
 

 

別記様式                                     

議  事  録 

会議の名称 第４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 11月 21日（月）午後２時から４時まで 

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、山内委員、新関委員、 

丹羽委員、相原委員、平野委員、前川委員、渡辺委員、 

佐賀委員 

事 務 局：片岡部長、隅田課長、竹安主幹、 

黒田統括主査、宇佐美主査 

加藤（地域問題研究所） 

欠席委員：長瀬委員、鬼頭委員、吉田委員、林委員 

 

会議の議題 （１）計画の策定状況について【第１章～第３章、第７章】 

（２）計画の骨子及び基本方針の修正について【第４章】 

（３）地球温暖化対策実行計画（区域施策編）案について【第５章】 

 

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：第２次岩倉市環境基本計画の枠組み（案）  

資料２：第２次岩倉市環境基本計画素案 

資料３：第４章施策の体系の比較 

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）計画の策定状況について【第１章～第３章、第７章】 

事務局から資料１、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  全体をご覧になっていただいて、何かご質問等があれば遠慮なくお出しくださ

い。いかがでしょうか。 

副委員長  資料２の５ページ以降、評点の算定方法の説明が必要だと思います。 

事務局  承知しました。算出方法について記載します。 

委員長  ほかはいかがですか。 

事務局  第４章部分の修正点については２つ目の議題として、第５章の地球温暖化対策

実行計画（区域施策編）については３つめの議題としてご審議いただくことにな

っていますので、ここでは、第７章についてご意見をいただければと思います。 

委員長  それでは、第７章「計画の推進に向けて」をご覧ください。 

 環境学習の場、進め方として、家庭、地域と学校と分けて書いてあります。54

ページに「学校における環境教育の推進」とありますが、学校では、生活科や総合

的な学習の一環、探求の時間の中で環境教育を行っているのですか。 

委員  小・中学校ともに、探求の時間を総合的な学習の時間に含めています。 

委員長  何か気づいた点があれば教えてください。 

委員  しっかりまとまっていると思います。また、文中にあるように地域で活動して

いる方々が実際に講師になって来ていただけると、より子どもたちにも実感を伴

って学びが深まるだろうなと感じました。 

委員長  ありがとうございました。ほかによろしいですか。 

 特にご意見がないようなので、次の議題に移ります。 

 

（２）計画の骨子及び基本方針の修正について【第４章】 

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。 

委員長  ご意見や質問はありますか。 

副委員長  愛知県との連携について取り上げるとよいと思います。 

 例えば、愛知県では企業に対して生物多様性認証をしていますが、あまり企業

の方々まで伝わっていません。こうした県の制度を市が働きかけることが大切だ

と思います。また、環境学習の講師と学校をマッチングする事業もあります。こ

のような県の制度を紹介するような施策展開も必要かと思います。それから、こ

の３月から県がサーキュラーエコノミーという事業を始めました。こうした県の

取組を市内の企業に紹介したり、ＮＰＯや学校が環境活動に取り組む際に必要な



 

 

