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平成２７年度第１回豊川市環境審議会 議事録 

日 時 平成２７年１１月１９日（木） 

午前９時３０分～ 

場 所 豊川市役所本３４会議室 

 

■出席者 

 （委員） 

  藤田 佳久（愛知大学名誉教授） 

  後藤 尚久（国立大学法人豊橋技術科学大学） 

  中島 国輔（愛知県地球温暖化防止活動推進員） 

  田中みや子（愛知県地域環境保全委員） 

  石井 克己（豊川商工会議所 産業基盤強化委員会委員長） 

  寺部 重人（一般社団法人豊川市薬剤師会会長） 

小林 吉光（豊川市連区長会理事） 

堀内 秀雄（ひまわり農業協同組合総合企画部長） 

小野 孝子（東部生活学校運営委員長） 

山口 五月（豊川リサイクル運動市民の会会長） 

丹下恵美子（エコ☆はじめの一歩会計） 

岩見 雄史（東三河総局県民環境部環境保全課課長） 

勝見 富和（豊川保健所生活環境安全課課長） 

菅沼由貴子（豊川市教育委員会教育委員） 

（事務局）  

  環境部部長        鈴木 一寛 

  環境部清掃事業課課長   森下 保 

  環境部清掃事業課課長補佐 林 俊光 

  環境部環境課課長補佐   中西 明 

  環境部環境課環境政策係長 山口 光 

 

■議 題 

（１）豊川市環境基本計画実施計画の進捗状況について 

（２）豊川市一般廃棄物処理基本計画（案）について 

 

■会議内容 

１ あいさつ 

  豊川市長よりあいさつ 
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２ 会長及び副会長の選任 

会長の選任については、事務局一任の声があり、事務局から会長に藤田佳久

氏を推薦し、承認された。副会長については、環境基本条例第26条の規定に基

づき、藤田会長から後藤尚弘氏の指名があった。 

 

３ 議題 

（１）豊川市環境基本計画実施計画の進捗状況について 

   環境課課長補佐 概要説明 

 ・委員からの意見及び事務局回答 

（委員） 

資料２の１ページ、重点施策①地球温暖化対策推進プロジェクトの１－１地

球温暖化対策地域推進計画の策定のところで、市域からの温室効果ガス排出量

（家庭部門）が少なくなった理由について 

（事務局） 

温室効果ガスの算定は、電力、都市ガス、プロパン、灯油の使用量を元に計算して

いるが、昨年は、都市ガス以外のエネルギー使用量が減少した。 

特に家庭におけるエネルギー別の温室効果ガス排出量の内訳でみると、電力が

70％以上を占めている。この電力は、過去１０年で昨年が一番使用量の少ない年とな

った。 

中部電力㈱に使用量が少なくなった理由を確認したところ、気候による影響が大き

いとのことであった。昨年の夏、特に８月は水害が出るほど、大雨の年で冷夏あったと

思う。また、冬についても、比較的温暖な年であったことで電力使用量が少なかったの

ではないかとの回答をいただいた。ちなみにオール電化の家庭が増えたり、太陽光発

電を設置している家庭が多くなってきていることが原因の一つになるか確認したとこ

ろ、ほとんど影響はないとの回答であった。 

（委員） 

同じく資料２、１ページ下段の１－２新エネルギーシステムの普及促進で、

太陽光発電システムの普及促進に関して、太陽光発電が増えることにより送電

網の容量に余裕はあるのか。ＰＲしすぎてパンクすることはないのか。中部電

力との連携がとれているか。例えば市内を１０箇所ぐらいに分けて送電網の余

裕なところ把握して補助金申請時にチェックしているか。 

（事務局） 

中部電力に確認をしたところ、まず、送電網の余裕というか変電所の容量ということ

になるかも知れないが、送電網や変電所容量についてもかなり余裕はありますとの返

事があった。昨年、九州電力で問題になったので、心配されていると思うが、九州電力
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での場合は、メガソーラー級の太陽光発電がいくつも設置される申請があったため、

