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平成２８年度第１回岩倉市環境審議会会議録 

 

開催日時  平成 28年６月 21日（火）午後２時 ～午後４時 20分 

開催場所  岩倉市役所 ７階 会議室７ 

出席委員  １１名  

賀田野倫代委員、木ノ本みゆき委員、赤堀昭二委員、山田幹夫委員、 

新井明浩委員、宮田正巳委員、奥田信夫委員、長谷川洋二委員、 

斎場栄委員、長谷川博委員、小笠原三代子委員 

欠席委員  1名   

三浦光俊委員 

事 務 局  市民部長、環境保全課長、環境保全課佐野主幹（清掃事務所長）、 

環境保全課浅野統括主査（環境グループ長）、都市整備課長、 

都市整備課岡統括主査（計画グループ長）、都市整備課澤井主任 

（計画グループ） 

 

会議内容 

１ 委員の委嘱 

・市長から、任期満了により委員全員に委嘱状が交付された。 

任期期間（平成 28年５月１日～平成 30年４月３０日） 

２ 市長あいさつ 

・市長あいさつ 

あいさつの後、他の公務のため市長退席 

３ 自己紹介 

４ 会長の選任等 

・岩倉市環境審議会規則第３条第１項の規定による委員の互選による会長の 

選任を執り行い、委員からの推薦があり全会一致で山田幹夫委員が当委員会

の会長に就任された。 

・山田幹夫会長より就任あいさつ 

・職務代理者として会長より指名があり、職務代理者として三浦光俊委員を  

指名し、全会一致で承認された。 

・今後の議事進行について、慣例により山田幹夫会長が議長の職を行うこと 

になり議事を進行する。 

  ・前回議事録は語句の訂正等はなく承認される。 

 

５ 議題 

会 長： 本日の議題は、お手元に配付してあります会議次第のとおりでありま 

す。議題順により進めさせていただきますのでよろしくお願いします。 
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    議題（１）審議事項の「①保護樹の指定について」事務局から説明して

ください。 

 

    （事務局（都市整備課）から、別紙資料１により説明） 

 

会 長： 説明が終わりました。委員の皆様からご質問・ご意見がありましたら 

お願いします。保護樹制度の検討事項については、この審議事項が終わっ

てから説明していただきます。 

会 長： ご意見はございますか。特に無いようですので、審議事項の「①保護 

樹の指定について」は承認としてよろしいですか。 

 

     （異議なしの声） 

 

会 長： 異議なしと認め承認といたします。 

    それでは、先ほどの保護樹制度の検討事項について、事務局から説明し

てください。 

事務局： 巨木・銘木を新たに指定してはどうかというご意見をいただいており

ます。国の基準では、高さが 1.3ｍのところで、幹回り３ｍ以上のものを

巨木と定めています。市としても、国の基準と同様の条件で、特別保護樹

として指定していくことを検討しています。特別保護樹の指定についても、

保護樹と同様に都市環境の緑化を目的としたものになります。歴史的・学

術的な観点からの指定は、当市ではなかなか見付けられないので、現時点

では幹回り３ｍ以上での指定を検討しています。 

     また、今年度報奨金の額を変更しましたので、保護樹の所有者すべて

の人と協定書を結びなおす必要があります。協定書を結びなおす際に、特

別保護樹のことについても説明していく予定です。特別保護樹の指定の際

には、所有者の理解を得るために粘り強く交渉し、指定に繋げればと考え

ています。 

     横の連携が取れていないのではないか、というご指摘もいただいてお

りますので、庁内組織として委員会を立ち上げたいと考えています。関係

各課からグループ長に出てもらい、まずは緑の基本計画について周知をし、

緑化について知ってもらい、保護樹についても工事で伐採が必要になった

時などは、事前に協議をし、出来るだけ市の緑を守っていけたらなと考え

ています。 

会 長： 説明が終わりました。委員の皆様からご質問・ご意見がありましたら 

お願いします。 

委 員： 国の基準は高さ 1.3ｍのところで、幹回りが３ｍということだが、現在、 

超えているものはあるのか。巨木の可能性はあるが、基準が現実とそぐわ
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ないものではいけない。先に基準を定めてしまうと、なかなか当てはまら

