただくなど、店舗側のご協力もいただきながら、実施できるようにし

たいと考えています。なお、具体的な内容については、今後検討します。 

（副会長） 

  責任の所在が課題となると思いますが、今後、社会の変化を見ながら進めていく計画と

なっているので、ご理解下さい。 

（委員） 
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  重点施策３の具体的な内容に「『とよかわ食品ロス トリプルゼロ！』の普及、啓発」と

あり、毎月 10 日、20 日、30 日は、冷蔵庫の中身をチェックすると記述されていますが、

該当する日が平日だった場合、共働き世帯にとって負担になると思われます。以前、土曜

日に冷蔵庫の中身を減らして足りない分は日曜日に買い足す旨の取組を「土曜日は冷蔵庫

の食材ですっきりクッキング」として提案させていただきましたが、こちらの方が現実的

だと思います。 

（事務局） 

  本取組は、「トリプルゼロ」と「10 日、20 日、30 日」のゼロが掛かっており、キャッチ

フレーズとして好ましいと考えたため、そのような命名としています。ただし、ご提案の

とおり、土曜日に一度冷蔵庫の中身を確認する取組は良いと思います。ただ今のご提案を

含めて検討したいと思います。 

（副会長） 

  「『とよかわ食品ロス トリプルゼロ！』の普及、啓発」は、市民への意識付けを目的と

したキャンペーンであり、10 日、20 日、30 日の日付設定も、本キャンペーンを分かりや

すくするために良いと思います。また、土曜日の冷蔵庫チェックは計画書に加えても良い

と考えます。是非ともご検討いただきたいです。 

（委員） 

  最近の冷蔵庫は、食材の賞味期限等を表示する機能を備えた製品も出ているといった話

を聞いたことがあります。食品ロス等にきちんと取り組んでいる人にそのような製品をプ

レゼントする企画などがあれば面白いと思います。 

（事務局） 

  ただ今のご発言は、IoT に関連する家電についての内容だと理解しています。今後、その

ような製品が普及していけば、食品ロスの削減が進むと考えられます。 

（委員） 

  68 ページ温室効果ガスの削減目標についてですが、都市部では 2030 年度の排出量を

2013 年度比で 30％削減する目標を掲げた自治体もあると聞きました。その中で、豊川市は

国の目標と同水準にするといった理解でよろしいでしょうか。名古屋大学が事務局で実施

している「日本版首長誓約」には豊田市や岡崎市など近隣市が加盟しております。それに

加盟するためには、30％削減する目標が必要とも聞いています。豊川市も目標を大きく設

定し、それらの団体に加盟するなり、また、隣接の豊橋市や蒲郡市と東三河で温暖化対策

に取組んでいく必要もあると考えます。 

（副会長） 

  温室効果ガスの削減は、野心的な目標を掲げて取り組んでいくべきとは思います。 

（事務局） 

  現状を鑑みると、26％削減も達成が困難な状況です。ただ、国の目標水準を下回る訳に

はいかないため、厳しいながらも達成したいと考えています。 

  また、国が策定した第五次環境基本計画には地域循環共生圏についての言及があり、今

後計画を推進していく中で、周辺自治体との連携が必要であると判断されれば中間見直し



4 

等の機会を利用して変更していきたいと考えています。 

（副会長） 

  今後の社会動向等を踏まえながら、５年後に計画の見直しを行います。よって、今回は

現実的な数字を掲げ、これを確実に達成する方向性でご理解下さい。 

（委員） 

  温室効果ガス排出量の削減を目標に掲げていますが、一般的に何が原因であるのか、ま

た、削減に向けてどのような取組が必要かについて、具体的な例を出しながら、市民一人

ひとりの意識改革ができるようにしていただければと思います。 

（事務局） 

  実際、日常生活と温室効果ガス削減の直接的な紐づけは難しいですが、26 ページ取組方

針①「省エネルギー型ライフスタイル、事業活動を実践する」の施策に掲げられているよ

うな具体的な内容の PR を今後検討していきたいと考えています。 

（委員） 

  76 ページ重点施策１「とよかわ環境パートナーシッププロジェクト」について、連携が

想定される具体的な組織名を計画書に記載できたら良いと思います。また、市内のみで良

いのか、広域連携が必要かについての整理も必要です。その他、「とよかわ環境パートナー

