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平成２８年度第３回岩倉市環境審議会会議録 

 

開催日時  平成 29年２月 13日（月）午前 9時 55分 ～午前 11時 20分 

開催場所  岩倉市役所 ７階 第３委員会室 

出席委員  ８名  

三浦光俊委員、木ノ本みゆき委員、赤堀昭二委員、山田幹夫委員、 

宮田正巳委員、奥田信夫委員、長谷川洋二委員、斎場栄委員 

欠席委員  ４名   

賀田野倫代委員、櫻井芳樹委員、長谷川博委員、小笠原三代子委員 

事 務 局  市長、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） 

 

会議内容 

１ あいさつ 

  ・市長あいさつ 

  ・山田会長あいさつ 

 

２ 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。 

    議題（１）審議事項の「保護樹の指定解除について」事務局から説明し

てください。 

 

    （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。 

委 員： 結果としてこうなる。制度として大木にもっていくのか、今のままだ 

    と木が大きくなったら伐採するということになる。以前、保護樹として 

将来的にどうもっていくのかという話があった。今の保護樹に網をかけ 

て、残すものは残し、お金を掛けて巨木・大木にしていく。それ以外は 

問題有であるのに、お金を掛けている。結局、それを切ることになり、 

お金を無駄にしており、悪い例の典型ではないか。こういうことがある 

から、一度仕切り直しをして、きちんとしたものを作っていくことが必 

要である。今後はこういうことを起こさないようにしていくということ 

で、今回のことはやむを得ないと思う。 

会 長： この保護樹はもう伐採してしまったのか。 
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都市整備課： 今までの審議会のあり方において、枯れてしまっている木で、す

ぐにでも処理が必要なものについては、伐採した後での報告というの

もやむを得ないものとして、判断させていただいていました。今回、

都市整備課から相談があった際には、予防的な措置を踏まえての申請

であるということであるため、伐採については事前に行うのではなく、

審議会の決定を待ってから行うということで、申請させていただきま

した。 

会 長: 伐採するにあたっては、行政の方から指導はされるのか、それとも所有

者にお任せなのか。 

都市整備課： 所有者の方にお任せになります。 

委 員： 補足としてお聞きしたい。以前、都市整備課から保護樹の制度をこう 

やって行きたいという話があったが、現状はどうなっているのか。将来 

伐ってしまう木に対しても、補助金を出し続けていくのか、厳しいよう 

だが、巨木として残していく木以外には、補助はやめるのか、そういっ 

た制度の変更について、どのようにしていくつもりなのか、お聞きした 

い。 

都市整備課： これは報告事項のところで、説明をさせていただく予定でしたが、 

      まずは制度を平成２８年度に変えさせていただきました。剪定も補助 

金の枠を拡大して、今迄みたいに、ただ単に報奨金としてお支払いす 

るのではなく、市としても保護樹を所有者の方といっしょに守ってい 

こうという制度を構築させていただきました。お陰様で剪定の申請も 

かなりの件数がありました。そういった中で、今年、剪定の補助から 

外れた人についても、来年は優先的に補助していくことや、その他の 

人についても、優先順位を付けて補助をしていきます。所有者の方に 

は、市が剪定の補助を拡大することと保険を付けるということを周知 

します。その上で、市としてもいっしょに保護樹を守っていくという 

姿勢をお見せして、所有者の方にもそういう気持ちを持っていただく 

ことにより、立派な木がきちんと管理されていないために、最後に伐 

られるというところまでいかない段階で、やめていくということを行 

政として目を光らせていく必要があると考えています。また、報告事 

項の方で説明させていただきますが、保護樹に指定された中の９本を 

特別保護樹として、今後、巨木・銘木という形で指定することを検討 

しており、所有者の方にも一定の了解を得ました。２９年度以降指定 

していく９本については、もう少し補助を拡充することなどをしなが 

ら、市のシンボルにしていき、保護樹全体のレベルアップといいます 

か保護樹に対する意識を持っていただき、木が大きくなり越境したか 

らすぐに伐るということを予防していきたいと考えています。 

会 長： ただいま事務局から説明がありました。保護樹を伐ることになるまで 
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の過程が大事であると思います。この木は伐られてしまうわけですよね。 