ないかもしれない。国の基準に少し足らないが、岩倉市としては指定して

いくというのも、一つの方法だと思うがどうか。 

事務局： 基準の幹回りが３ｍ以上のものは、９か所あります。そこから始めて

いけたらと考えています。 

委 員： ９か所あれば、そこから始めればいいと思う。あまり基準にこだわら 

ずに、まずは木を見てもらうことが大事だと思う。 

会 長： 他にご意見はございませんか。 

委 員： その９か所の樹木は何という種類か。 

事務局： ほぼクスノキです。 

委 員： 木の種類によっては、基準を変えてもいいと思う。 

会 長： 色んな意見を出していただき、事務局にはそれらを持ち帰り検討して 

いただきたいと思います。他にご意見はございませんか。 

委 員： 保護樹の基準は幹回りなどの大きさだけか、他に珍しい木だから指定 

するといったことはないのか。 

事務局： 条例や規則で大きさのことは決められておりますが、大きさによらな

くても指定することはできることになっています。ただ、大きさによらず

に指定した実績はありません。 

     前回の会議でも紹介しましたが、以前広報で巨木・銘木めぐりという

記事がありました。そこでは、樹齢 100年を超えるものも紹介されていま

した。大きさだけではなく、そういった樹齢何年といったものも取り入れ

たりして、柔軟に対応していきたいと考えています。 

会 長： よろしくお願いします。他によろしかったでしょうか。 

委 員： 家の近所に保護樹があるが、金額は下がったが 2,000円をもらって、 

維持管理をしていると聞いている。保護樹に指定されると、勝手に伐って

はいけないとか縛りはあるのか。 

事務局： 保護樹を指定するにも、解除するにも、この審議会に諮らなくてはい

けないということがある。ただ倒れそうで危険だとか、維持管理ができな

くなったとかで、先に伐ってしまい、事後で審議会に諮ったということは

ありました。報奨金については、県内でもトップクラスの 5,000円をお配

りしていましたが、剪定などの維持管理を行うには何十万円とお金がかか

り、とても足りないという意見が多くありました。そのため、今年度から

報奨金は 2,000 円にし、その分剪定費などの維持管理費に上限 10 万円補

助したり、木が倒れて被害を与えたときのために、保険に入るなどの制度

変更を行いましたので、ご理解いただきたいと思います。 

会 長： 他にご意見はございませんか。無いようですので、保護樹制度の検討 

事項については、終了させていただきます。 

    続きまして、審議事項②岩倉市環境基本計画の実績等の報告について、
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事前に配られた資料に対する意見も踏まえて、事務局から説明してくだ

さい。 

 

     （事務局から、別紙資料２－１、２－２、２－３により説明） 

 

会 長： 説明が終わりました。委員の皆様からご質問・ご意見がありましたら 

お願いします。 

委 員： BDF という語句が出たが、どういったものか。 

事務局： 市民などが出された廃食用油を、業者が精製し、車の燃料になったも

ので、バイオディーゼルフューエルの略称になります。 

委 員： 節電についてだが、結果を求めるときに使用量で評価がされるのか。 

学校の教室や図書館などの施設では、適正な照度のルクスがあると思うが、

その照度を守っての節電なのか、それとも少々暗くても見えればいいくら

いの明るさにしてでも、節電を行うのか。なぜ、こんなことを言うのかと

いうと、最近、総合体育文化センターの廊下がとても暗い、利用者が廊下

でチラシなどを読むのも大変なくらいである。それを体育館の係りの人に

言ったら、節電だと言われた。廊下で子供達が絵本を読むこともあると思

う。もう少し、明るくてもいいのではないか。そういったことがあったの

で、各施設の適正照度を無視してでも、節電に取り組むようにしているの

かお聞きしたい。 

事務局： 実際に事業を行ったり、体育館を使用するときに、支障となるほど暗

くするようにとは要求していません。体育館が暗すぎるということなので、

そのことについては担当部署に伝えます。 

委 員： 体育館の多目的ホールを使ったときに、暗かったので、明るくするよ 

うに言ったら、これ以上はお金がかかると言われたことがある。 

委 員： 体育館でも廊下のほかに節電できる場所があると思う。トイレだった 

り、ロビーだったり。 

会 長： 総合体育文化センターの節電について、意見が出ました。そのことに 

ついて、事務局から回答をお願いします。 

事務局： 地球温暖化の観点から節電について、環境保全課から発信しているこ

とは、例えばエアコンの使用については、基準温度を設けて、それより高

い場合に使用するよう推奨していますが、まずは体調に一番気を付けるよ

うに周知しています。体を壊しては元も子もありませんから、そういうこ

とを一番注意してもらっています。こうしたことからも、暗くて不便なの

に、節電するようなことまでは求めていません。総合体育文化センターに

ついては、部屋に関しては、使用料により照明量が関係することはありま

すが、廊下については共用部分なので料金外ということになります。本庁

舎でも人のいないところは、蛍光灯を間引いて節電することはやっていま
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すが、体育館の施設全体が暗いということであれば、環境保全課が強要は