シップ制度」の創設について、制度を創設するだけでなく、様々な人が参加できるような

場を設ける旨の記述があれば良いと思います。次に、78 ページ重点施策３「食品ロストリ

プルゼロプロジェクト」についてです。最近知ったことですが、ＪＡひまわりの女性部が

フードバンクに食材を提供する、フードドライブを継続的に取り組んでいるとのことです。

このような取組を実施している団体とのタイアップする旨を記述するのはいかがでしょう

か。最後に、79 ページ重点施策４「とよかわ自然環境共生プロジェクト」についてです。

今年３月から森林環境譲与税が施行されました。豊川市では、9 月に５００万円程度分配さ

れ、年間では１,１００ 

万円程度になるとのことです。このような財源を利用しながら自然の保全活動を推進する旨

を計画書に記述しても良いかと思います。 

（委員） 

  先ほど委員のご発言にありましたフードドライブについて説明します。豊川市には「豊

川市更生保護女性会」という組織があり、給食以外で食事をとれない子どもへの支援を目

的としてフードドライブ事業を実施しています。年２回程度ですが、乾麺や缶詰等の保存

が効く食材を持ち寄り、福祉施設等に寄贈しています。非常に良い取組であると考えてお

り、今後も推進していきたい事業です。 

（事務局） 

  重点施策１「とよかわ環境パートナーシッププロジェクト」についてですが、各組織と

の連携を意識しながら推進していきます。また、パートナーシップについて、最近は企業

による環境への配慮が求められる社会情勢になりつつあるため、企業からどのような取組

を実施すれば地域貢献に資することができるか相談を受けている状況です。パートナーシ

ップによる連携は、このような企業を想定しています。なお、広域連携についてですが、
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まずは足場固めから取り組んでいきます。 

森林環境譲与税についてですが、主に農務課が事業の財源として活用しています。農務

課とも協議し、これら財源を積極的に活用している旨の記載を検討します。 

（副会長） 

  重点施策１は、重点施策の先頭にあるにも関わらず、全体的にやや不明瞭な内容に感じ

ています。ただ、本施策は市長が重点的に掲げている施策でもあるので、具体的な内容に

どのような団体といつ連携を図るか明記できたら良いです。また、次期計画は、市民一人

ひとりが「自分ごと」として環境問題に取り組むこととしているため、これら市民一人ひ

とりも重要なパートナーである旨も明記できたら良いです。ところで、各施策の実施計画

スケジュールについてですが、全体的に大雑把な印象を受けます。時間の許す限り内容の

修正をご検討いただきたいです。 

（事務局） 

  検討します。 

（委員） 

  63 ページにある民生業務部門のグラフは 2013 年度となっていますが、2005 年度だと思い

ます。 

（事務局） 

  確認し、修正します。 

（委員） 

  他部門に比べて民生業務部門だけ 2016年の温室効果ガスが 2005 年対比で増加していま

す。今後、削減に向けた具体的な方策についてご説明をお願いします。また、今後は電気

自動車等の普及が進むと考えられますが、どのような取組によって将来的な温室効果ガス

排出量の削減を検討していますか。 

（事務局） 

  温室効果ガス排出量削減は、67 ページをご参照下さい。民生業務部門の温室効果ガス排

出量はリーマンショック発生後に大きく減少しましたが、その後は景気回復に伴い、増加

に転じました。具体的な対策としては、省エネ診断等を紹介してエネルギー使用量削減に

努めます。 

（副会長） 

  63 ページのグラフには、自動車等におけるガソリンも含まれていますか。 

（事務局） 

  自動車による影響は、運輸部門に含まれています。 

（副会長） 

  一般的には、その地域の経済が活性化するに伴い、温室効果ガス排出量も増加します。

そのため、生産量あたりの排出量もしくは人口１人あたりの排出量を算出した上で比較す

ることが重要です。今回の数値をみると、今後は排出量削減に向けて努力している様子が

伺えますが、見た人が理解しやすいような形にご検討していただきたいです。 

（委員） 
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  民生業務部門における排出量の増加要因として、原発の停止は関係していますか。 

