
 

 

別記様式                                     

議  事  録 

会議の名称 第１回岩倉市環境基本計画検討委員会 議事録 

開催日時 令和３年 11月５日（火）午後２時から４時まで 

開催場所 岩倉市役所７階 第２・第３委員会室 

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、飛田委員、山内委

員、新関委員、丹羽委員、鬼頭委員、吉田委員、林 

委員、佐賀委員、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、宇佐美主任 

加藤（地域問題研究所） 

欠席委員：小川委員 

会議の議題 （１）環境基本計画の概要について 

（２）スケジュール及び今後の進め方について 

（３）令和２年度の主要事業の進捗状況について 

（４）アンケート調査について 

（５）意見交換（気になる環境動向など） 

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条例 

資料２：岩倉市環境基本計画検討委員会委員名簿 

資料３：（仮称）第２次環境基本計画の概要 

資料４：（仮称）第２次岩倉市環境基本計画策定スケジュール 

資料５：令和２年度環境基本計画の主要事業進捗状況一覧 

資料６：環境に関する市民アンケート調査 

資料７：環境に関する事業所アンケート調査 

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 委嘱状交付 

 各委員に委嘱状を交付した。 

３ 市長あいさつ 

４ 自己紹介 

 資料２の名簿順に各委員及び事務局の自己紹介を行った。 

５ 委員長及び副委員長の選出（資料１） 

委員の互選により、委員長に日本福祉大学教授の千頭委員、副委員長に尾張西部生態系ネ

ットワーク協議会会長の長谷川委員が選出された。 

 

６ 議 題 

（１）環境基本計画の概要について（資料３） 

 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 背景ということで、世界の動き等も含めてご説明いただきました。 

 岩倉の中身はこれから議論していくとして、資料のレベルで何か特に意

見があれば、遠慮なくどうぞご発言ください、いかがでしょうか。 

 （意見なし） 

委員長 意見がないようなので、資料３について了解したものとします。 

        

（２）スケジュール及び今後の進め方について（資料４） 

事務局から資料４に基づいて説明した後、委員による議論を行った。 

 

委員 

 

５月の企業との意見交換会というのは、公開される予定ですか。 

事務局  公開での実施を予定しています。意見交換会の出席者は企業の皆さんと

記載しておりますが、色々な方に参加していただくような機会になること

を想定しています。 

事務局 詳細については、決まっていない部分がございます。 

委員  希望としては公開のほうがよいと思います。 

事務局 そうですね。ありがとうございます。 

委員長 環境基本計画の進行状況は、環境審議会でも報告していく予定でしょう

か。 

事務局  環境審議会で報告していきます。今年度は、年明けの２月ごろに環境審議

会が開催されますので、その時点の進行状況を報告していきます。 

 また、次の令和４年度にも予定どおりでいきますと３回程度、環境審議会

が開催されます。その都度、状況を報告していきたいと考えております。 



 

 

委員長  承知しました。環境審議会で出された意見を、本検討委員会においてフィ

ードバックしていただくことも必要だと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 

（３）令和２年度の主要事業の進捗状況について（資料５） 

事務局から資料４に基づいて説明した後、委員による議論を行った。 

 

委員長 

 

現在の計画に基づいて、昨年度行われた事業と評価結果をご説明いただ

きました。特に気になった点や詳しく聞いておきたいということがあれば、

いかがでしょうか。 

副委員長  担当課の数が 12 課と資料５-１に書かれていますが、岩倉市全体ではい

くつの課がありますか。 

事務局 数え方によりますが、５部・22課（所属）あります。 

副委員長 分かりました。環境基本計画はすべての課が関わっていかないと、効果が

下がってしまいます。 

担当課の割振り表を作成するかどうかは別として、各課が関われる基本

的な事項が必ずあるはずですから、次期計画ではその部分を意識しなけれ

ばならないと思います。 

現行計画における 12課 137事業については、しっかりと実施されている

と思いますが、次期計画では、すべての部署の方々が意識できるようなも

のができるといいなと思っています。 

事務局 ありがとうございます。10年前に現行計画を策定した際に、137の主要事

業を整理して、そこに関係する課が 12課となっていました。副委員長のお

っしゃるとおり、各事業を関係課ごとに 10年間そのまま進捗を追い続ける

ことには限界があり、そこに課題があるのではと考えられます。 

また、市が実施するすべての事業について、環境面での取組を取り入れて

いく仕組みをつくることも課題であると考えています。 

一方で、地球温暖化対策実行計画事務事業編において、市が一つの事業所

として環境活動に取り組むための「エコチェック 22」という事業を実施し

ています。これは、市のすべての部署・職員が取り組む事業ですので、環境

基本計画に記述のない所属であっても、一様に環境に関する取組を行って

いるというのが現況です。 

委員長  ほかはいかがでしょうか。 

委員 資料５－１について、進捗状況に関して「実施した」「実施中」「未実施」

という表現が一般的だと思いますが、現行計画では、「実施」のほかに「検

討」を分けて記載しており、分かりにくいと感じました。次期計画では、別

の表現を採用してはどうかと思います。 



 

 

