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概

要

(１) 開会（事務局）
(２) 会長あいさつ
(３) 議事（議長：会長）
①第２次 磐田市環境基本計画の進捗状況について（資料①）
事務局から第２次磐田市環境基本計画の進捗状況について説明

《質疑・ 応答及び意見》
【委

員】磐田 市では住宅用蓄電池を奨励する施策を行っていますか。

【事務局】蓄電池 設置についても新エネルギー及び省エネルギー設備普及促
進奨励金の対象としています。
【委

員】小学 校における環境学習実施率が平成 29 年度のみ 100％に達し
ていないようです。その理由を教えてください。また、地球温暖
化防止に係る環境学習とは具体的にどのような内容ですか。

【事務局】環境 学習の実施率は各学校に調査を行った結果であり平成 29 年
度は１校だけが実施しなかったためです。また地球温暖化防止に
係る環境学習については、主なものに「アースキッズ」がありま
す。市内の小学５年生が地球温暖化について学び、家庭でできる
CO2 排出抑制の方法を考え実行するものです。
【委

員】磐田市 環境基本計画では市民１人１日当たりのごみ排出量が指標
となっていますが、これを市民に啓発するにあたり、重さで訴え
るより１人当たりにかかる金額で訴えた方が効果的ではない か
と思います。また、その金額が分かるようなら教えてくださ い。

【事務局】昨年度、担当課が試算した参考資料によると、市民１人当たりの
金額は平成 28 年度が 11,476 円、平成 29 年度では 12,029 円でし
た。
【委

員】環境 指標の汚水処理人口普及率の目標値 93.48%の根拠を教えて
ください。

【事務局】汚 水処理計画に基づくものですが、具体的根拠については担当部
署に確認し、後日報告します。
【委

員】ご み処理に係る１人当たり費用は、全市民の人口で算出している
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のですか。それは、小さい子供も含まれていますか。
【事務局】子供 を含む全市民の人口で算出しています。
【委

員】ごみを 捨てることでこれだけ税金がかかっているという事をもっ
と市民の皆さんに周知すると良いと思います。例えば水分を含む
生ごみを燃やすためには多くの時間や燃料がかかります。余分な
水分を絞るだけでこの費用が節約できることなど、もっと意識し
てもらう必要があると思います。

【委

員】市 民１人 当たりの都市公園等面積の目標値は令和８年度に 21.27
㎡となっています。目標値は１人当たり面積ですから相当の増加
と思われますが、この目標値の根拠を教えてください。

【事務局】「 磐田市緑の基本計画」に基づくものですが、その根拠につ いて
は担当課に確認し、後日報告します。

② 基本方針４「３Ｒの取組みや環境にやさしい消費行動を推進します」

について（資料②）
事務局から基本方針４の環境施策について説明

《質疑・ 応答及び意見》
【委

員 】ごみ対 策課で作成されている啓発用ＤＶＤは一般の方も見る機会
がありま すか。

【事務局】ク リーンセンターの見学時に希望すれば見ることができます。ま
た、自治 会から希望があれば配布しています。
【委

員 】プラス チックごみの分別方法はまだ浸透していないと感じていま
す。啓 発のＤＶＤをもっとたくさんの人に見ていただきたいと思
います。

【委

員 】最近ペ ットボトルに尿を入れて道路沿いの植栽などに投棄する人
がいると 聞きました。長距離のトラックから捨てられるものらし
く、回収には衛生的な面で危険が伴うと聞きました。磐田市でそ
ういった ことは確認されていますか。

【事務局 】市内で も事例があります。特に東名高速道路沿いなどに多く、長
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距離トラ ックの運転手が休憩時間を惜しんでペットボトルに尿
を入れて 投棄すると思われます。藤枝市のバイパスの入口にそう
いった行 為に対する禁止看板があります。
【会

長】藤 枝には不法投棄の禁止看板がたくさん付けられています。あれ
だけあれ ば、捨てる方も捨てにくいのではないかと思います。看
板設置は 有効だと考えますが、磐田市が管理する場所とそれ以外
が管理す る場所と区別があるのでしょうか。