できませんが、スポーツグループを通じて、その旨伝えさせていただきま

す。 

会 長： 他にご意見はございませんか。 

委 員： 課題・問題点がなく、自己評価は５点や４点が付いており、28年度計 

画も 27 年度と同様としている事業がけっこうみられる。これでは自己満

足に過ぎないのではないか。 

事務局： 具体的には何番の事業というのはありますか。 

委 員： ６番の廃食用油回収事業は、課題・問題点として、BDF を使える公用 

車が１台しかないのに５点付けていることや、８番農業フェアでは、課

題・問題点が特になしで、４点付けており、28年度計画として 27年度と

同様となっていることなどです。 

事務局： ６番の BDF の事業については、課題があるのに５点なのはいかがなも

のかということであると思いますが、事前の意見等への回答にもあるとお

り、１台しか使用出来る車がない中で、一生懸命使用しているという意味

合いで、５点付けさせていただいたというものです。また、各課の事業の

中で、課題・問題点が特になく、４点を付けているものについては、８番

の農業フェアもそうですが、現状で特に問題もなくやれているということ

で、28 年度も同様な計画になっていると思います。さらに高みを目指し

ていかなくてはいけないと言われれば、ご意見として承って、生かしてい

かなくてはいけないとは思いますが、数ある事業の中で、より重点的に取

り組むものとして、４点で現状うまく回っているものより、点数の低いも

のに人手を割いて取り組んでいく、ということにさせていただいていると

いうことで、言い訳がましいですがご理解いただきたいと思います。 

会 長： 課題のある事業が多すぎる、各課でこれだけは問題が解決したという 

事業はないものか。また、27 年度の課題・問題点や計画が反映されてい

ないものが多い。例えば、２番の優秀な省エネ実践市民特典制度事業の

27 年度の計画では、７、８月で実施予定し、事業を実施した結果を検証

して、継続するか検討するとある。28 年度計画は、実施した結果、実績

が少なかったから、枚数を 2,000枚にするとあるが、そういう問題ではな

いと思う。 

事務局： この節電でリサイクル運動については、事前に意見をいただいて、資

料２－３にあるように回答をさせていただいておりますが、参考にした自

治体が、東日本大震災から間もない頃にこの事業を行ったところ、大勢の

市民が来られたということでしたので、岩倉市より規模が大きい自治体で

もあったにも関わらず、同様な枚数を用意してしまい、結果多くの残数を

発生させてしまいました。そのことについて反省し、28 年度計画では実

績に合わせた枚数にしているものです。 
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会 長： 主要施策 10番の「新ブランド野菜研究事業」でも、27年度一覧表で 

