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平成３０年３月２８日   

豊川市議会議長 山本 和美 様 

 

福祉環境委員長 早 川 喬 俊     

 

福祉環境委員会所管事務調査報告書 

 

本委員会の所管事務についての調査結果を報告いたします。 

 

１ 調査項目 

（１）子どもの居場所づくり事業について 

本市の「学習支援事業」を進めていく状況から、様々な支援を必要と

する子ども（生活困窮世帯やひとり親家庭、虐待のある家庭、ひきこも

りやいじめを受けた子ども等）に対して、食事の提供や学習支援、団ら

んの場を提供し、地域での居場所を作り、子どもの生活面から学習面ま

で多面的に支援し、子どもの心・体・学習の健やかな育成につなげて、

貧困をはじめ子どもを取り巻く様々な問題の負の連鎖を防ぐセーフティ

ネットが重要事項と考え、調査を行いました。 

（２）自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する

条例について 

近年、再生可能エネルギー源を利用した大規模な発電施設の建設やそ

れに伴う山林の伐採、土地の造成等により自然環境及び自然景観の消失

並びに地域の一次産業及び住民生活への影響が懸念されています。そこ

で、本市の「豊川市環境基本計画」を進めていく状況から、発電設備の

設置と自然環境等の保全との調和を図ることが重要事項と考え、調査を

行いました。 

（３）ごみの戸別収集及び夜間収集について 

多くのごみ収集所があり、そのごみが歩道や車道に散乱したり、カラ

スなどに荒らされたりすると、まちの美観を損ねるだけでなく、多くの

歩行者や車の通行の妨げになる恐れがあります。そのような状況から、

今後、新たなごみ収集の方法を検討することが重要事項と考え、調査を

行いました。 
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２ 調査内容 

先進都市の視察の後、視察内容を踏まえて委員間での意見交換を行いまし

た。 

   

３ 調査結果 

（１）神戸市子どもの居場所づくり事業について 

①本市の現状 

子ども居場所づくりの現状は、市としては平成２９年７月から生活

保護世帯等の中学生を対象に学習支援事業を週２日実施しています。

また、市内のＮＰＯ法人が「地域の居場所づくり」等の役割を担うた

め「みんなの食堂」として平成２８年１１月から月１回開催されてい

ます。 

②先進都市の状況（兵庫県神戸市） 

〇「神戸市子どもの居場所づくり事業」は、平成２８年度にモデル事

業で実施し、「学習支援事業」等国の補助事業がはじまったこと、ま

た一人親家庭の増加・子どもの貧困・共働き家庭での孤食等ひとりで

過ごす子どもたちへの関心が高まっており、地域団体から子ども食堂

をはじめとする子どもたちの地域での居場所づくりを行いたいという

声が出ていたことから、実施する事になった。 

市長の考えとして、対象を貧困家庭に限定することなく、広く一人

で過ごす子どもたちを対象にしたいと、神戸市独自に市費で行うこと

にしたとのことである。 

〇平成２９年度実施事業の概要 

補助対象者：市内に事務所を有する団体等。公募後、選定委員で基

準に基づき決定。（一年以上事業を継続いていること等条件あり） 

補助対象事業：食事等の生活支援、学習支援（大学生・元教諭等 

地域と連携して支援） 

参加対象者：市内に在住する小・中学生（一か所当たり概ね１０名

以上） 

実施回数・補助額：週１回・２時間以上（概ね１７時～２０時の

間）を基本とし、実施回数・形態に応じた補助を行う。長期休業中の

集中実施も可能。 
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食事等の生活支援 年２５回以上２０万円、５０回以上４０万円、

１００回以上７０万円。（初年度のみ備品購入費用５万円あり） 

宿題等の学習支援 食事等の生活支援と同様の基準 

〇実施内容と効果 

平成２９年度交付団体は２３団体（応募２８団体）、平成２８年度

は１６団体（応募２２団体）だったので約４割増えている。区別には

８区中７区で２～４か所で実施。 

平成２９年度は食事支援が１２団体、学習支援が２１団体（内重複

１０団体）である。 

〇今後の課題 

子ども食堂「貧困」のイメージが参加の壁になっていたり、支援を

必要としている家庭への働きがけが難しい、学生ボランティアの確保

が難しいなどがある。 

③総評 

貧困対策や一人親支援のボランティア活動が以前から行われていた

こともあり、このような事業が比較的早く行えたのではないかと感じ

ました。 

居場所づくりを行いたいという声が上がったことや、貧困家庭だけ

ではなく対象者を広げたことについては高く評価したい。 

（２）由布市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に

関する条例について 

①本市の現状 

土地利用に関する市との事前協議の中で大規模な太陽光発電施設な

どの建設計画を把握・確認しています。そして、事業者に対して指導

事項を伝え、調整を図っています。 

②先進都市の状況（大分県由布市） 

〇条例制定の背景及び由布市における再生可能エネルギー（特に太陽

光発電施設）導入に関する近年の動向 

由布市は、平成１７年１０月１日に湯布院町、庄内町、挾間町の三

つの町が合併して誕生した。それぞれ旧町の特徴は、旧湯布院町は、

観光地として全国的にも知名度のある町であり、旧庄内町は自然が残

る農村地域、そして旧挾間町は隣接している大分市に類似した居住地

域である。 
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今回、大規模な太陽光発電施設設置で問題となり、報道等で全国的

