
 

 

別記様式                                     

議  事  録 

会議の名称 第３回岩倉市環境基本計画検討委員会 議事録 

開催日時 令和４年９月９日（金）午後 02時 00分から 04時 00分まで 

開催場所 岩倉市役所７階 大会議室 

出席者 

(欠席委員・説明者) 

出席委員：千頭委員長、長谷川副委員長、前田委員、山内委

員、新関委員、丹羽委員、鬼頭委員、吉田委員、相

原委員、長瀬委員、平野委員 

事 務 局：片岡建設部長、隅田環境保全課長、竹安主幹 

黒田統括主査、横井主任 

加藤（地域問題研究所） 

欠席委員：渡辺委員、林委員、佐賀委員 

会議の議題 （１）市長と企業との意見交換会について【報告】 

（２）単位施策の成果指標の達成状況について【報告】 

（３）第２次環境基本計画の枠組み（骨子案）について【審議

事項】 

〇計画の枠組みについて 

〇基本理念について 

〇基本方針案について 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

記載内容の確認方法 ■会議の会長の確認を得ている 

□出席した委員全員の確認を得ている 

□その他（                ） 

会議に提出された資

料の名

称 

資料１：岩倉市環境基本計画検討委員会委員名簿 

資料２：市長と企業との意見交換会についての報告 

資料３：環境基本計画基本方針「単位施策の成果指標」 

資料４：第２次環境基本計画の枠組み（骨子案） 

資料５：基本理念（現行計画） 

資料６：第５章 施策の展開 基本方針１～基本方針４（案） 

資料７：地方公共団体における 2050年二酸化炭素排出実質ゼロ

表明 

公開・非公開の別 ■公開  □非公開 

傍聴者数 － 

その他の事項  

 

 

  



 

 

審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議題 

（１）市長と企業との意見交換会について【報告】 

事務局から資料２に基づいて説明した後、委員による意見交換を行った。 

委員長  意見交換会に出席された事業所について、何かご意見はありますか。 

委員  出席した担当から話を聞きました。このような機会があることで事業所同士の連

携が図ることができます。今後どのようにコーディネートしていくかが重要だと思

います。 

委員  同じく（委員の事業者から意見交換会に出席した）担当からの話ですが、やはり

このような市長と企業の代表者が意見交換できる場が大切だと思います。今後の活

動に活かしたいと思います。 

委員長  ありがとうございました。私もこの意見交換会に出席して事例紹介を聞きまし

た。従来廃棄するものであった卵の殻がガラスの材料として活用できることにな

り、コストカットが可能になりました。一方、ガラスの精製に必要な石灰石を遠方

から仕入れる必要がなくなり、輸送にかかる CO2排出量の削減につながりました。

両社 win-winの関係になる非常に良い取組だと思います。 

 意見交換会については、このような機会を今後も継続していけるとよいと思いま

す。 

 

（２）単位施策の成果指標の達成状況について【報告】 

事務局から資料３に基づいて説明した後、委員による議論を行った。 

委員  ごみの資源化率が目標値に達するどころか年々減少していますが、どのように捉

えるべきでしょうか。 

事務局  この 10 年間で社会情勢が変わったということが大きな要因だと考えています。

さまざまな場所でさまざまな業者がペットボトルや缶、トレー、段ボール、古着な

どを回収しています。これらに資源ごみが流れている現状があります。その結果、

市が回収する量が減っていることについては問題視しておりません。ただ、このよ

うな現状を受けて、次期計画の指標として「ごみの資源化率」を採用するかどうか

は検討が必要だと感じています。 

委員長  新聞紙なども新聞社が直接回収するようになったこともあって、影響しているか

もしれませんね。ほかはいかがですか。 

委員  資源ごみの回収をはじめ、いろいろな場面で区の役員や係の人たちが関わってい

ます。そこにはさまざまな思いやモチベーションがあるはずですが、こうして数字

を並べて推移を見るだけでよいのかという疑問があります。 



 

 