制限した結果となった。また、発電した電力がその地域で消費されるという需給バラン

スも重要。メガソーラーがいくつもでき、地域で消費できなければ、パンクすることにな

る。ただ、家庭用の太陽光発電の設置に対しては、制限はなかった。 

 ちなみに、市内においても大きな規模の発電事業者が太陽光発電を設置している

が、メガ級の発電所は、４つしかない。一番規模が大きいのが１２メガ、それ以外は大き

くても１．３メガ程度。これらが設置される際にも、送電網や変電所の容量の対策は行

われていなかった。よって、市内の中部電力の送電網、変電所の余裕はあり、パンク

することは現段階ではありません。 

（委員） 

資料１、２０ページの関連。御油マツ並木の現状を教えて欲しい。 

（事務局） 

まず、御油松並木の概要についてご説明する。東海道の並木は江戸幕府により慶長

９年（1604年）から整備されたといわれており、御油の松並木についてもその頃整備さ

れたと考えられている。現在の末の総本数資料１、２０ページの実績欄にもあるが、平

成２６年度時点で292本、江戸時代には、御油宿の境から赤坂宿境までの街道両側約

８００メートルに約６５０本植えられていたようである。この御油の松並木は昭和１９年１１

月７日、国の天然記念物に指定されているが、松枯れや風などによる倒木などにより、

減少し、平成２６年度末現在の292本のうち、現存する昔からの松は、２０本から３０本

程度となっている。 

 松並木の保全については、平成１４年度から１５年度にかけて環境調査を実施し、そ

の結果を元に、伐採木跡地を中心に補植を基本として、３００本から３５０本に維持でき

るよう補植計画を策定して保全に努めている。また、環境調査により古木の半数に異

常が認められたため、樹勢回復措置など計画的に措置している。また、保全について

は、地元の御油松並木愛護会が岐阜大学の名誉教授である林教授指導の下、市の

委託事業として実施されている。平成２２年度以降、伐採は、６５本、植樹は、81本であ

った。本年度については、松枯れ対策の薬剤注入の効果があり、今のところ１本の伐

採で済む予定。 

（委員） 

太陽光発電システムについて目標が達成してしまっている。市は今後あと５

年間、行うと言っていたが、途中で達成した場合、今後どうされるのか。国の補

助金がなくなり、県の補助金も減額となった。市はこれからどのような方向に向

かって行くのか。目標を達成したから終了なのか、送電網に余裕があるならでき

る限り普及させて行くのか。今後の方向性は、いかがか。 

（事務局） 

太陽光発電システムについては平成 26年度の補助件数が 208件、豊川市全体
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で 863 件の設置があった。補助金の有無に係らず設置している方が多いという