資金を得るための基金を紹介したりするなど、マルチパートナーシップを促進す

るための手立てをあげておくとよいと思います。 

事務局  今のご助言は、例えば第７章の環境学習の推進の辺りに触れるといったことで

すか。 

副委員長  第７章でもよいですし、付録として掲載する方法も、計画書の構成を大きく変

えずに済むのでよいと思います。 

委員長  ありがとうございました。ほかはいかがですか。 

委員  第７章の「環境関連イベントの開催」に関連しますが、以前に愛知県の地球温

暖化対策関連のメンバーとして「あいちクールチョイス」という環境フェアに参

加しました。今回は、３年ぶりでしたが、身近な環境問題ということを知っても

らうことが目的で、子どもや親子連れ、年配の方たちもクイズなどを楽しみまし

た。少しでも貢献していけるのであれば、また参加したいと思っています。 

委員長  ありがとうございました。ほかはいかがですか。 

副委員長  「学校における環境教育の推進」について、高校生、大学生、短大生辺りの年代

層が抜けているように読み取れるので、その人たちが関わることができるような

キーワードを加えていただけると良いと思いました。それから、27ページの基本

方針１の３－③の「徒歩や自転車で生活できるまちづくり」ですが、「徒歩や自転

車で安全に生活できるまちづくり」の方が良いと思います。 

委員長  事務局で検討してみてください。 

 基本方針３の２－①ですが、「五条川」という文字がなくなって「水辺」となっ

ています。一方、３－③では「自然生態園」という固有名詞が採用されています。

五条川も自然生態園と同等以上に岩倉市にとって重要な自然資源ですが、このま

までよろしいですか。 

委員  桜の寿命のことを考えると、あまり五条川を強調しないという考え方もできる

かもしれません。 

委員  五条川は岩倉になくてはならない自然資源だと思います。市民団体としての活

動で五条川の護岸にパンジーを毎年植えていますが、体力的に作業が難しくなっ

てきています。市や若い人たちにも手伝ってもらい、一緒に花を植えることがで

きたらよいと思っています。 

委員長  事務局としては、緑の保全・創造も包含させるために基本方針３－２「自然と

共生した川づくり」を「自然との共生」に修正し、また、水辺は五条川に限らない

ので、「多自然型川づくり」と「五条川桜並木の保全」、「五条川沿いの散策環境」

の 3つの項目を包含させて「①水辺の環境整備と保全」としたということですね。 

事務局 もちろん「五条川」を外すということに対して大きな意図が働いたわけではあ

りません。五条川に限らない水辺全体を整備・保全するという意味合いから、現

行計画も参考にしつつ「五条川」という文字を外した経緯があります。33ページ

の＊には「五条川」という文字がたくさん出ているように、岩倉の水辺に関して



 

 

五条川を外して考えるということはあり得ませんので、例えば、この「水辺の」の

前に「五条川を始めとした」という文言を加えるなど、もう一度、事務局の中でも

考えたいと思います。 

委員長  なんとしても五条川という言葉を復活させるべきということではないですが、

ご検討ください。 

もう一点、マルチパートナーシップ型事業で、「外来生物バスターズ」がありま

すが、これは対象が特定外来生物だけではないという意味で、「特定」を外して「外

来生物バスターズ」にしたということですが、副委員長は何かご意見はあります

か。 

副委員長  問題ありません。外来種全体を対象とした方が市民意識も変わってくるからよ

いのではという気もしています。対象が広すぎるというならば、「侵略的外来生物

バスターズ」と変えるのもよいかもしれません。 

事務局 私たちが想定しているのは、「侵略的外来生物」ですが、副委員長がおっしゃっ

たように取り組みやすさという観点から「外来生物バスターズ」という名称にし

ました。 

委員長  分かりました。ほかにご意見はありませんか。 

おそらく、地球温暖化対策関連の方が企業にとっての関わりが深いでしょうか

ら、次の議題へ進みましょう。 

 

（３）地球温暖化対策実行計画（区域施策編）案について【第５章】 

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。 

委員長  44ページ辺りから具体的な施策や取組がかなり細かく書かれています。また、

「参考」となってはいますが、マルチパートナーシップ型事業もかなり詳細に書

かれています。詳細に書くのは良いと思いますが、なにかと財源的な裏付けはあ

るのかという指摘も受けやすいです。また、本計画の期間である 10年の間に国の

施策もかなり変わってくることが予想されるので、もう少し柔軟な解釈ができる

ような表現にとどめてもよいのではないかとも思います。 

事務局  ありがとうございます。おっしゃるとおり、議会の議決を得ないとなかなか進め

られないような内容も散見されますので、委員長のご指摘どおり、配慮した表現に

修正をかけたいと思います。 

委員長  自動車についてもハイブリッドカーに対する評価が変わってきているなど、この

数年で国の考え方や制度が劇的に変わる可能性はありますね 

43 ページに削減目標がありますが、実際の数値を積み上げてマイナス 46％にな

ると算定したわけはなく、国が掲げている削減目標に合わせているので、誤解を招

かないよう解説を付記する必要があろうかと思います。 

事務局 承知しました。対応します。 



 