は課題・問題点に、ちっチャイ菜の販路の確保が難しいとあったが、28

年度一覧表では、カリフラワーが新たに出て来て、ちっチャイ菜の問題が

どこかへいってしまった。他の事業でもそういったことが多い。課題・問

題点があれば、それを次年度はどのように解決したかを、記載しなければ

ならないと思うが、それがしていないものが多いと思う。意見の回答で、

優先順位を付け取り組んだとあるが、今までの順番は何んだったのか。 

事務局： 10番の「新ブランド野菜研究事業」ですが、ヒアリングをしたところ、

27年度実績としては、カリフラワーの振興が図られたということでした。

ちっチャイ菜については、農家の方に栽培をしていただかないと、どうし

ても難しく、振興は図れなかったようですが、その代わりカリフラワーが

栽培され、振興が図れたということで、事業としては「新ブランド野菜研

究事業」であり、ちっチャイ菜に限る訳ではないので、カリフラワーの振

興が図れたということで、問題も特になく、４点を付けたというように聞

いています。 

会 長： そういうことは分かりますが、27年度一覧表では計画のところに「ち 

っチャイ菜については、生産量を増やすため、新たなグループ員獲得のた

め市内の農家の方に入会を勧める。」とあるにも関わらず、28年度一覧表

には、入会を勧めたかどうかの記載がない。また、25 番の「緑のカーテ

ン事業」についても、27年度一覧表では計画のところに、「CO2 削減量の

把握方法を検討する」とある。28 年度一覧表には検討したという記載は

ないが、本当に検討したのか。こういったことが随所にある。計画を立て

たのならば、それがどうなったか実績のところに記載するべきではないか。

進捗状況の把握としては、こんなに難しくしないで、各部署でこれだけは

やったとか、横の連携が必要だから、こういうことをやったとかそういっ

たことでいいのではないか。 

委 員： 今回の進捗状況一覧によると、２点のものが２つであとは３点以上と 

いうことは、平均点は上がったということだ。上がったということは、低

いよりはいいことだと思う。ただ、その中でこの事業だけはこうしたいと

か、重点的に行う事業を決めておき、その事業はこうなりましたとか、絞

らないと現場はよくならないと思う。今みたいに各事業をすべて出すと、

問題ばかり出て、問題が山積してしまう。 

会 長： 事業項目が多すぎて、点数だけ付けるのが仕事になっていないか。 

事務局： 昨年の会議で点数の付け方について、いろいろご指摘があったので、

そこに目が行き過ぎたのかも知れません。今ご意見があったのは、資料２

－３の４番でご意見のあったものと同じ意味合いだと思います。先ほど委

員さんからご指摘のあった、重複している事業があるというのは、環境基

本計画の方針として、いくつかの方針がある中で、例えば「低炭素社会の
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実現」の方針で、６番「廃食用油回収事業」があり、「資源循環型社会の

構築」の方針で、40 番「廃食用油回収事業」が入っていたりというよう

に、方針別に記載していますので、どうしても重複したものが出て来てい

ます。今後は、重複したものは記載しないようにいたします。また、記載

を課別に並べ直すとか、見方については、１番から順番に記載していくの

ではなく、どのようにしていくか、来年に向けて検討させていただきます。 

会 長： 環境問題は大切ですので、もう少しやり方があるのかなと思います。 

市民に知っていただくのが、大切だと思います。 

事務局： 主要事業の一覧表をみても分かると思いますが、こんな事業までも環

境なのかというほど、環境問題は範囲が広いです。こういった状況であり

ますが、事業をうまく回し切れていないのは、反省しなくてはいけないと

思います。 

委 員： この審議会に出されたものは、未完成な過程のものだから、まだまだ 

色々な問題がある。そういった中で、みんなの意見を聞いて良くしていけ

ばいいと思う。隠されて見えないより、出してもらって見えた方がよい。

意見を出し合って、みんなで良くしていけばいいのではないか。 

委 員： やりたくても出来ないこともあると思うので、自己採点をするのはい 

いことだと思う。そこからもっとステップアップしていけばいいことなの

で。自分が関わっている事業について言えば、フラワーリサイクルも当初

より団体数が増えてきているし、緑のカーテン事業も、当初は保育園など

の対応も悪かったが、最近は段取りもよく、お茶も出してくれたりして良

くなってきている。これはいいことだと思う、保育園などもよく思ってく

れているのではないか。続けていくというのは、すごくいいことなので、

もっとみなさんがやられるといいと思う。 

事務局： ありがとうございます。 

委 員： 項目をもっと集約してはどうかと思う。 

事務局： 今までは、すべての項目を出していくことが、いいのではないかと思

いやってきましたが、今後は隠すわけではありませんが、いいものをこれ

だけやりましたというように、より PR 出来るような資料のあり方を検討

させていただきたいと思います。 

会 長： それでは、だいたい意見も出揃ったと思いますので、審議事項の②岩 

倉市環境基本計画の実績等の報告については承認としてよろしいですか。 

 

（異議なしの声） 

 

会 長： 異議なしと認め承認といたします。 

次に議題（２）報告事項①岩倉市のごみ収集量と資源回収量の状況につい

て、事務局から説明してください。 
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 （事務局から、別紙資料３により説明） 

 