に取り上げられた地域は、旧湯布院町の地域である。 

旧湯布院町（以下、「湯布院地域」という）は、以前より由布岳を

はじめとする豊かな自然と温泉を活用した観光地として発展してきた

地域である。平成に入りバブル景気が起こり、全国の有名な観光地で

は自然環境等を破壊するリゾートマンションの建設や、大規模な別荘

地の開発等が行われ始めた中で、湯布院地域にも同じようなリゾート

開発の波が押し寄せてきた。 

元来、湯布院地域の観光における魅力は、豊かな自然環境が残って

いることや由布岳がどこからでも見える景観であること等から、この

ような全国的な現象に危機感を覚えた当時の町や議会は、開発に対し

て一定のコントロールを行う町独自の条例（潤いのある町づくり条

例）を平成２年に制定した。この条例は、合法な開発であっても自治

会や近隣住民に理解を得ること、建築物等の高さの制限を行うこと、

審議会を設け湯布院のまちづくりにふさわしい開発であるかの協議を

行うこと等を規定しており、湯布院地域の自然環境、生活環境、景観

を守り、湯布院のまちづくりにふさわしい開発を行わせようとした。

結果として、高層なリゾートマンションや無秩序な乱開発を防ぐこと

ができ、現在の湯布院地域が出来上がっている。 

一見、この条例による効果で乱開発が防げたかのように見えたが、

実はそれは由布院地域の中心部だけであった。観光の中心である湯布

院地域は、由布院盆地の底の地域であり、盆地周辺の傾斜地、特に南

向きの多くの土地は、すでにリゾート開発者による購入が進んでいた

のである。 

ところが、バブル景気が終わり、開発資金が不足した業者は、その

土地を転売したり、未利用のまま所有したりという形で現在に至って

いる。 

当時、開発がコントロールできたのは、条例の影響もあるが、景気

の変動も大きな理由である。 

その南向きの傾斜地等は、現在の社会情勢や景気等においても別荘

地等に開発することは、ほぼ不可能な状況であったが、国により再生

可能エネルギーを推進する新たな施策が示された。 

その施策の一つである太陽光発電施設設置事業の特徴は、南向きの

広大な土地を利用すること、利用する土地はほとんど造成が伴わない

こと、太陽光パネルが建築物等に該当せず、再エネ特措法以外の他法
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令による手続きがないこと、国の電気の高値買い取り制度による事業

収益率が高いこと、維持管理コストが低いこと等である。 

以上の特徴から、未利用のまま放置されてきた土地の所有者にとっ

て、現実性のある事業であったことから、市窓口での相談が増えてき

た。 

また、土地の売買も活発になり、事業の具体的な設計等も行われ始

め、業者が地元等へ協議に行くようになった。しかし、地元住民から

は、太陽光パネルを設置する際に樹木を切り倒すことで排水対策が不

安であること、太陽光パネルの景観が悪いこと、太陽光パネルが破損

すると有害物質が流れ出るのでは等の事業への危惧する声があがり、

やがて住民の反対運動等が起こるようになった。 

由布市としても、他の法令で周辺住民への事業説明がなく意見が反

映されないこと、一定規模以下は他法令等により審査が行われないこ

と等による住民の不安を解消すること、事業者へ由布市のまちづくり

を理解してい頂くこと等を鑑み、今回の条例制定に至った。 

〇条例制定に向けた検討の経緯及び条例の具体的内容と内容検討に当

たっての考え方 

由布市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和

に関する条例（以下、「条例」という）の主な内容としては、ア．事

業区域が５０００㎡を超える再生可能エネルギー施設設置事業（以

下、「事業」という）を行う場合は、事業者が市へ届け出を行うこ

と。イ．事業区域の面積にかかわらず、事業の抑制区域を定めること

ができる。 

ア．届出の手続きは、次のとおり。 

・該当自治区や周辺住民へ事業の周知を行う。（看板設置、回覧板等 

による） 

・該当自治会へ説明会を開催し、理解を得る。 

・近隣関係者説明を行い、理解を得る。（事業区域から１６ｍ範囲） 

・条例施行規則に規定された関係書類を整備し、市へ届け出、更に協 

議を行う。 

・市は、各課の技術審査を行い、行政指導等を行う。 

・審議会へ諮問する。 

・市は、協議の終了の通知を行う。 
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イ．抑制区域については、次のとおり。 