都市整備課： この木は城址にありまして、もともと２本あったものが、１本は 

数年前に倒木の恐れがあったため、伐っています。今回の木は南側 

に傾いているということがあり、近所にお住まいの方から、常に電 

線に引っかかるので、何とかして欲しいという苦情が入っていまし 

た。一昨年、下本町区の方が、自前で剪定をされていたのですが、 

結局また伸びてしまって、もう手に負えないということでありまし 

た。また、剪定補助の申請ということもありましたが、予算も使い 

切ってしまっていたので、来年度は予算も倍増しているので、そち 

らで対応してほしいとお願いしたが、待っていられないということ 

で、伐採に至ったということです。市としても、城址にあるので、 

なんとか残せないかと生涯学習課の補助など、いろいろな方法を検 

討しましたが、市がお金を出せる方策がなかったということであり、 

所有者の方も来年までは待てないということでありましたので、今 

回の解除申請になったということです。 

会 長： 他にございませんか。 

なければ、議題（１）審議事項の「保護樹の指定解除について」を承認 

としてよろしいでしょうか。 

 

     （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の「保護樹の状況について」を事務局から 

説明してください。 

 

 （都市整備課から、別紙資料２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： 新たな協定書をもう一度結ぶという説明があったが、所有者が代替わ 

りしたり高齢になったりして、名義は親かお祖父さんであっても、実際 

は次の世代が管理していると思う。若い管理者は協定書とかは知らずに、 

仕方なく管理している人が多いのではないか。そういう人達は剪定の助 

成金の存在を知らないのではないか。保護樹があるということは、プラ 

イドもあると思うし、市が守っていくだけではなく、管理者も守ってい 

くという意識が必要だと思う。剪定の助成金はこういうもので、こうい 

う時に使ってくださいといった周知が必要なのではないか。こういった 

助成金について、どのくらい周知出来ているのかお聞きしたい。 
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都市整備課： 協定書を結び直したことにつきましては、報奨金の金額を今年か 

ら変えたことによるものです。もともと協定書に金額が記載されてい 

たものですから、その金額を変更しなくてはならないということで、 

すべての管理者の方と協定書を結び直させていただきました。その際 

には、委員からのご指摘のありました剪定の補助のことや、保護樹を 

市と一緒に守っていきましょうということは、お話させていただきま 

した。剪定の補助については、事前に周知させていただいていました 

が、年度はじめに決まった関係で、期限をおいて区切って申請を受け 

たため、今回の解除申請については間に合わず、他にも受け付けなか 

った申請がありました。氏子総代さんが管理者になっているところは、 

引継ぎなどで難しい面もありますが、市としても引き続き周知に努め 

たいと考えています。 

委 員： 市の方からの前向きな姿勢というのは、とても大事だと思うので、よ 

ろしくお願いしたい。 

委 員： 予算の取り方がよく分からないのだが。特別保護樹はほとんどクスノ 

キだと思う。剪定は業者がやると思うが、ほとんどお宮さんの木で、１ 

本の単価の入札でどういう発注になるのか。この９本以外にも保護樹は 

あるし、予算が５０万円近くでは９本でもすべてが出来ないと思う。こ 

ちらの判断でローテーションを組むのか、５年に１回やるのがいいのか、 

それらを踏まえて予算を組む必要がある。特別保護樹の９本とそれ以外 

の予備軍と、指定解除をするものをリストアップして、仕分けとローテ 

ーションを作っていかないと、予算を取りにくいのではないか。また、 

議員はそこまで細かいことは分からないと思うので、市の方で（案）を 

お示しして、予算を取っていかないといけないと思う。クスノキは毎年 

やらなくてもいいと思う。３年に１度でうまく回せればいいのではない 

か。取りあえず、９本はこのように位置付けするということだね。 

会 長： 基本は樹木を残すことだと思うし、無い予算でうまく回していくこと 

が重要だと思う。 

都市整備課： 事務局として歩みが遅くて申し訳ないのですが、市も所有者も専

門家ではないため、予算の制限もありますが、樹木医の診断（市が制

度として持っている）を活用していくなど、樹木医や造園業者と所有

者が一体となって、いつ剪定するのがいいのかといったプログラムを

持つようにしないといけないと考えている。このように特別保護樹の

９本は今後どういう形で守っていけるのか、方策を検討していきます。

その他の樹木についても、特別保護樹候補として段階的に取り組んで

いく必要があるので、所有者の方といっしょにどうしていくのか検討

したいと考えています。今後もご意見を賜りますようよろしくお願い

します。 
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会 長： 地球温暖化にも関係してくるので、残せるものは残していきたいと思 

うし、一歩前進したのではないかと思う。 

     他にありませんか、無ければ報告事項①の「保護樹の状況について」 

は、終了したいと思います。 

続きまして、報告事項②の「岩倉市のごみ収集量と資源回収量の状況 

について」を事務局から説明してください。 

     （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： 資源回収量の精査により平成２７年度から増加に転じたとあるが、そ 