状況である。市として、当初は太陽光発電（再生可能エネルギー）導入の促進と

いう意味で、住宅用太陽光発電の補助を行っていた。このことから啓発的な部分

についてはある程度終了したと考えている。今後については、今のところ補助を

廃止するつもりはないが、補助単価や件数の見直しを考えている。また、昨年度

策定した、環境基本計画見直し版で蓄電池や燃料電池などの補助を実施する施

策を掲げた。そちらの方へ今後はシフトしていきたいと考えている。 

（会長） 

実際に太陽光を導入した場合のメリットは何か。 

（事務局） 

最近、太陽光発電については情勢が変わってきている印象がある。昔は、3、

4KWの設置が多かったが、比較的大きな容量のものを設置する事例が多くなって

きている。7、8KWや 10KWに近いようなものを設置する家庭が多くなってきてい

る。これは設備設置に対する単価が下がってきたという部分もあると思うが、新

築をする際に一緒に設置し、発電した余剰電力分をローンに充てるなどの考え

で住宅会社が PRしている。補助対象ではないが、10KW以上の太陽光発電を設置

し、発電した電力を全て売電して、売電収入をローンに充てる人も多くなってい

る。「11KWの太陽光を設置するが補助は出るのか」と、問い合わせがあるが、家

庭用なので１０KW 以上は補助の対象とならない旨、回答している。そのように

10KWを超える太陽光を設置している家庭も増えている。 

（会長） 

太陽光発電を最初から付けた住宅販売が行われているが、あらかじめセット

化したものでも、補助対象となるのか。 

（事務局） 

新築で 10KW以下であれば、セット化されたものでも補助対象となる。平成 24

年度に多かったが、当時は積水ハウスが日立の工場付近を開発し、住宅が建った。

その区域は、太陽光発電を設置した家が多く建っている。（東日本大震災が起こ

った頃。）固定価格買取制度も同時は 42 円であった。買取価格が高額だったの

で設置も進んだのではないかと考える。最近は買取価格が下がってきているの

でどうかと思うが、豊川市は太陽光発電を設置する為の立地条件が良いので、災

害時に備える部分と少しでも電力の足しになればと考えて設置される人が多い

と考えている。 

（委員） 

資料 2 ページにある豊川市のエコカー導入について、消防車などがある。公

用車のうち、稼働率の高い順にエコカーが導入されているのか。 

（事務局） 
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市では、公用車を買い替えるには基準がある。それに伴って年数が経った車を

買い替える際に、低公害車を導入する方針で進めている。消防車について、何キ

ロ何年での買い替えという詳細部分は聞いていないが、軽自動車などは 7 年 6

万キロ、普通自動車は 12 年 10 万キロが買い替えの目安となっている。この基

準を目安に買え替えを行っている。買い替えの際に、低公害車を選んでいる。消

防車については、消防署にある消防車両と、地元消防団が使用している消防車両

が含まれている。 

（委員） 

公共交通機関の利用について、コミュニティバスなどの利用者がだんだん増

えてきているが、この増え方について目標・計画などがあるか。また今後の見通

しについて教えて欲しい。 

（事務局） 

コミュニティバスの数値的な目標は担当部局からは聞いていないが、利用者

ついては徐々に増えてきている。昨年度から実施している１日フリー乗車券等

を使って利用促進を計っているが、目標値の部分については確認をとっていな

いので、次回審議会で回答させていただく。 

（委員） 

利用者が減ると、バスの運行を続けられるかどうかという議論になってしま

う。バスを利用して自家用車での移動を減らして行くという事が環境へ繋がる。

この先、続けられるのか、もっと広げるためにはどういった施策が必要かなど、

担当部署としっかり打合せが必要だと感じる。 

（会長） 

コミュニティバスについては、ラッピングするなど市民の目を引くような、目

立つデザインを工夫してみるのもいいのではないか。 

（委員） 

広告収入はあるか。 

（事務局） 

広告収入はある。 

（委員） 

コミュニティバスについて、料金はどう決めているのか。以前、コミュニティ

バスに乗ろうとしたが、ここから八幡まで行こうとした場合、２つの料金を払わ

なくてはならない。その料金があまり安めではないという気がした。どこかと比

較して決めているのか。料金の見方に戸惑った。お年寄りにとっては、少し分か

りやすい方が良いと思う。利用者はお年寄りが多いと思うので、利用料金がもう

少しわかりやすいといいのではないかと感じた。 

（事務局） 
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担当課へ意見として伝えておく。  

（会長） 

放棄地の解消のための施策として、どのように利用されているのか。 

（事務局） 

耕作放棄地については、農地バンクなどの制度を利用して活用へつなげてい

る。国も新たな制度を考えている。 

（委員） 

農地を貸し出して耕作していくことになるが、なかなか進まない部分もある。 

このデータは農協と農務課が連係して出している。 

 

 