（事務局） 

  中部電力は、東日本大震災が発生したことで浜岡原子力発電所が停止しました。この影

響は多少あるものの、大きくないと思われます。 

（副会長） 

  中部電力は、電力発生にかかる二酸化炭素排出量が 500g/kWh 未満であり、他の電力会

社に比べて低かったと認識しています。確かに原子力発電所が停止した影響は考えられま

すが、一番の要因は、市内の経済活動が活発になったことではないでしょうか。今後は LED

や省エネ機器の普及が想定されるので、削減が期待できそうです。 

（委員） 

  産業部門は減少が続いていますが、民生部門でどのように温室効果ガス排出量削減に取

り組めば良いかが疑問に思います。 

（副会長） 

  特に民生家庭部門における温室効果ガス排出量削減に向けた具体的な取組とその効果は、

環境省が示しています。その内容を広く周知していくことが必要です。 

  最後に総括します。今回お示しいただきました計画案は、特に重点施策において内容が

大雑把な印象を受けました。また、５年後に見直す旨を計画に記述していただきたいと思

います。重点施策は、市長が今後優先的に取り組むことをご検討されている施策の順に並

べています。ご理解の程よろしくお願いします。 

  環境目標についてですが、20 ページのとおり目標値が設定されています。この根拠は事

務局で整理ができている認識でよろしいでしょうか。 

（事務局） 

  問題ありません。 

（副会長） 

  今後のスケジュールについて事務局よりご説明をお願いします。 

（事務局） 

  本審議会後に、12 月議会にて素案の方向性が定まった旨の報告をします。その後、来年

１月 10 日から２月 10 日にかけてパブリックコメントを実施します。その時に出た意見を

加味した計画書を３月議会及び審議会に諮ります。 

（副会長） 

  パブリックコメント中にもご意見は可能ですので、気付いたことなどがありましたら事

務局までよろしくお願いします。 

（委員） 

  76 ページに記載されている「パートナー間の交流促進」について、スケジュールには 2025

年から交流促進とされています。ただ、現状でも既に市と企業・団体等の交流が図られて

いるので、表現を「現状における交流内容の充実」などにしてはいかがでしょうか。 

（事務局） 

  本スケジュールは、計画策定後にパートナーシップを構築した団体との交流促進を意味
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しています。ただし、今回お示しした計画案のままだと分かりづらいことが理解できまし

たので、修正を検討します。 

（副会長） 

  パートナーシップの構築及び連携にあたり、商工会議所の存在が不可欠です。委員から

何かご意見がありましたらお願いします。 

（委員） 

  商工会議所との連携強化は図っていただきたいと思います。また、温室効果ガス排出量

の話に戻りますが、民生業務部門においては景気との連動が大きいです。企業としても無

駄をなくしたいと考えており、実際に省エネは進んでいるものの、これ以上何をすればい

いか分かりづらいので、市から情報発信をしていただけるとありがたいです。 

（副会長） 

  温室効果ガス排出量の削減は、民生業務部門において大分進んでいる認識です。ただ、

排出量は景気の影響を受けることを見落としていました。よって、民生業務部門と他部門

の単純比較はできないことをご理解いただきたいです。企業だけでなく家庭に対しても市

からの情報発信をお願いしたいです。 

（委員） 

  環境問題についてですが、幼少時からの意識付けを目的として、紙芝居の読み聞かせを

しています。環境に対する子どもの意識が変われば、親の意識も変わることを期待してい

ます。また、再生した呉服の展示会を開催し、その収益を植樹に充当してきました。市は、

そのような団体との連携を進めていただきたいです。 

（委員） 

  月に 2 回、ふるさと公園の竹林整備をしています。整備の際に発生した竹を何かしらの

用途に活用できたらと考えています。 

（副会長） 

  ふるさと公園は県管轄なので関与することは難しいものの、そのような意識自体は必要

だと思います。 

  他にご意見等はありますか。 

  （意見なし） 

 

 ② 将来像のサブタイトルの検討について 

  環境課課長補佐  概要説明【資料２】 

 

・委員からの意見及び事務局回答 

（副会長） 

  皆様からサブタイトルの案をいただき、この中からひとつ選びます。ご自身の案も含め

て良いと思ったものがあればご発言ください。 

（委員） 

  今の子どもが将来望ましいと考える市の姿をタイトルに付けたら良いと思います。また、
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計画書のどこかに計画策定には子どもも関与している旨の記述があれば良いと思います。 

（事務局） 

  19 ページにサブタイトルを決定した経過を載せていますが、冒頭や巻末などの分かりや

すい所への移動を検討します。 

（委員） 

  「市民の行動」という文言を入れるのはいかがでしょうか。 

（副会長） 

  今回の計画は、市民一人ひとりが「自分ごと」として環境保全に取り組むといった視点

も重要だと思います。 

（委員） 

  候補のひとつに「豊かな水」の文言が入っていますが、これは豊川のイメージを直接的

に示す表現として良いと思います。 

（副会長） 

  それぞれお考えがあると思いますので、多数決で決めたいと思いますがよろしいでしょ

うか。 

（異議なし） 

 