れまでは精査されていなかったので、減っているように見えたけど、実 

際は増えていたということか。 

事務局： 全体的にはスーパーなどで自主回収していることもあり、減ってきて 

いると思いますが、増加の原因は資源回収団体の報告によると思います。 

資源回収団体の報告については、単価が５円未満のものを５円になるよ 

うに、差額分を助成しています。近年は、資源価格が上がっており、単 

価が５円以上になることが多く、そういった場合は補助申請が出されな 

いので、その分の資源回収量が分かりませんでした。平成２７年度から 

は、５円未満の場合でも報告をしてもらうようになったため、その分、 

資源回収量が増えたのではないかと考えています。 

委 員： 実際には減っているのか。 

事務局： 減っていると思います。活字離れやペーパーレス化で新聞を取らなく 

なったことや、新聞を取っている家庭でも、分別に出さず道路沿いに出 

して業者が回収するという例もあります。そうしたことから、実際に減 

っている量よりも、市が把握している量はもっと減っています。資源回 

収団体の報告については、市で把握できるのに隠れていた部分を、きち 

んと洗い出したものです。市民の減量化の意識が低下したから、量が減 

ったとは考えていません。道路沿いの資源回収場所やスーパーでの回収 

について把握できれば、実際に市民が出している量に近づけるのではな 

いか、という指摘もいただいています。今年度、民間で把握している量 

を報告していただくことになっているので、これから年度末にかけて回 

収量が分かってくると思います。実際に減っているか、どうかというこ 

とについては、紙離れとしては減っている部分はあります。また、資源 

回収団体の報告のように精査することや、民間業者からの報告のことな 

ど、トータル的に捉えていただきたいと考えていますので、よろしくお 

願いします。 

会 長： 他にありませんか、無ければ報告事項②の「岩倉市のごみ収集量と資 
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源回収量の状況について」終了したいと思います。続きまして、報告事 

項③の「五条川自然再生整備等基本計画の進捗状況について」を事務局 

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： 審議会の委員だから、こういう資料が出るが、この内容に関わる団体 

には、この報告は出ない。市の行政中の推進会議と捉えるのか、出席者 

として９名が書いてあるが、メンバーの名前が出ていない、出すと語弊 

があるのか。なぜかというと、異動の問題がある。計画は１５年である 

が、その中でやり取りをしていくことになる。現場団体とのやり取りが、 

今の推進会議の図式には無い。方向性はお互いに意見交換があってやっ 

ていくものではないか。行政だけではやれないし、現場のいろいろな問 

題が解決しない。予算も必要になってくる。五条川は一級河川だから、 

県も絡んでくるし、特にハードは予算がつかないと動けない。そういう 

こともあるので、１５年で５年ごとに大会議をやるとしても、その前段 

階で、いろいろな問題が解決していないといけないのではないか。会議 

で文句ばかり出てもいけない。推進会議とうたっている以上は、そうい 

う内容に相応しいものを作っていく、という前提がないと行き詰ってし 

まう。名前を出して異動したら分かるようにしないと、ある意味無責任 

だと思う。資料を出せばいいという、行政的な姿勢に異議があると言い 

たい。大事な桜についても、一言も出ていない。ということは１年間何 

もないということだ。ほとんど水辺を守る会のことが書いてある、水辺 

を守る会としては感謝している。だけど他の団体は何も上がってこない 

のではないかと思う。名前を出すのに抵抗があれば、課だけでも出して 

欲しいし、環境保全課などは堂々と名前が出てしかるべきだと思う。 

事務局： 委員の名前を出すのは、まったく問題がありません。委員が心配され 

ている、異動によりきちんと後任に引き継がれないのではないかという 

ことについては、環境については環境保全課長、五条川のハード部分は 

都市整備課長、環境教育については学校教育課長と、それぞれ施策を管 

理している課のトップを当て職としています。そのため、もし異動があ 

っても、引き継がれていきますので、大丈夫かと思います。 

     また、市民部長が座長となっていますので、異動があった場合はしっ 

かり対応していきます。 

委 員： 年に１回か２回の資料ならば、大事に扱わなくてはいけない。現場も 

あるし、行政の立ち位置もあるし、県への要望もある。その辺りをオー 
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プンにしていかないと、何かやっているということだけでは失礼だと思 