 

委員長 企業の立場に立つと、企業全体として温室効果ガス削減 46％をできる限り目指し

て、2050年にはカーボンゼロを目標にしているわけですが、「2030年までに何がで

きるか」というのは、企業にとってはなかなか明言しづらいのではないでしょうか。 

委員 そうですね。できる限り協力できる部分は、数値などを出して目標にしたいです

が、企業としてどれだけできるかというところに対しては、なかなか言いづらい面

があるのが実態です。 

委員 私のところも今、原油やガスなどが非常に高騰しているので大変な状況です。地

球温暖化対策については一生懸命取り組むほかないと考えています。 

事務局 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）ということになるとどうしても企業の取

組もクローズアップされてしまうことが心配されるとは思いますが、マルチパート

ナーシップ型事業「温室効果ガス削減率率先企業の設定」では、毎年の削減実績を

追求していくということは全く考えておりません。岩倉市内で温室効果ガス削減に

取り組んでくださる企業の方の取組状況を、市民や他の事業者に知っていただいて

「こういった取組が必要です」といったことを周知・啓発していくとことに力点を

置いています。このことをご理解いただいて、ご協力いただけたらと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

委員長 大手企業は自律的に温室効果ガスの削減を進めていくと思いますが、小規模な事

業者に対しては周知も含めて支援的なものが必要になってくると思いますので、そ

の辺りはできる範囲で記述できるとよいと思います。 

事務局 ありがとうございます。まさに我々の目標としているところでございます。いわ

ゆる中小企業の皆さんに対して地球温暖化防止策の意識づけを支援していくこと

が、この 10年で一番重要なポイントになるのではないかと考えております。 

副委員長 45ページの市民に期待される役割の欄に「－」が引いてあるのが気になります。

これでは市民は何もしなくてよいと解釈されてしまいます。「行政が出す情報を積

極的に自ら取りに行きます」や「地球温暖化対策に取り組んでいる事業者やお店を

バックアップします」、「そういったお店で買い物をします」といったことを記載し

てはどうでしょうか。 

委員長 ありがとうございました。企業や行政を応援するなど、市民でもできることはあ

るので、事務局はご検討ください。 

「適応策の内容」が 47 ページにありますが、温暖化に伴う猛暑で学校では、夏

のプールの授業が暑すぎてできないという話がでていますが、民間のスイミングク

ラブに水泳の授業を委託するような方針は出ているのですか。 

委員 はい。地球温暖化対策という側面からではなく、プールの大規模改修や維持管理

の費用削減という観点からですが、令和２年にそういう方針をつくり、現在、小学

校５校のうち３校は民間に委託して水泳の授業を実施しています。残りの２校につ

いてもプールの大規模改修が必要な時期になれば民間施設の利用に移行していく

という方針が出ています。 



 

 

委員長 ほかに何か意見はありますか。 

委員 44ページに「次世代自動車の利用、周知・啓発、補助金制度の創設」が施策とし

て書かれていますが、仮に次世代自動車を購入できたとしても充電できるところが

あるのか気になります。 

事務局 充電設備については、様々な主体に働きかけて設置していただくようお願いする

ことはできますが、予算をもって積極的に市が設置していくことについては、少し

ハードルが高いと思われます。岩倉市は家庭部門の温室効果ガス排出量の割合が高

いという特徴がありますが、その中で市民の皆さんに対してどういった支援をする

ことがより効果的かということを考慮しながら予算化して、事業展開していくこと

が重要だと思っています。 

委員長 ありがとうございます。直接的に市がお金を使わなくても、例えば市内でもし「マ

ンションの建設予定があった場合には、ぜひとも充電設備を整備してください」と

開発指導要綱に定めるなどして設置を誘導していくことや、「家を建てる場合は、で

きるだけゼロエミッション、ゼロエネルギーのハウスにしてください」というお願

いをするなど、予算を伴わないような施策もあろうかと思います。 

ほかに意見はありませんか。それでは以上で本日の議論を終えたいと思います。 

 