（事務局） 

  多数決の結果、「一人ひとりが環境にも人にも優しくできるまち」に決定しました。 

 

 

（２）次期一般廃棄物処理基本計画について 

 ① 豊川市一般廃棄物処理基本計画（2020～2029）（案）について 

  清掃事業課課長補佐  概要説明【資料３】 

 

・委員からの意見および事務局回答 

（副会長） 

  本計画は量が膨大ではありますが、今まで様々な視点からご議論いただきました。また、

37 ページには目標値が設定されており、これまで以上に積極的な数値にしていただきまし

た。その他、豊川市らしさを打ち出すためのキャッチフレーズや取組をまとめました。以

上を踏まえて、ご質問等があればよろしくお願いします。 

（委員） 

  43 ページに「マイバッグ運動」の推進とありますが、レジ袋の有料化は現在国で検討中

の段階です。よって、国の動向と併せて計画書の内容も修正していただきたいと思います。 

（事務局） 

  有料化に併せてマイバッグを推進する等の表現に修正します。 

（委員） 

  73 ページの浄化槽に係る記述について、今後施行される法律等の最新情報を追加するの
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はいかがでしょうか。 

（事務局） 

  浄化槽に関する通達等は市にも来ているため、計画策定までに法案が成立すれば反映を

検討します。できる限り最新情報を反映しますが、仮に間に合わなかった場合は、中間見

直し等で対応します。 

（副会長） 

  豊川市は下水が普及しているため浄化槽の割合は極めて少ないと思われますが、法律が

変わっていきますので、最新情報があればできる範囲で更新をお願いします。 

（委員） 

  37 ページ以降に目標値を設定していますが、設定については問題ないと思います。ごみ

が削減されるので一般的には処理費が下がるというのが、基本的であると思いますが、21

ページをみると、ごみ処理費が増加しているように思われます。将来的にはどの程度を見

込んでいるかの試算があれば計画に盛込むべきなのかどうなのか、お聞きしたい。 

（副会長） 

  21 ページをみると、難しいところですが、単純に言いますと、ごみを削減したところで

処理費用が下がるという訳ではありません。それでは、なぜごみを減らす必要があるかにつ

いての理由を事務局よりご説明お願いします。 

（事務局） 

  処理費用についても目標値を掲げるべきとは考えましたが、その実現可能性について難

しいところがありました。また、可燃ごみについては、ごみの量と処理費用が比例関係に

あるものの、それ以外については、収集回数や分別の数の見直し等に取り組まないと費用

削減は難しいため、現状ではお示しできていない状況です。他市計画をみても費用削減の

目標を掲げているものがあまり多くなかった状況も踏まえ、今回の計画では、ごみの量削

減が費用減に繋がる旨の記述に留めています。 

（副会長） 

  平成 28 年度は、資源化施設整備の工事によって費用が増大しました。その後は費用が減

少傾向にあるものの、平成 26 年度に比べてまだ高い状況です。今後、施設の安定運営によ

って費用の抑制が図られるまでは、費用の部分は見られないのではと感じています。ごみ

の削減と処理経費との明確な数値が出せませんので、難しいということをご理解いただき

たいです。５年後の計画見直しの際に改めて数値を示していただけると思います。 

（委員） 

  愛知県は、ごみの処理に係る費用を年間で県民１世帯４人の場合で約５万円、県全体で

約 875 億円に上る旨のデータを公表しています。このような結果を広く周知啓発すること

は、市民によるごみ削減の取り組みに効果的だと思います。また、豊川市は建設改良費等

の初期費用が他の市と比べると大きいです。これは、ごみ削減に伴う施設の長寿命化によ

って毎年の費用を抑えることで、一定の費用削減効果が見込まれると思われます。 

（副会長） 

  県民１人あたりもしくは１世帯あたりのごみ処理費用を示すことは、ごみ排出量削減に
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向けた動機付けになると思われます。なお、田原市では、今後ごみの削減が進まなかった