事務局  おっしゃるとおりだと思います。数値だけでなく何らかの目標があって、それに

向けて取り組んでいくという形にできるとよりよくなると思います。 

  また、10年という長い期間にずっと同じ指標を掲げることになるので、なるべく

普遍的な指標を採用したいと考えています。 

委員  ごみの資源化率でいうと「率」という概念が分かりにくくさせていると思います。

例えば、「資源化できるごみをどれだけ集めたか」という指標であれば分かりやすい

と思います。 

事務局  大変参考になります。ありがとうございます。 

委員長  資源化率はごみの減量には直結しない指標かもしれませんね。ほかはいかがでし

ょうか。 

委員  都市公園の目標値 90に対して現況は 86となっています。残りの 4カ所について

すでに計画があるのでしょうか。また、どのような土地を選定するのでしょうか。 

事務局  直近の経緯としては、平成 27 年に石仏町の高架下に御山寺公園ができました。

次に令和元年から２年にかけて八剱町の旧給食センター跡地に夢さくら公園がで

きました。今後の展開については把握していないので、担当部局に確認しておきま

す。 

委員長  都市公園「等」としているのがポイントだと思います。土地を買収して整備する

ようなまさしく都市公園だけでなく、いろいろな形のものを含めて計上しているの

ではないでしょうか。 

事務局  そのとおりです。自然生態園や市民農園、休憩所などさまざまな形態のものを含

めて現況の 86であり、目標値の 90となっています。 

委員長  ほかはよろしいですか。委員より「指標は絶対的ではない」という趣旨のご指摘

をいただきましたが、それでもやはり指標は必要でしょうから、どのような指標に

すべきかはまた検討していきましょう。 

 

（３）第２次環境基本計画の枠組み（骨子案）について【審議事項】 

事務局から資料４及び資料５に基づいて説明した後、委員による議論を行った。 

委員長  ありがとうございました。少しずつ区切って議論していきたいと思います。 

 まずは、基本理念の「五条川の恵み 未来へつなぐ 人と環境」についてです。10

年前にも「五条川だけじゃないよね」という議論がありました。ただ、五条川は岩

倉市民にとってまさに共通のシンボルでもありますので、五条川という言葉で岩倉

全体の環境を代表させようという意図があります。 

 基本理念は受け継ぐということで、皆様方いかがでしょう。頷いていらっしゃる

人が多いようですが、もし何かあればお願いします。 

委員  五条川は岩倉市の環境にとって非常に重要な存在です。五条川に焦点をあててい

くことはもともと市が行ってきたことであり、それを継続していくことはよいこと

だと思います。 



 

 