・市長は、次の各号に掲げる事由により、特に必要があると認めると

きは、事業を行わないよう協力を求める区域を定めることができる

ものとする。 

・貴重な自然状態を保ち、学術上重要な自然環境を有していること。 

・地域を象徴する優れた景観として、良好な状態が保たれていること。 

・歴史的又は郷土的な特色を有していること。 

なお、抑制区域については、平成２７年４月１日に告示を行い、具

体的な場所を設定している。（ＨＰ参照） 

例の内容を検討するにあたっては、上記でも記載した湯布院町の潤

いあるまちづくり条例等を参考にしている。 

特に、自治会や近隣住民への説明を義務づけていることや、審議会

に諮問を行い市民の意見を聞く場を設けることは、必要であると考え

た。 

ただし、事業は合法な自由経済活動であることから、事業自体が不

可能になること、事業者へ過度な負担をかけることのないよう配慮し

た。また、住民が理由のない反対、拒否権の濫用を行わないように規

定をしている。 

〇条例の適用事例と具体的調整事項 

条例制定後、届け出は３件（旧挾間町１件、旧庄内町２件）のみ、

ただし、条例施行前に既にパネル等を発注することにより事業に着手

している例があったが、条例の遡及適用は行っていない。この場合

は、自治区及び近隣住民への協議、事業を着手した証拠となる書類

（受注書）の提出だけは行ってもらった。 

〇条例制定の効果、影響、課題等 

条例の制定によって、内容を理解していない一部マスコミが、由布

市が太陽光発電施設の設置を「規制」していると報道したことから、

業者からは「由布市では事業が不可能ですか」等の問い合わせが増え

た。 

また、同じ悩みを抱えた全国の地方公共団体から条例制定について

の問い合わせや視察が増え、その後、その地方公共団体が同様な条例

を制定したと聞いている。 
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由布市としても、市長会等を通じて、県や国に乱開発となりうる大

規模な再生エネルギー施設設置事業に一定の条件や地元地方公共団体

の権限を付せるよう要望している。 

〇由布市建設課より 

この条例は、事業者が事業を行う際にもう一度周りの環境等を鑑み

て頂くためのものであるとも考えている。再生エネルギーの重要性は

当市でも認識しているが、環境への影響が少ないと言われるこの事業

が、工業振興地域等であればまだしも貴重な自然環境を有する山間部

の山林を切り開き、森を無くし、水源涵養機能を低下させてまで行わ

ないといけないのかは、疑問である。 

市は、この条例に基づく手続きを行うよう事業者に求めていくが、

全国的にこのような事例が多く見受けられることから、事業を行える

場所を限定すること、地元地方公共団体からの意見を義務づけること

等の国の法令等の整備を期待している。 

③総評 

豊かな自然を壊してまで大規模な開発を行って、特に太陽光発電施

設を設置することが本当に良い事なのか考えさせられます。 

しかし、再生可能エネルギーの普及促進はこれからも大変重要な取

り組みです。自治体が率先して行動に移しつつも、条例の制定など考

えながら民間活力の有効利用も考えて欲しい。 

また、今後も安全性や安定性を求めながら、なおかつ利便性とコス

トの軽減を考えながら普及促進に努めていただきたい。 

（３）ごみの戸別収集及び夜間収集について 

①本市の現状 

可燃ごみ、不燃ごみ、危険ごみ及び資源は集積場（ステーション）

で収集しています。集積場は町内会または集合住宅管理者が管理して

います。収集の頻度は可燃ごみが週２回、不燃ごみ及び危険ごみが月

２回、資源が週１回となっています。市民は可燃ごみ及び不燃ごみに

ついては市の指定する袋で排出し、危険ごみ、資源は専用コンテナま

たは網袋に排出しています。 

②先進都市の状況（福岡県春日市） 

〇ごみ収集の概要について 

・収集開始時間: 午後１０時から 
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・住民の排出時間: 日暮れから午後１０時まで 