場合、ごみ袋の費用を高くする方向で進んでいきます。よって、ごみの削減について市民

の方にご協力をいただいています。そのようなことを豊川市で実施するかは別として、例

えばお金に換算する等の方法によってごみ削減に向けたモチベーションの向上を図ること

は効果的だと思います。 

  また、いくつか確認とお願いがあります。まず、37 ページについて、ごみ排出量原単位

は家庭系ごみと事業系ごみの合計ということでよろしいでしょうか。もしそうであれば、

その旨を記載していただきたいです。また、同頁のグラフは、国や愛知県の数値も併せて

お願いします。そうすることで豊川市がどの状況であるということがわかるようにしてい

ただきたい。その他、今後データの見直をして、どのような具体的な戦略でごみを削減す

るのか検討していく必要があります。ごみの量は序盤で大きな削減が期待できるものの、

それ以降は緩やかになると想定されます。具体的な取組と先ほど説明のあった社会の流れ

に乗って、最初の５年で大きく削減する目標に向け、豊川市として取組んでいきたいとい

うことです。 

  なお、国や愛知県で具体的な削減目標値を示しているのであれば、その数値をご教示下

さい。 

（事務局） 

  愛知県は、平成 26 年度対比の削減割合しか示していません。家庭系ごみの目標数値につ

いては、31 ページに数値が示されています。 

（副会長） 

  改めて整理すると、国は令和２年度で 500g/人・日を達成、愛知県は令和３年度で 500g/

人・日を達成、豊川市は令和６年度に 500g/人・日を目標としています。このことについ

て、何かご意見があればお願いします。 

（委員） 

  統計の集計方法に疑問を感じます。豊川市の総合計画では、令和６年度目標は 978g/人・

日ですが、これには資源化量 330g/人・日も含まれており、豊川市の数値を上げている要因

となっています。仮にリサイクルごみを除外すると、ごみ排出量が 648g になると認識でよ

ろしいでしょうか。 

（事務局） 

  総合計画での数値ですとそうなります。目標の 500g/人・日というのは資源を含んでい

ないものです。 

（委員） 

  現実的な数値をお示しいただいた方が、市民のやる気も醸成できると思います。 

（副会長） 

  豊川市のごみ分別は他市に比べて少ないので、数値が高くなってしまいます。ただし、

分別するのではなく、水切り等の取組によって生ごみを削減することは可能です。市民全

員は難しいとしても、３割程度から協力していただくほかに、食品ロスを削減する取組、

冷蔵庫の中身を確認することにより、５年後には 100g 程度の生ごみが削減可能と考えて
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います。社会の流れは、食品ロスを削減していくことで動いています。よって、もう少し

野心的な数値設定をしても良いかと思います。 

（委員） 

  水切りをはじめとしたごみ削減の取組は、効果が目に見えればやる気になると思います。

例えば、取組の成果を地域別に取りまとめれば、地域間毎に競争意識が芽生えると思いま

す。 

（副会長） 

  今後は、そのようなキャンペーンを考えていくべきとは思いますが、企画から実施まで

２、３年程度を要するので、５年後にはこれくらい数値を設定しているとご理解ください。

また、最近知ったことですが、各町内会には、ごみ対策に対する活動に交付金が市から給

付されています。これも有効活用できれば良いと思います。 

  なお、皆様にご注意いただきたい点があります。40 ページの資源化率ですが、これは自

治体が取り組む資源化率のみを指しており、民間は含まれていません。資源化の大部分は

民間によって行われていますが、それらは計画書の数字に反映されていません。よって、

何故高くなっていかないのかということで、豊川市が資源化に取り組んでいない訳ではな

いことをご理解ください。やはり、家庭系ごみをいかに削減するかが重要になってきます。

５年の歳月をかけて削減に向けた取り組みにチャレンジしていただきたいと考えています。 

  本計画も「豊川市環境基本計画 2020（案）」と同じタイミングでパブリックコメントを

実施しますが、気になる点や疑問等がありましたら、随時事務局までご連絡をお願いしま

す。 

  最後に、キャッチフレーズについてですが、各自治体でオリジナルな運動やキャンペー

ンに取組んでいますので、豊川市も子どもにも理解でき、マスコミ等メディアでも広く扱

ってもらえるようなものにしたいと考えています。今すぐご意見を仰ぐことはしませんの

で、今後１年間くらいの中でじっくりご検討いただけたらと思います。 

  他にご意見等はありますか。 

  （意見なし） 

 

３ その他 

  事務局からの事務連絡 

 

会議終了 

 