う。現場はお金もかかるし、大変な苦労を抱えているところもある。組 

織のトップから担当まで、きちんと意志の疎通が出来ていればいいが、 

そうだとしても現場ではいろいろな問題が出て来る。そういう時に、い 

いように回っていくようにしなくてはいけない。この資料１枚で済まさ 

れないことが多くあるということである。出さなければいけないものと、 

出さなくてもいいものとがあると思うが、その辺りを大事に扱っていか 

なくてはいけない。そうしないと、１５年経ってもあまり変わらないこ 

とになってしまう。 

事務局： ご意見ありがとうございました。桜のことを触れていないということ 

については、資料の説明でもありましたが、重点的に動いている施策を 

載せているということであり、普段からやっていることについては、敢 

えて載せていないということです。そういうことですので、桜について 

何もやっていなかったということではないので、補足として説明させて 

いただきました。 

委 員： 予算がつけばどんどん出すが、予算がつかなかったからさらっと出し 

たという文章であれば、それは何なのということだ。来年度予算がつい 

たから出せますというのなら、どんどん出さなくてはいけないし、予算 

がつかなかったから検討しますでは、そんなことでいいのかということ 

だ。それが推進計画なら、それに相応しいものになって来なくてはいけ 

ない。それでないと、ただ会議をやりましたで終わりになってしまう。 

そういうものではないだろうという部分で、捉えている訳である。 

事務局： 予算がついたという部分でいえば、いきものマップの作製を行う予定 

であります。また、予算がついていないことについても、水辺を守る会 

さんとご協力させていただいています、魚釣りルールの検討であるとか、 

出来るところは予算に関係なくやっています。当然この推進会議が机上 

のものではないという努力はさせていただいていますので、よろしくお 

願いします。 

会 長： この推進会議は、来年度はいつ頃開催する予定か。 

事務局： 今年度と同じ時期に開催予定です。 

会 長： 他にございませんか。なければ、次に、議題（３）のその他について、 

事務局からお願いします。 

事務局： ２点、お願いします 

平成 28 年 9 月 26 日に開催された環境審議会において、質問のありま 

した「青色防犯灯が白色防犯灯に変わった経緯など」について、報告し 

ます。 

 青色防犯灯については、平成２０年１１月に岩倉駅東側の自転車駐車 

場（朴の木マンションの前）に２基、平成２１年７月にアピタ東側の線 
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路沿いの自転車駐車場に１３基を試験的に設置しました。その後、数年 

間自転車駐車場における自転車盗難の発生件数の比較を行いましたが、 

著しく発生件数が減少したとは認められませんでした。また、利用者か 

らも白色に比べ照度が落ちたことにより、手元が暗い、鍵穴が見えにく 

いなどの意見もありました。平成２５年に岩倉駅東側自転車駐車場防犯 

灯を、ＬＥＤ灯具設置に併せ白色に変更しました。また、アピタ東側自 

転車駐車場につきましても、平成２６年度に実施した市内一斉の防犯灯 

ＬＥＤ化時に、示されたＬＥＤ照明技術基準により、照明器具は白色光 

源とすることとされていたため、それに合せこちらも白色に変更しまし 

た。説明は以上になります。 

会 長： 説明が終わりました。委員の皆様よろしかったでしょうか。 

    ようするに、それほど効果がなく明るさを元に戻したということでしょ 

うか。 

事務局： 地球温暖化対策にもなるため、防犯灯を LED 化するときに、照明の基 

準で照度の確保のため、白色にしなければいけないということがあり、 

市内の防犯灯を一斉に変えるときに白色で統一させていただいたという 

ことです。 

委 員： 費用対効果がどうなのかということだと思う。こういう理由でこうい 

うことになったと説明が出来ればいいのではないか。 

事務局： 青色に変えたのに、あまり効果が期待できなかったので、白色に戻し 

たということであり、費用対効果に関しては、LED 化による電気使用量 

の削減と二酸化炭素削減の効果を選択させていただいたことになります。 

会 長： 他にございませんか。 

なければ、事務局からもう１点目をお願いします。 

事務局： 前回の環境審議会において、「耕作放棄地への課税強化」について報告 

しましたが、商工農政課にて取り組みに動きがありましたので、報告い 

たします。 

 

 （事務局から、資料により説明） 

 

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： 耕作放棄地については、市で横断型に対策の条例を作ったらどうかと 

提案してきたが、国の方がスピード感があってこういうことを出して来 

ている。私は農事組合長もやっており、資料があるので分かるのだが、 

説明にあったとおりであり、市の税務の方でも動いているみたいである。 

農事組合で情報をつかみ、なんとか耕作できる農地に変えていくんだと 

いうように、実際に動いていることもあるので、事務局に掛け合い、こ 
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の場で情報提供をしてもらった次第である。 

会 長： 他にありませんか。なければ「耕作放棄地への課税強化」についての 

報告は終了させていただきます。 

 他には委員の皆様から何かありますでしょうか。 

 事務局からは何かありますか、なければ次回の審議会の予定はいつに 

なりますか。 

事務局： ６月の開催を予定しています。 

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。 