４ その他 

 （１）今後の日程 

委員長  次回の検討委員会は 12月 20日です。最後の委員会が 2月 8日です。この 12月

20 日と 2 月 8 日の間にパブリックコメントを実施する予定です。そこから遡る

と、12 月 20 日にはパブリックコメントに出すための案をひととおり固めないと

いけないということになります。生物多様性地域戦略の案も次回までに示される

ことになります。本日の資料で気になる点がありましたら事務局までご質問・ご

意見をお寄せいただきたいなと思います。 

現時点で何かありますか。 

委員  今回、この第５章の目標達成に向けた事業全般において、予算はどれぐらいの

規模を想定しているのでしょうか。例えば、エアコンや冷蔵庫、ＬＥＤといった

エネルギー消費を抑えた省エネ機器の利用促進が書かれていますが、費用対効果

のイメージがよくつかめずにいます。ビルや工場、住宅といったものの断熱改修

等であれば省エネ効果は高いと思いますが、その支援を行うにはかなり大きな予

算が必要になろうかと思います。そういった意味で、概ねの予算規模を教えてい

ただけたらありがたいです。 

事務局  省エネ機器等の利用促進策として補助制度があります。市民に「こういったも

のが必要ですよ」「地球温暖化に対してはこういった行動が必要ですよ」という啓

発・周知的な意味合いから補助していこうというものです。補助制度を通じて省



 

 

エネ機器等の周知・啓発・普及をしていこうというものですので、希望者全員に

上限なく補助するものではなく、予算は一定の枠内となります。 

一方、公共施設への再生可能エネルギーの整備や開発等については、莫大な予

算と時間がかかります。予算規模は現段階で想定できるものではなく、市全体の

予算の中でどれぐらい確保できるかどうかを全庁的に検討し、予算化していくこ

とになります。 

委員長  環境省や経済産業省、農林水産省、国土交通省など各省で環境に関わる補助制

度があります。ただ、国からの補助は、先進自治体に対して手厚く行われる傾向

があるので、国の情報を的確につかんでいただいて有利な形で財源を確保してい

くことが大事かと思います。 

 ほかにご意見はありませんか。 

委員 資料１の第４章基本方針１の部分に赤字で「岩倉市地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）の緩和策」と記載していますが、この意味は何ですか。 

委員長  基本的な構成として、環境基本計画の「脱炭素型社会の実現」に関わる施策は、

第４章の基本方針１で提示しています。そして、「地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）」を第５章に掲載しています。「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」

は「環境基本計画」の個別計画・下位計画として位置づけられるものですから、そ

こで掲げるべき施策は上位計画である環境基本計画と整合がとれていなくてはな

らないと同時に、環境基本計画よりも詳細であるべきであろうと考えました。そ

こで、＊部分は第５章では第４章の基本方針１よりも詳しく記述することにした

ものです。そして、その関係性が分かるように資料１、及び資料２の 24ページに

赤字で記載したという次第です。 

委員  結果として重複してしまっているので、必要性に疑問を感じました。 

事務局  削除するかどうか検討します。 

委員長  「区域施策編の緩和策」や「岩倉市生物多様性地域戦略の取組」と書いてある赤

字の注釈はなくてもよいかもしれません。 

計画の構成については原案のほかに、第１章から第４章、第７章部分を環境基

本計画とし、第５章を「岩倉市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」、第６章を

「岩倉市生物多様性地域戦略」としてで、「便宜上、一つの冊子に閉じました」と

いう位置づけがよいか、それとも、思い切って第５章と第６章部分は別冊に近い

形にするのかどうかも含めて、事務局で検討ください。 

それでは、本日の議論は以上とします。 

 

以上 

 

 