委員  私も岩倉の環境というと、やはり五条川という印象が強いので、「五条川の恵み」

ということでいいと思います。 

委員長 ありがとうございます。ほかもし異論がなければ、基本理念は、現在のものを継

続するという方針としましょう。 

 それでは、次に基本方針について議論していきます。まずは「脱炭素社会づくり」

について、いかがですか。 

委員 総論的な観点が大きく、岩倉市の独自性が見えにくくなっていると感じます。例

えば、「桜をまもるための温暖化の防止」など、スローガンのようなものがあると市

民は受け入れやすいのではないかと思います。 

委員長 表現の仕方についての意見ですね。先ほどの事務局からの説明にあったように、

地球温暖化対策については第４章で目標値を設定するなど具体的な記述を別です

ることになっています。事務局の意見をお願いします。 

事務局 委員長のおっしゃるとおり、第４章で具体的な目標数値を掲げていくことになり

ます。国が 2030 年までに 46％または 50％の CO2 削減目標を掲げており、さらに

2050 年のゼロカーボンに向けて進んでいくという大きな方針も立てています。        

岩倉市としても、次期計画が 2032年までの期間となり、一つの基準である 2030年

を越えた計画ということになります。そこで数値的な目標を掲げるとなると、国の

目標に沿ったものを立てなければいけないだろうと考えているところです。 

それを実現するために基本施策、単位施策についてどのように表現していくかと

いうことが非常に悩ましいところです。ご存じのとおり、岩倉市は住宅型の都市で

あって、産業分野に関して一様に働きかけるというのはなかなか難しいという現状

があります。 

そこで、「マルチパートナーシップ」という言葉にも集約されておりますけれど

も、市民の方々に岩倉市の環境の現状だとか、今後どのような選択肢を持たなけれ

ばいけないのかということをいかに効果的にお知らせできるかといったことが非

常に大きなポイントになると考えています。 

ですので、単位施策においては、国の政策を意識した形で事業者に対してのアプ

ローチを前に出しておりますが、この両輪でもって脱炭素型社会の指標や方針につ

いて掲げていくことを念頭に置いていく必要があります。 

委員長 そうですね。ここでは３ページの下、③のところで岩倉市を構成している代表的

な企業数社に先進企業になってもらうという話があります。 

一方で、一般家庭の取組は特に明記されていないように見受けられます。環境学

習などは別の章で出てくるということですが、他市ではいわゆるエコファミリーの

ような、市民から手を挙げてもらって「我が家はこれだけ頑張ったから CO2を２割

削減している」というような取組がありますが。 

事務局 個別の事業についてはまだ具体化できていない部分があります。おっしゃるとお

り、環境への関心の高い市民や市民活動団体の皆さんに声がけをして、環境に関す



 

 

る活動や研究をしていただいて、それを発表してもらう機会を設けるなど、そうい

ったことを事務局で検討したいと思います。 

事務局 実は、岩倉市から排出されている CO2等の排出量は正確には把握できない状況が

あります。民生部門や産業部門でいくら排出したといった数字は出ていますが、こ

れは結局、愛知県全体の排出量を各市町村で按分しているものです。 

そこで、岩倉市の指標として、すべての企業は無理だとしても、先進企業がどれ

だけ CO2等の削減を頑張っているのかというものを数値化してもらい、一つの指標

にしてはどうかと考えました。 

それと併せて、例えば市民の皆さんに環境モニターのようなものをお願いして、

季節ごとにいろいろな環境の取組を定めて、「何をどの程度取り組みましたか？」と

いうものを１つの指標にして測っていくのも面白いと思います。 

実際に岩倉市では、「岩倉版クールチョイス」として、県が実施しているクールチ

ョイスの中でも幾つかピックアップして、その取組状況を報告してくれた市民に粗

品を贈呈するといった事業を行っています。 

また、若い世代の人にも環境問題に対して取り組んでほしいという思いがありま

すが、そのためには「CO2 排出量の削減」だけでは惹かれないのではないかという

不安もあります。「スポごみ」などの方がハードルは低いのではないか、そのあたり

のご意見を委員さんからいただければと思います。 

委員 そもそも環境活動に触れる機会と、その情報がもっとほしいと感じています。「い

わくら市民ふれ愛まつり」の「環境フェア」など、大きな行事は知ることができま

すが、そのほかにどのような機会があって、誰が参加できるなどの情報が足りない

ので、もっと大々的に宣伝してほしいと思います。 

事務局 そうですね。若い世代の人たちにまちづくりや環境づくりに参加してもらうとい

うことは容易ではありません。一方で、エシカル思考はかなり強くて、環境に対す

る問題意識は高いとも感じます。 

若い世代の人たちが何か心に刺さるような取組といったらどういうものがあり

ますか。また、環境問題の入り口として、地球温暖化なのか廃棄物なのか、それと

も環境美化なのか、あるいは生物多様性なのか、何を切り口とするのがよいと思い

ますか。 

委員 やはり、よく耳にするＳＤＧｓなどは一番興味を持ちやすいかなと思います。 

今はＳＤＧｓなんてどこに行っても聞く言葉なので、そこから入ってかつ岩倉市

らしい何かを少しずつ頭に刷り込んでもらえた方が、「あ、こんなのあったな」と受

け入れられやすいのではないかと思います。 

何かあまり具体的にごみがどうだとか、環境がどうだとかいうことからアプロー

チされるよりも断然入りやすいです。大きな枠からの方がイメージを持ちやすいか

もしれません。 

事務局 やはりイメージが大切ということですね。ありがとうございます。 



 

 