会 長： 説明が終わりました。委員の皆様からご質問・ご意見がありましたら 

お願いします。 

委 員： ｅ－ライフプラザの利用状況はどうなっているか。 

事務局： 開設当初の平成 27 年４月は利用者が平均９人だったものが、同年 12

月には平均 44 人になりました。年末で持って来る人が多かったという事

情があったとは思いますが、それでも平成 28年５月には平均 50人でした

ので、着実に認知が広がっていると考えています。 

会 長： 他にございませんか。 

質問がないようですので、次に報告事項②環境月間の取り組みについて、

事務局から説明してください。  

 

（事務局から、別紙資料４により説明） 

 

会 長： 説明が終わりました。委員の皆様からご質問・ご意見がありましたら 

お願いします。 

委 員： 担当は維持管理課で、環境保全課はあまり関係が無いかもしれないが、 

五条川堤防の草刈りについて、この前、市の方で堤防道路の路肩から下に

１ｍまでのところの草を刈った。これに対して、なぜそこまでしか刈らな

いのかという苦情が多い、自分のところにも入っている。一般の市民は草

を刈るなら、堤防全体を刈ると思っている。管理区分の関係で、市は路肩

から下に１ｍまで、そこから下は県が刈るということになっている。年３

回刈るらしいが、市と県が時期をずらして交互に刈っているので、そうい

う苦情になると思う。苦情を言ってくる人も、事情を話せば分かってくれ

るので、その辺のところを市民にうまく周知してはどうか。 

事務局： 五条川の堤防については、路肩から下１ｍまでが維持管理課の管理で、

それより下が県の管理になり、一宮建設事務所が担当していると思います。

草刈りについては、市と県とがうまく調整して行えるよう、また周知もし

ていけるように、維持管理課に伝えます。 

委 員： 市と県の草刈りを出来るだけ同じ時期にしてはどうか。 

事務局： 県と市の草刈りを同じにすると、回数が減ってしまうかもしれません

し、もし回数が減るなら、１回で刈る範囲が全部でなくとも、回数が多い

方がいいのかということもあると思いますので、その辺りのことも維持管

理課に伝えまして、調整してもらいたいと思います。 

会 長： 他にございませんか。 

質問がないようですので、次に報告事項③主要河川水質調査結果につい
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て、事務局から説明してください。  

 

（事務局から、別紙資料５により説明） 

 

会 長： 説明が終わりました。委員の皆様からご質問・ご意見がありましたら 

お願いします。 

委 員： 市の広報に載っているものだね。 

事務局： そうです。環境月間に合わせて６月広報に載っています。 

会 長： 他にございませんか。 

なければ、議題（３）その他に移ります。委員の皆様からこの場で審議

する事がありましたらご提案をお願いします。 

無いようですので、その他①五条川自然再生整備等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。 

 

     （事務局から、別紙資料６により説明） 

 

会 長： 説明が終わりました。委員の皆様からご質問・ご意見がありましたら 

お願いします。 

委 員： この資料は、この会議のための資料なのか、外部に出せる資料なのか、 

どういった意味合いの資料になるのか。 

事務局： 庁内組織である五条川自然再生整備等推進会議の会議要旨であり、こ

の審議会に出すための資料になります。 

委 員： 各団体には出せない文書なのか、この審議会のための文書なのか。 

事務局： 各団体に出せるかどうかは、検討していませんが、この文書は審議会

に出すための資料になります。 

委 員： 五条川に関わっている各団体の現場の意見も聞かずに、会議を１回開 

いて終わりというのはおかしいと思う。姿勢を疑う。この資料も、委員長

名で出された訳でもないし、だれが発言をしたというのも分からない、会

議録を出せとは言わないが、もう少しなんとかならないか。推進会議をや

るのはいいと思うが、それで終わりなのがいけない、各団体は現場でいろ

いろな問題を抱えている訳だから、意見を聞く必要があるのではないか。

また、推進会議の報告を各団体には出して、見てもらわなくてはいけない

と思う。計画の 177ページの「連携の場や仕組みづくり」をよく見てみろ、

市民団体などとの意見交換や情報提供が明示してあるだろ、それを無視す

るな、もっとしっかり踏まえてやってくれ。審議会の委員としてではなく、

市民団体の会長として、意見を言っておく。 

事務局： 本日の資料では推進会議の委員名までは載せずに、内容を報告して理

解していただこうと考えておりました。 
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委 員： 委員の人事異動もあると思うし、会長ですら変わっている、今は２代 