【事務局 】例えば 磐田市内でも天竜川やバイパスの法面などは国が管理して
います。 また、太田川については静岡県が管理しています。
【委

員 】ごみの 出し方が分からないことが不法投棄に繋がっていると思い
ます。ですから、大人に対しても啓発の機会があるといいと考え
ます。

【委

員 】ごみの 出し方について家庭教育学級や高齢者のサロンなどで学ぶ
機会があ ればいいと思います。

【委

員 】ドイツ には子供たちに徹底した教育を行い成功した事例がありま
す。その 結果として収集業者が困るくらいごみが減ったそうで
す。

【委

員 】幼児は 家庭の大人の影響を強く受けます。今、小さい子を持つ親
御さんに まず学んでいただいて、家庭での習慣として子供たちに
伝えてい くべきと考えます。

【会

長】捨 て方の教育も大切ですが、ごみを出さないような社会のシステ
ムも必要 です。ドイツでは不便だと思ってもごみにならないもの
を使う、不便だなと思いながらもお店は日曜日に休業する。不便
な中で自 分たちの生活を築いていく考えが根付いています。私た
ちが便利 な社会をどれだけ変えていけるかという事だと思いま
す。今 の便利な社会のままでいようとするなら捨て方を教育しな
くては、となるわけです。磐田市がどういった街を作りたいのか、
そこで変 わってくると思います。

【委

員】今 はペットボトルのお茶が普及して、急須でお茶を入れることが
無くなっ てしまっています。昔は豆腐でも醤油でも、入れ物を持
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参して購 入していたのが今は全てパックに入っています。清潔で
便利です が、ごみが増えたと感じます。
【委

員】買 い物袋もかつては紙袋でした。現在のレジ袋が出回り始めてか
ら 30 年経過し生活に浸透しています。これを減らそうとするの
は大変だ と思います。行政にばかり頼るのではなく、市民一人一
人の心が けが大切になりますが、慣れているものはなかなか変え
られない ですね。

【会

長】市 がこれだけのことを目標としてやっていることを、もっと市民
に知って もらい協力してもらう事が必要だと思います。

【委

員】環 境方針には３Ｒと書いてありますが、ただ３Ｒと言われてもピ
ンとこな いので、もう少し日本語で分かりやすいように表現して
もらえた らいいと思います。

【委

員 】県では６Ｒというものを推進し ています。３ Ｒに加えて「 断 る ・
修理する・借りる」があります。これを英語で言われても分かり
にくいで すね。

【会

長】私 たち市民の意識もそうですが、そういった社会の仕組みが変わ
らないと いけませんね。

【委

員 】不法投棄の看板はどういったところに設置されているのですか。

【事務局 】不法投 棄が多い現場に設置しています。また、自治会や環境美化
指導員か らの要望があれば貸出しもしています。
【会

長 】商工会議所では不法投棄やごみに関して何か対策されています
か。

【委

員】レ ジ袋に関しては市内の事業所が集まる会合などで、市から提供
されたレ ジ袋削減チラシを配布するなど協力を行っています。

【会

長】小 売店の事業主や企業も巻き込んで、街全体で取り組めると効果
があると 考えます。

③その 他環境施策の実施状況について（資料③）
事務局から環境施策の実施状況について説明
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《質疑・ 応答及び意見》
【委

員】ムクドリを光で追払うとの事ですが、ムクドリは光が好きだと
思っていましたが違うのですか。

【事務局】ムクドリは明るい所を好みますが、やはり急に強い光を当てら
れると驚いて飛び立ちます。これを利用して追払いを行う予定で
す。
【委

員】松くい虫の農薬の空中散布はどのくらい効果があるのでしょう
か。

【事務局】確実な数値は不明ですが、効果があると言われています。被害
木伐採処理で駆除できなかったカミキリムシが、農薬がついた松
の樹皮をかじる事で駆除できるよう空中散布しています。被害木
の伐採と併せて実施することが効果的であると考えらえてい ま
す。
【会

長】人への影響はあるのですか。

【事務局】吸い込むことはよくないです。空中散布は事前に実施日と時間
を告知し立ち入りを禁止することで人への被害を防いでいま す。
また、なるべく人の出入りのない午前５時ごろ行っています 。
【委

員】今 年５月 24 日に、国会で食品ロス削減推進法が閣議決定しまし
た。家 庭でできる事ですし、その日に食べるものなら消費期限の
近いものから購入しましょうなど、市民みんなが分かりやすい内
容で「広報いわた」などで掲載し、啓発していけばいいなと考え
ます。

【委

員】磐田北幼稚園の跡地に駐車場が造られていますが、広さの割に
緑が少ないので、もう少し緑を多くしてほしいと思います。また
街路樹も葉を刈ってしまって、せっかくあるのに木陰が出来てい
ない状況が残念です。苦情の問題で繁らせる事が出来ないのであ
れば、街路樹の意味がないと思います。だとしたら、最初から繁
っても苦情にならないような種類を選べばいいと思います。やは
り苦情が来ると行政は動かざるを得ないのかもしれませんが 、緑
は必要なのでぜひ検討いただきたいです。
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(５) その他（今後の日程について事務局より連絡）
(６) 閉会（事務局）
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