委員長 今、私たち大学教授と地元のケーブルテレビとでＳＤＧｓの番組を５つ同時並行

で取り組んでいますが、その一つは、サスティナブル・ファッションショーをやろ

うとなっています。学生がお爺ちゃんお婆ちゃん、お父さんお母さんの服をうまく

着こなして、それでファッションショーを開催する。それを番組にしてもらうとい

うのを準備しています。いろいろ可能性はあるかもしれませんね。 

では時間の都合もあるので、次へ進みます。 

 基本方針の２「循環型社会づくり」についていかがでしょうか。 

委員 食品ロスの問題がとても気になります。学校の給食も廃棄が増えていると聞きま

した。 

委員長 コロナで増えたと言われていますね。 

委員 これを少しでも減らしていくということを今後 10 年の目標としてもよいのでは

ないでしょうか。市民もついてこられると思います。さらにポイントや特典がつく

となお良いと思います。 

委員長 ありがとうございます。ほかはいかがですか。 

委員 ごみの量が増えたと感じます。自分の家庭でも、地域の分別収集でも、以前と比

較して特に生ごみが増えたと感じます。 

委員 私はプラスチック製容器包装資源ごみが増えたと感じます。なんでもかんでもプ

ラスチックで包装したり、余分にビニール袋が使われたりといったことを感じてい

ます。 

事務局 いろいろとご意見をいただきありがとうございます。 

生活の消費行動を変えるというのは難しいと感じています。その中で、例えば生

ごみについて、食べ残しを無くす、水分を切って捨てる、そもそも捨てる量を減ら

すといったことを徹底すれば可燃ごみは減らすことができます。まずは、これらの

ことを市民の皆さんへ発信することが我々の仕事であると思います。 

プラスチック製容器包装資源ごみについては、実は、ごみではなく資源という位

置づけで、収集したものを再利用しています。 

ただ、特にコロナ禍の中で、自宅で食事する機会が増えたことでプラスチックご

みが非常に増えたことは事実です。こういったものについても、できるだけ「過剰

包装ではないものを選んでください」といったことはどんどんＰＲしていきたいと

思います。 

また、事業系廃棄物についても、飲食店や小売店に働きかけをして、食品ロスを

減らすといった切り口で施策展開をしていければと思っています。 

副委員長 生ごみの水分量が多いというのは、どこの市町村も同じだそうです。長久手市で

は、まず家庭で水を切ってもらうための紙を皆さんに配布した経緯があります。 

市民の立場に立つと、ごみについての概念だけを伝えても具体的な取組は進まな

いと思います。何か「これを使ってください」というものを用意して後押しすると

いうようなことをこのプロジェクトに入れると面白いのではと思います。 



 

 