目だろ、そういうこともきちんと報告しないといけない。現場は苦労して、

川づくり、まちづくりをやっている。推進会議の内容を簡略化して報告す

るのではなく、しっかり報告するべきだ、そうでないと協働の精神にも反

すると思う。推進会議の一回目から二回目、三回目と現場と協働してやっ

ていくのが、計画の 15年間になるのではないか。 

事務局： 頑張っていきます。 

委 員： 「大市場橋南の多自然川つくり」のところで、「１ｍ分用地を買い足し 

て４ｍ道路にし、そこに桜などを植えられないかということを考えてい

る。」とあるが、桜並木保存会としては、この計画作成時のパブリックコ

メントで、桜並木を植えて欲しいと要望したが、反映されなかったようだ。 

事務局： 五条川の法面に桜を植えるのは、現状の基準では難しいとのことであ

り、ここでいう「桜を植えられないか」というのは、道路の民地側に桜を

植えられないか検討しているということです。 

委 員： 五条川の堤防の内側に桜を植えるのは、検討ではなく課題である。計 

画を作った時には、そういう絵は描いていないはずだ。描くと既成事実と

なり、植えざるを得なくなるからだ。どのようにしていくか、今後の課題

として残している。だから、当時の担当者がいないと、計画に描かれてい

ないからで終わってしまう。明文化されていないが、課題として残ってい

るものも、担当者が異動すると分からなくなってしまう。きちんと記録に

残しておかないと、課題そのものが消されてしまうのを危惧している。 

事務局： 異動する場合は、経過がわかるように、きちんとした記録を残してい

きたいと思います。 

会 長： 新しい委員の方には、今までのやり取りがどういったことか分かりに 

くいと思いますので、推進会議のことについて、事務局から簡単に説明し

てください。 

事務局： 平成 26年３月に策定した第３次五条川自然再生整備等基本計画を推進

していくために、計画の 177ページに基づき、まずは庁内の推進体制とし

て、五条川自然再生整備等推進会議を立ち上げました。メンバーは、五条

川に関係する各課の課長とその部長で構成しています。環境基本計画と同

様に、計画の主要施策等の進捗状況を、毎年各課に報告してもらい、それ

を推進会議で報告し、情報の共有と横の連携を図り、計画を推進していく

というものです。 

会 長： 計画の本はありますか。 

事務局： 五条川自然再生整備等基本計画はこちらになりますが（委員に向けて

掲げる）、概要版がありますので、会議録といっしょにお送りさせていた

だきます。計画を大まかに説明しますと、県の管理である五条川を、自分

たちで良くしていこうと、昭和 60 年の時に初めて計画を策定し、２次計
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画を経て、現在は３次計画ということになります。この３次計画から、グ

ループ長が説明したことをやっているということです。 

会 長： ありがとうございました。他に何かございますか。 

事務局： １点だけご報告をさせていただきます。 

     ４月から電力の自由化で、各家庭でも電力会社を選べることになりま

したが、市役所でも４月以前から、特定規模電気事業者（ＰＰＳ）の一つ

である日本ロジテック共同組合から電力を購入していました。２月にその

ロジテックが倒産するというニュースが流れ、対応をどうするかというこ

とになったのですが、幸いにも６月に事業者を切り替えることも含めて、

契約の見直しを検討しており、下調べをしていましたので、時期を早め４

月から切り替えられるように、共同で電力を購入している２市３町（小牧

市、岩倉市、豊山町、大口町、扶桑町）で、話し合いました。事業者の選

定にあたっては、「４月１日から切り替えができること」、「経営母体がし

っかりしていること」、「経費が節減できること」、「環境にも配慮している

こと」の４点を重視しました。その結果、４月からは、２市３町としてダ

イヤモンドパワーという会社と契約し、電力を購入しています。この会社

は、三菱商事が 20％、中部電力が 80％出資している会社であり、経営母

体はしっかりしていると思います。また、当市を含めた２市３町は、ロジ

テックからは電力を購入しているだけであり、売電はしていなかったため、

ロジテックが経営破綻しても、売電収入が得られないという状況にはなら

ないことを報告いたします。 

会 長： 他に何かございますか。なければ、そろそろ会議を終了したいと思い 

ますが、次回の会議はいつになりますか。 

事務局： ９月か 10月を予定しています。 

会 長： それでは、以上を持ちまして本日の岩倉市環境審議会を閉会いたしま 

す。 

長時間にわたり、審議を賜りありがとうございました。 

 