（２）豊川市一般廃棄物処理基本計画（案）について 

   清掃事業課長、清掃事業課課長補佐及び環境課課長補佐 概要説明 

 ・委員からの意見及び事務局回答 

（委員） 

２７ページに処理経費の削減に関しての中で、ごみ処理経費の削減を掲げて

いるが、プラスチック容器包装の資源化によりコストが増加するのではない

か。また、６０ページの７－５－３不適正処理の防止に関する事業に掲げてい

る取り組みの中にある「排出困難者に対するサービス向上の検討」はどういっ

たものか。 

（事務局） 

現在プラスチック製容器包装の資源化につきましては、県内３８市の中で３

１市が実施している状況であり、資源化の推進の観点では、実施すべきと考えら

れる。また、環境省の発表によると、プラスチック製容器包装は、燃やすよりも

リサイクルした方が、ごみ１トン当たりの二酸化炭素排出量が０．２４ トン少

なくなると試算されている。 

一方で、委員のご指摘のとおり、プラスチック容器包装の資源化の実施には新

たな分別による収集運搬や中間処理施設整備により費用が増加し、焼却ごみの

削減によるコークスの使用量減など維持管理の削減を考慮しても処理経費を増

加させざるを得ません。多額の費用を負担してまで資源化すべきかどうかにつ

いて疑問が生じる。 

ただし、今後見込まれる東三河ごみ焼却施設の広域化計画に基づく新しい焼

却炉の整備の面では、このプラスチック製容器包装の資源化に伴い焼却施設の

能力のスケールダウンが図れ、これについては大きなメリットが考えられるこ

とからプラスチック製容器包装の分別収集についても、引き続き実施していく

方向で検討を進めていきたいと考えている。 
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次に、排出困難者に対するサービスの内容ですが、ひとつは高齢者などの排出

困難者について戸別収集の制度を設けるもの。対象者や手続きの方法など具体

的な内容については、今後関係部署と協議を重ねながら決めていきたいと考え

ている。 

もう一つは、市の指定する曜日や時間に搬出することが困難な方に対するも

ので、現在、その目的で、毎月２回第２第４日曜日に市役所横の倉庫で実施して

いる資源拠点回収事業について場所や回数の増加を図り、利便性を向上させる

ことや、現在実施していない日曜日の可燃ごみ、不燃ごみの持ち込み受け入れを

可能とすることなどを案として考えている。 

（委員） 

容器包装プラスチックを分別回収した方が CO2 削減に繋がるようだが、収集

するトラックが増えて CO2が余分に排出されるのではとも思える。 

（事務局） 

経費に関する部分についてでは、他市の事例を参考にさせていただくと、容器

包装プラスチックの資源化に関する費用は１ｔあたり５万円以上かかる。本市

の現在の収集、処分が１ｔあたり２万５千円。倍以上かかる。また、大きな市で

あればスケールメリットがあるが、小さな市町村の場合 10 万円くらいかかり、

止めたいとの声も担当者間では聞くこともある。 

さらに、資源化と言っても、高炉還元で、結局燃やしている実態もある。本市

では、白色トレイとペットボトルの回収を行っている、単体の素材で集めている

ので非常に有効な利用ができる状況である。白色トレイの選別・資源化には福祉

関係で障害をお持ちの方を作業者として採用している。容器包装プラスチック

をやろうとすると、いろいろなものを選別することになる。その場合、作業が複

雑になり、その業務をお願いできなくなる可能性もある。福祉、財政、環境を含

めた大きな問題となる。本市の目標数値としてはやりたいところであるが、簡単

ではないというところがある。何を優先するかを考え、皆さんの屈託のない意見

をいただければと考えている。 

（委員） 

容器包装プラスチックの分別収集・リサイクルを行った場合の CO2 の削減効

果については、収集運搬分を引いても焼却と比べて 30％以上の CO2 削減という

ことで公式データが出ている。 

（委員） 

ごみ屋敷が問題になっている。60 ページに排出困難者に対するサービスがあ

る。このことについても今後、ごみ屋敷の要因をなくしていくことになると専門

家が言っているので、非常にいいことだと考える。 

（事務局） 
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排出者困難者に対するサービスについては、障害者に関わりの深い福祉課、高