また、食品残渣について、名古屋市では「おかえりやさい」といって、小売店が

出した残渣を肥料に変えて、それで野菜を育てて、自分の店に戻してもらうという

プロジェクトを過去にしたことがあります。こういう見える化を積極的にサポート

するとよいのではと思います。 

学校給食においても、自分たちが食べ残した、つまり捨てられるものがどれほど

かというのは、おそらく子どもたちは意識していません。学校教育の一環としてそ

れをきちんと見せてあげたり、埋めて土に戻したりできる仕組みができるとよいと

思います。コンポストは少し古いです。もう少し新しいやり方もいろいろ出てきて

いますので、そうしたところをサポートして連携できるとよいのではないかなと思

います。 

事務局 ありがとうございます。呼びかけるだけではなかなか進まないので、目に見える

分かりやすい取組があれば、ぜひ取り入れていきたいと思います。食品残渣の対策

についても、堆肥化のほかにもバイオマスに利用するなどいろいろ方法はあるの

で、岩倉市にとって何が最適であるか研究を続けます。 

委員長 それでは、次に「自然共生社会づくり」についてご意見をお願いします。 

副委員長 まず、表記の訂正ですが、「多自然型川づくり」の「型」は不要です。 

次に、「生物多様性の理解促進」に関して、ＦＳＣのマークをついた商品を買うこ

と、それを推奨していくことが生物多様性になるということが、まだ浸透していま

せん。例えばエコ認証やオーガニックの認証などを推奨するというのも、ここに入

れていただくとよいのではと思います。市民がパワーを発揮できる場面の大きな一

つが買い物です。買い物のところで生物多様性を高める施策を小売店と一緒にやる

といったこともよいのではと思います。 

この計画案の一番の良さは、やはりマルチパートナーシップ事業です。オリジナ

リティーが高くてとても良いと思います。それを考えると、外来種バスターズのと

ころに、ぜひとも小中高生との連携と企業との連携を含めてほしいと思います。 

また、イベントを実施する場合は、「ここのエリアからはこの植物が何割減りまし

た」とか、「町内からこの外来種がゼロになった」とか、しっかりと見える化をして

いただきたいと思います。 

さらに、参加者に、市内のスーパーや喫茶店などで使用できる商品券を渡すなど、

何か良い取組をしたことが巡っていくとよいかと思います。協力してくれる企業と

も、互いに意識が高まっていくと思います。企業にスポンサーになってもらい、市

民が参加するという形ができれば、Win-Winで回っていくのかなと思います。 

次に、国が進める生物多様性の取組としてＯＥＣＭ（保護地域以外で生物多様性

保全に資する地域）というものがあります。さらにその目標として 30by30（2030年

までに陸と海の 30％の保全を達成する）ということが掲げられており、これは私た

ち全員が取り組んでいかなければなりません。 



 

 

そこで、岩倉市でも市民の皆さんの力を合わせて、岩倉市独自の 30by30 を目指

すということが書かれるとよいかと思います。また、国は、企業の意識を育成して

いこうとも考えています。このエリアからＯＥＣＭの認定を受けることがあればよ

いと思いますし、市民レベルでも 30％岩倉市で保全できている状態をつくっていた

だきたいと思うので、ぜひ、ここに一行入れて、新しい項目を入れていただけると

いいなと思います。 

最後に全体に関することとして、ＳＤＧｓのマークを列記してほしいと思いま

す。全部につけていただくことで、何が足りないだろうかとかが見えてきます。岩

倉市の環境基本計画ではすべてのＳＤＧｓの番号が関わるようにしたいと思うの

で、ぜひ、次回までに入れていただけるとありがたいと思います。 

委員長 ありがとうございます。ただいま、ＯＥＣＭが話題に上がりました。これに直結

するわけではないですが、岩倉市は農地がまだまだたくさんあるというのが大きな

特徴だと思うのですが。何か農地を基本方針３の中で位置づけることはできないか

なと思います。 

農地ももちろん緑の部分でもありますし、もっと踏み込んで言えばいろいろな生

物の住処でもあります。何か農業界に関することも、ぜひとも入れることができる

といいですよね。 

事務局 農地については、当初は施策に盛り込む想定でいました。しかし、相当以前から

開発を進める方針であったことや、農業者自身も経営がなかなか成り立たないとい

う背景があって悩ましいところです。 

岩倉市には、自然生態園という素晴らしいビオトープがあり、周辺の農地などの

自然と一体として保全していかなければならないというテーマもあります。あらた

めて検討したいと思います。 

事務局 併せて言いますと、開発と並行して一定の緑地を保全する努力はしています。調

整区域内で緑化を保ち、育てていこうと考えています。開発地域と自然生態園が同

じ南部地域にあるので、その間を動植物が生息できる地域として保全していこうと

いう方向性を持っています。 

委員長 ほかはいかがですか。「１戸・１在来種」を育てようというものがありますが、動

物に対しても配慮できるとよいかなと思います。例えば、小鳥がついばむような実

がつく植物を植えようといったことを書くとよいと思います。 

それでは４つめの基本方針「「安全・安心・快適な生活環境づくり」です。公害な

どの苦情は実際にありますか。 

事務局 苦情は多く寄せられますが大半は、雑草や樹木、農地での野焼きです。市内の小

規模な工場の騒音等もありますが、いわゆる典型的な公害と呼ばれるような企業が

関連するものはそれほどないという状況です。 

委員長 それが岩倉市の特徴だと思います。市民として住民として捉えたときに、身近な

環境問題で気になることはありませんか。 



 