・収集方法: 委託 

収集業者: 一般廃棄物収集運搬許可業者 ３社（エリア制） 

委託料金: 定期収集 １，１１０円（税別）／月・世帯 

・市で回収するごみの種類と実施回数 

ア、燃えるごみ   週２回 

イ、燃えないごみ  月１回（陶器・金属類、びん・カン、ペットボ

トル、白色トレイ） 

ウ、粗大ごみ    月１回（予約制） 

エ、緑のリサイクル随時 （予約制） 

・ごみ袋: 市指定ごみ袋（市製造 ごみ処理手数料込） 

ア、可燃ごみ袋（大４５ℓ、 中３０ℓ、 小１５ℓ） 

イ、不燃ごみ袋（陶器・金属類、びん・カン、ペットボトル・白色ト

レイ 全て３０ℓ） 

◇ごみ処理費用 歳入（ごみ袋代  平成２８年度） 

・ごみ袋               ２６８，０５４，５００円 

・粗大ごみシール             ５，１９４，５００円 

・緑のリサイクル袋               ７７，８８０円 

・緑のリサイクルバンド             ４６，５３０円 

合計    ２７３，３７３，４１０円 

◆ごみ処理に伴う歳出（平成２８年度） 

・塵芥収集運搬費（３社分）      ６７８，９３０，７３３円 

・粗大ごみ収集受付事務費         ４，１６１，２４０円 

・緑のリサイクル収集運搬費          ３８０，７００円 

・福岡都市圏南部環境事業組合負担金  ２７９，８８６，０００円 

・剪定枝葉破砕処理費          １８，５１４，２８０円 

・春日大野城衛生施設組合負担金    ２０８，４０３，０００円 

            合計   １，１９０，２７５，９５３円 

〇夜間収集について 

・導入した経緯・背景 
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 昭和５６年 福岡市南部清掃工場稼動開始 

 昭和６２年 春日市全域夜間収集に切り替え 

・収集方法 

 市内全域で戸別収集を実施（ごみ収集車の通行ができない道路沿い 

を除く） 

〇戸別収集について 

可燃の戸別収集は、昭和３８年に筑紫地区（春日・大野城・筑紫

野・太宰府）で筑紫清掃組合を設立し、清掃工場を建設し戸別収集体

制を確立した。 

不燃の戸別収集は、平成２８年４月から実施。（戸別収集を開始す

るにあたり、平成 27年度から収集曜日の変更等を実施し、戸別収集

導入に備えた） 

〇効果と課題について 

◇効果 

渋滞解消対策： 通勤ラッシュ時間帯におけるごみ収集車の停車に

よる交通渋滞の緩和につながった。 

カラス対策： 夜間にゴミを出してもらうことでカラスによるごみ

荒らしの散乱がなくなった。 

防犯対策・景観対策： 夜間にごみ収集車が走ることで、防犯対策

となり、また、日中にはゴミを見かけなくなった。 

◆課題 

騒音問題： 深夜でのごみ収集車の音や掛け声などがうるさい。 

ごみの持ち去り：人目につきにくいので持ち去りが多くなる。  

人件費： 夜間での作業になるので人件費は高い。 

③総評 

多少の課題はあるものの、高齢者世帯（特に単身者）の見守りや防

犯対策、また、ごみの散乱の減少、交通渋滞の緩和など大きなメリッ

トがあることを感じました。 

また、人口減少が叫ばれている現在において、新たな収集の形を検

討する材料となりました。 
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４ 福祉環境委員会からの提言 

（１）子どもの居場所づくり事業について 

子どもの貧困率が高い町内会を重点的に補助して事業が行えるよう支

援してほしい。 

支援の必要な子どもたちに行き届くような活動を支援してほしい。 

高齢化が進む住宅地において老人会などが主体をなって学習支援（昔

の遊びなどを教える）が行えると、子どもたちとの良い交流となり地域

活性化に繋がるため、様々な観点から支援の輪ができるよう検討してほ

しい。 

（２）自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する 

条例について 

良好な景観形成の取り組みが推進されるよう景観行政団体として登録

するとともに豊かな自然を保護していただきたい。 

地域住民の安全と安心が確保できる調査研究に心掛けたい。 

（３）ごみの戸別収集及び夜間収集について 

交通渋滞の緩和や安全対策などを考え、収集運搬に最も効率的である

時間帯を調査研究してほしい。 

高齢者の見守りや防犯対策など生活を支援し、福祉の充実が図られる

取り組みに心掛けたい。 
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＜調査経過＞ 

平成２９年５月２２日（月）  

打ち合わせ会（調査項目について） 

福祉環境委員会が所管する部署の主要目標を確認 

 

平成２９年６月８日（木）  

打ち合わせ会（視察日程について） 

日程：８月１日（火）～８月３日（木） 

子どもの居場所づくり事業について 

自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例に

ついて 

ごみの戸別収集及び夜間収集について 

                      に決定 

平成２９年８月１日（火）～８月３日（木） 

視察の実施 

１日 神戸市「子どもの居場所づくり事業について」 

２日 由布市「自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和

に関する条例について」 

３日 春日市「ごみの戸別収集及び夜間収集について」 

 

平成３０年３月８日（木） 

打ち合わせ会 

・主体的な所管事務調査報告書（案）について 

 

平成３０年３月２２日（木） 

打ち合わせ会 

・主体的な所管事務調査報告書の決定 