齢者に関わりの深い介護高齢課との協議の中で出てきたこと。豊橋市は以前か

ら実施している。ごみが出せない、うまく分別できない、だからごみがたまって

くる。そして、ごみ屋敷となるという流れがある。また一方で、ごみを集めてき

てしまうという方もいる。うまく分別して資源化、もしくは適切な処理ができな

い方には効果があると考える。ごみ屋敷の未然防止として位置づけ、福祉サイド

の職員と協議して、どのようにうまく制度を運用するかを考えている。来年の 4

月からできればやりたいということで動いている。 

単純にごみを持ってこない、減らすということだけでなく、生活支援という観

点からもこの問題をとらえていきたいと考えている。 

（委員） 

ごみ屋敷は、いろいろなところで問題になっている。蒲郡、岡崎、豊田では条

例を作り、対策を行っていきたいようである。この取り組みは、ごみ屋敷対策に

なると考えるので、ぜひ、お願いしたい。 

（委員） 

69ページの公共下水道整備状況に、平成 26年の接続人口が 129,520人となっ

ている。次のページにある公共下水道処理人口見込みでは、129,620人となって

いる。 

（事務局） 

69ページの表は、２６年度末の数値となる。70ページの表は、9月 30日時点

のものであり、時点が違う。 

（委員） 

災害廃棄物処理基本計画を作っているわけですが、実際に仙台などでは災害

を経験している。一番大切なのは、一時保管の場所での分別をきちんとすること

であるといわれている。実践した仙台市では、スムーズに片づけができたそうで

ある。災害が発生する前から、分別した一時保管の場所を決めて、保管する体制

づくりが大切であるので、ぜひ、お願いしたい。 

（事務局） 

実は、そのことが見直しの中で課題となっており、広域的な対応も考えていき

たい。少し時間をいただき、他市とも協議をし、次回、改定したものを皆さんに

示したいと考えている。 

（委員） 

資源量が減っていることは大きな問題。目標として資源の収集量を１人１日

あたり 330gと掲げられている。かなり厳しい数値であると認識している。目標

数値としてあるので、それに向かってやっていただくことはもちろんですが、目

標値はあくまで目標値。目的を忘れないで欲しい。目的を達成するための目標値
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であると考える。目標値を達成するために目的を忘れて、数字合わせをしたり、