 

委員 私は特にありません。 

委員長 分かりました。それでは全体の構成を見ることとして、細かい部分は事務局と関

係部局で調整しながら精査してほしいと思いますが、大まかな構成としてはこの案

のとおりでよろしいですか。 

委員 はい。（反対なし） 

委員長 マルチパートナーシップ型事業というのが、今回の基本計画改正の凄く大きな目

玉になると思います。基本方針２については現時点で１つしか事業がありません。

もう一つ頑張って考えたいと思いますが、事務局はいかがですか。 

事務局 ごみに関するもので検討しているところですが、何かご意見をいただけるとあり

がたいです。 

委員長 必ずしも２つ以上の事業がないといけないということではありませんが、何かご

提案などはありませんか。 

事務局 では、マルチパートナーシップ事業に関連して、委員に確認したいことがありま

す。３ページの温暖化に関する事業の③です。温室効果ガス排出量削減先進企業の

設置について、実際に当該企業として関わっていただくことは可能かどうかをお教

えいただければと思います。もちろん、この場でそれを決定するということではな

く、実現可能性が高いかどうかを知りたいのです。場合によっては、修正や撤回も

考えなければいけませんので、ぜひご意見をいただきたいと思います。 

委員 CO2 排出量の削減については、計画と目標を立てて実績を測りながら取り組んで

います。ただ、得られた数値をどのように活用したらよいか非常に悩むところです。

また、協働する方法として、産業部門なのか民生部門なのか、どのように分類され

たうえで取り組むのか、その部分がよく分からないと感じています 

委員 弊社もＳＤＧｓを意識しながら、全国の工場全体で何％削減ということで CO2の

削減を目指しています。例えば、古くなった設備を更新することによって CO2を削

減していこうということを考えています。一方、民生部門とどのようにコラボレー

ションして何をやっていこうというところはなかなかアイデアとして浮かんでこ

ないという現状です。 

今年の４月から弊社で取り組んでいるのが、ガスボイラーに使用するガス自体を

ゼロカーボンのものを購入することで CO2排出量を削減するというものです。コス

トがかかる話ではありますが。 

こういった取り組みを、市民の皆さんに我々から発信する場がないので、「こんな

ことをやっていますよ」というのを、環境フェアなどで周知できるようになると、

我々としてもありがたいなと考えております。 

事務局 ありがとうございます。この脱炭素型社会のマルチパートナーシップの３番目と

いうのは非常に新しい考え方だと思っています。 

地球温暖化対策については正直なところ、やはり社会的インフラが変化しない

と、なかなか自社だけの努力でなんとかなるものではないという印象はあります。 



 

 