とんでもない事業を入れたりするようなことがないようにしていただきたい。

かなり厳しい数字であることは認識しているので、あまり無理しないようにし

てください。 

（委員） 

20 ページに 5 角形の図がありますが、上の表に豊川市の廃棄物からの資源回

収率が 0.27t/tとある。この数字はどのように計算したのか。 

12ページ、13ページにごみの排出量や資源収集量があるが、ここから数字を

拾ってきて割り算をしたという感じか。あとでいいので、算出方法を教えていた

だきたい。 

（事務局） 

廃棄物の総量に対する資源化した数値。27％が資源化されていることを示し

ている。 

端数処理を行った関係で、いい加減な数字になっている感じもあるが、おおむ

ね実績として愛知県に毎年、報告している数字を使っている。これは、平成 25

年度の値となる。算出方法については、提示する。 

（会長） 

市民一人当たりの排出量が同じようなクラスの都市よりもちょっと多いよう

だ。他は合理的にやっていると思う。この排出量が豊川市は高いようだが、何が

違うのか。消費活動が活発なのか、所得が高いのか。 

（事務局） 

ごみは経済活動の一環で排出されるものであり、その点でいえば活発と言え

るかとは思う。ごみが多い理由として考えられるのは、人口に対して世帯数が多

いこと。１世帯の家族の人数が多ければ 1 人あたりでは少なくなる。確実な理

由が判ればごみ減量対応として活かせるが、中々つかめないのが現実。三河部で

ごみ排出量が多い傾向であることは言われている。 

（委員） 

ごみの中で、厨芥ごみとか、資源とか、可燃ごみとかに分別されている。他市

と比べて厨芥ごみは多いのか。生ごみの占める割合は多いのか。名古屋に住んで

いる娘はカット野菜を買う。しかし、私は近所の方に大根を 1 本もらったりす

るが、結構、捨てる部分が多いのが現実。キャベツも同じで、もらっても、外側

を捨てたりする。それを厨芥ごみとして廃棄するので、それらが意外と多いとい

うことではないか。生ごみをチェックすると原因が分かるかもしない。野菜など

の捨てる部分が多いように思う。一方、娘のようにカット野菜を買ってくれば捨

てる部分がなく、ごみが出ないと感じることがある。このようなことを考慮して、

分別を比較したことはあるか。 
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（事務局） 

情報がないため、比較したことはありません。 

（委員） 

生ごみを捨てることについては、家庭の主婦などが気をつけなければならな

いことだが、私達の活動の中で食品ロスについて、今年と来年、調査している。

毎月 1日に、会員にどのくらいのものを捨てるかということを調査するために、

3月まで重さを量ってもらっている。日本全体の食品ロスが 500万トンから 800

万トンといわれており、まだ食べられるものとか、買ってきてもそのまま捨てて

しまうものなどが、そのくらいの量になっているそうだ。それを減らすことで、

ごみの減量にもつながり、食糧の輸入も減るのではないかとも考える。 

先日、豆腐１丁を買い、半分使った。あとの半分は、どうしたかといえば、使

わずにそのまま置いておいた。余ったので捨てるといったロスが意外と多い。余

ったものをどのように使ったらいいかということを、全国の生活学校の方が調

べている。その結果が、来年ぐらいには出てくると思う。私たちも協力して、調

べている。「捨てるものをやめましょう、余分なものを買ってこない、余分なも

のは作らない、ということを基本として、大根１本全部使いましょう、皮もきん

ぴらにすればいいよ」といったレシピを 100 くらい募集し、その結果を冊子に

まとめた。（生活学校の本部が、2000冊くらい出版）各企業、食堂などからたく

さんの要求があり、増刷しているようだ。先日、これを使って会員と一緒にどん

なことができるかを試した。ごぼうを一本買ってきて、きんぴらごぼうを作った。

大抵、２本入りで売っているため、１本余ってしまう。それをどのように使うか

という料理教室をやる。豆腐だったら、白玉団子にしておやつにするなど、勉強

している。 

生活学校のメンバーで調べているので、もう少ししたら結果が出てくると思

う。やはり、主婦がごみを減らすなど、一人一人の問題となるが、小さなところ

からやっていくことが大事だと思う。 

（事務局） 

参考にさせていただきます。食品ロスの軽減については、後藤委員から情報を

いただいていたりしており、対応しなければならないことだと考えている。いろ

いろ工夫をして、市民に情報提供するための情報をいただければありがたい。 

（委員） 

外食しても食べ残すことをせず、食べられるだけのものを注文する。帰る際に

は、持ち帰ったり、余ったものはフードバンクに提供するなど、桐生市のように

使えるようになればいいと考える。 

（会長） 

昔は作りすぎたら、隣に配ったりしたもの。包装もごみになってしまう。 
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（委員） 

それはそれでプラスになる。家族が少なくなったので、食べる量が減っている。

余分に作ることになってしまう。 

（会長） 

昔の中国では、腰にお茶碗を持っていた。それを使っていた。物のない時代だ

ったということ。今行くと、鉄道の窓から両側にいろいろなものが捨てられてい

る。中国も大きく変わった。 

（委員） 

生ごみが多いという話でしたが、その一方で、生ごみ処理機の普及目標が 100

台なのに、あまり進んでいない状況がある。これでいいのか、もっと普及させる

必要があるのではないか。普及させるためにはどういう方法があるのか。普及が

進まない原因などを検討してはどうか。補助は 1 万 5 千円が上限だが、処理機

はいくらぐらいか。 

（事務局） 

個人負担が多い部分があるため、意識が高い方が購入されていることになる。

個人負担をいかに減らすかということになると思う。ごみを無料で回収してい

る。やってもやらなくても、その方の得にはならないという観点もあると感じて

いる。有料化について考えなければならない部分がある。そこまで一歩踏み込ん

でいる状態ではない。処理機の価格については、6万円から 8万円ぐらい。 

（委員） 

メリットがなく、進まないということか。 

 

 

 

４ その他 

（事務局） 

今後の日程について、説明。 

豊川市一般廃棄物処理基本計画（案）について、意見などがあれば、指定様式

を委員に送付するので、事務局へ提出を依頼。 

次回、２月末頃に審議会を開催し、委員意見を踏まえ修正案を提示する。その

後、会長から市長へ答申というスケジュールとなる。 

 

会議終了 