ですので、あくまでも各企業の現状がスタート地点からどれぐらい進捗したか、

どういう努力をしていらっしゃるかというものをお知らせいただいて、市が「地元

企業はこういった努力をしていますよ」といったことを公表してＰＲしていくとい

ったことが主軸になるのかなと考えています。 

実際に 2030 年、2050 年までの数字をどのように達成するかというものを研究す

るのではなくて、こういった努力を公表していってＰＲしていくということが中心

になるかと思います。 

また今後、いろいろ連携させていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

委員 県の立場からお話しします。企業への助言という事業を何年か続けていますが、

関わってくれる企業が少なくなってきているのが現状です。 

県としても企業に対して呼びかけているのですが、「いや、もううちはいいよ」と

いうところが大半になってきており、難しさを感じています。 

もう１点、企業に数値を出してもらうという事業についてですが、数字だけが表

に出てしまうと、市民からは「あそこの会社は CO2排出量が多い」というように見

えてしまう可能性があり、それを懸念するところではあります。 

この見せ方というのは凄く難しいと思うので、注意した方がいいかなと思ってい

ます。 

委員長 ありがとうございます。やはり数字を出すならば、市民側の取組も数値化して、

「これだけうちの電気の使用量や CO2発生量が減っていますよ」というものも併せ

て見せるようにした方がよいと思います。大手企業の数値だけを見せるというので

は、環境基本計画としては少し部分的になってしまうという気もします。 

経済的にもメリットがあって直結するものなので、これは企業と市民をセットで

考えるとよいかなと思います。 

事務局 おっしゃるとおり、「行政としての岩倉市」ではなくて「岩倉市に住んでいる方々

や岩倉市で事業活動を行っている方々がどれだけ頑張っているのか」というものを

見える化をしていく必要があるだろうと思います。 

先ほど話題に上がったように、モニター制度みたいな話とか、エコファミリーと

して登録してもらって、「岩倉の地球温暖化頑張り度」のようなものを年に１回ぐら

い公表していくとかが考えられます。 

③の事業についても、先進企業の設置というよりはむしろ、当初はインディケー

ト事業というニュアンスで CO2排出量をインディケートつまり指標化していきまし

ょうという意図がありました。 

いくつかの企業を取り上げて「そこではこれだけ頑張っているよ」という話を見

える化していくことで、産業部門の CO2の削減の頑張り度をお互いに讃え合うよう

なイメージです。それを市民でも、行政でも同様の形で見える化できれば面白いと

思います。全部は見えなくとも、一部はしっかり見える化できるでしょうし、それ



 

 

で社会気運を盛り上げていくということが大事だと思います。誰もが他人事ではな

く、自分事としてみんなで頑張っていこうということを数値で見える化できればと

思います。 

委員長 ありがとうございました。 

資料４の第４章、地球温暖化対策の話ですが、これはあまり議論するというより

は、「こういうふうに計算して積み上げました。報告書を設定しました」ということ

になるかもしれません。これは次回に時間をとって進めていただくような感じにな

りますか。 

事務局 ありがとうございます。第４章の部分、地球温暖化の区域施策編については、今

は愛知県の助言を受けているところなので、ある程度、事務局で作成したものを次

回の会議ぐらいにお示しできるかと思います。 

それと、資料７として用意しましたが、全国で 749の自治体が「2050年に CO2排

出量の実質ゼロ」を目指すということで「ゼロカーボンシティ宣言」をすでにして

います。愛知県内では 23 市町がもう宣言済となっており、半数に届こうかという

ところです。 

岩倉市も第２次環境基本計画の中に地球温暖化対策実行計画区域施策編を策定

するにあたって、このゼロカーボンシティ宣言をするかどうかについて、次回会議

でご意見をいただければと思っております。また、公共施設全体の再生可能エネル

ギーの導入やＬＥＤ照明化についても、次にご相談させていただきたいと思ってい

ます。 

委員長 ゼロカーボンシティはこの検討委員会で議論して「宣言しません」ということに

はならないのではないかと思います。これは明確にトップが意志決定をされるとい

う、トップダウンの話ではないかと思います。 

事務局 おっしゃるとおりです。お聞きしたいことは、検討委員会の委員の皆さんがゼロ

カーボンシティ宣言に対してどのような意見や考えを持っていらっしゃるかとい

うことです。それを市の意志決定の判断材料にしたいと思います。ここでの議論の

結果がそのまま宣言の有無につながるというわけではございませんが、よろしくお

願いします。 

委員長 分かりました。最後に何かございますか。 

副委員長 根底から覆すことになりかねませんが、第４章の地球温暖化対策のみを別で章立

てする意図がよく分かりません。それなら、生物多様性地域戦略も同様に章立てす

るべきだと思います。そうでないと、生物多様性だけが遅れていってしまう懸念が

あります。宿題ということで結構ですので、よろしくお願いします。 

委員長 形式と中身の話があって、形式でいえば、愛知県は環境基本計画の中の自然共生

に関わる柱をもって生物多様性地域戦略とみなすということを言っています。      

だから、形式的には基本方針３ということで、岩倉市としても位置づけたことにな

るとは思います。おそらくただいまの副委員長の意見は、そうであるなら基本方針



 

 

３は中身をもっと充実させるべきという指摘なのだと思います。もう少し力を入れ

て、次回に向けて検討していただければよいかと思います。それでよろしいですか。 

 

副委員長 はい、結構です。 

 

 

 

以上 

 

 

 