事務局  おっしゃるとおりです。事務局としても、この自己評価基準を見直すべき

だと考えています。ご指摘のとおり、「実施」と「検討」が区別されている

ことにより、評価点に矛盾が生じるケースもあります。例えば、検討したも

ののうち「実施に向けた検討が終了し、次年度実施できる状態にある」が５

点となっており、まだ実施していないにもかかわらず、実施したもののうち

「８割程度終了している」の４点を上回ってしまっています。 

 しかしながら、この環境基本計画の進捗状況の評価点は総合計画の指標

として位置付けられているため、採点による評価という仕組みは残してい

く必要があります。 

委員長  総合計画も新しくスタートしたところであり、事業の進行管理をこれま

で以上にしっかり行っていこうとしています。総合計画の評価方法と整合

を図ることも一つの考え方にはなると思います。 

事務局  しっかり考えていきたいと思います。 

委員長  主要事業の№11「中小事業所への環境技術移転等推進事業」について、な

かなか取組が進んでこなかった中で、評価が上がっていて素晴らしいと感

じましたが、その背景を教えてください。 

事務局  省エネやエコに取り組んでいる事業所の活動を他の事業所に紹介するた

めの報告会を実施するというのが主な事業内容だったのですが、報告会を

実施するのに十分な数の事業所を集めることは容易ではありませんでし

た。そこで、「緑のカーテン事業」と絡めて、まずは緑のカーテンに取り組

んでいる事業所を、市ホームページなどで紹介していこうと考えました。委

員の中にも、関わってくださっている事業所があります。 

今後は、緑のカーテンにとどまらず、取組を広げていってもらえるよう情

報発信や支援をしていきたいと思っています。 

委員  緑のカーテンを設置したことで、環境活動の意義や、環境にかかっている

負荷の大きさを実感することができました。このような小さな取組から広

げていくことが、非常に効果が高いと感じました。 

委員長  ほかはいかがですか。 

副委員長  エコチェック 22のような取組で、市民向けのものがあるとよいと思いま

す。 

 

（４）アンケート調査について（資料６、資料７） 

事務局から資料６及び７に基づいて説明した後、委員による議論を行った。 

副委員長 市民向け２ページ目の問４の「キ」と「ク」はほぼ同じなのでまとめたほ

うが良いです。 

問 10は、あてはまるものすべてに○ではなく、ベストスリーを選んでも

らうようにしたほうが、回答者の中で優先順位を意識しやすいと思います。 



 

 

委員長  ひととおり意見をいただいて、後でまとめて対応を考えましょう。 

 ほかにいかがですか。 

委員 問２のアですが、冷房 28度は全然涼しくないので、現実的ではないと思

います。「適切な温度にする」程度にするのはどうでしょうか。 

副委員長 同じく問２のシに関連して、「室外機にカバーをつける」を加えてはどう

でしょうか。室外機の温度を下げることで空調の能率があがります。 

委員長 問 19の７と８はほぼ同じではないでしょうか。 

副委員長  原産地を確認するという行為に焦点をあてたものですが、一緒にしても

結構です。 

委員長  「原産地を確認して、できるだけ在来種を植える」としてもよいかと思い

ます。 

副委員長  問１１のウとエは、まとめてしまってもよいと思います。 

 花も重要なビオトープを担う生き物ですので、花壇づくりやビオトープ、

緑化に関する設問としてまとめたほうが、将来の展望としてはよいのかな

という気がします。 

ただ、ビオトープづくりと花壇づくりを区別して調査したいということ

もあるでしょうから、最終的にどうするかは事務局におまかせします。 

 

委員 問１は、低炭素ではなく脱炭素としたほうがよいと思います。 

委員長 ここで順番に確認しましょう。 

問１は定義は難しいですが、今は低炭素より脱炭素と言うことが多いの

で、これでよさそうです。 

 問２のアについては、本来は室温を基準とするものであったのが、いつの

まにか設定温度が基準となったという経緯がありますが。 

委員 室温 28℃・20℃と表現すれば、回答者も答えやすいのではないでしょう

か。 

事務局 エコチェック２２に関しても同様の議論が起こっており、「事務室等の空

調適温化」（冷房は 28度、暖房は 19度程度）といった表現になっています。 

委員 よく分かりました。事務局にお任せします。 

委員長 室外機のカバーについてはどうしますか。 

事務局 設問に採用します。 

委員長 問４の「キ」と「ク」はどうしますか。インターネット上の取引とフリー

マーケットを区別して整理できそうな気がしますが 

事務局 原案のままで検討します。 

委員長 問１０の選択数はどうしましょうか。 

事務局 ３つに限定するのは難しいと思うので５つにしたいと思います。 



 

 

委員長 次に、問１１の「ウ」と「エ」です。ビオトープと花壇を一つにしたらど

うかというご意見がありました。 

花壇もビオトープの一部分ではありますが、ビオトープというからには

水辺だとか多様な環境をセットにしたような空間という、より手間もかか

るけれども質の高いものを指しており、ここでは単純な花壇と区別してよ

いのではないでしょうか。 

副委員長 分けることに異論はありません。 

事務局 分けたままとします。 

委員長 次に事業所向けアンケートについてご意見はありますか。 

副委員長 問１６について、問１４で３・４と回答した事業所にだけ聞くのではなく

て、１・２と回答した事業所には、「SDGｓの 17のゴールのうち、取り組め

そうなものはなんですか」と聞く。３・４と回答した事業所には検討してい

るものを選んでもらうのがよいと思います。 

さらに、選択肢として「何を選んだらよいかわからない」を追加し、選択

した事業所に対して、行政側からこんなことをできますよというメニュー

を提案することもできるのではないでしょうか。 

 

事務局 ありがとうございます。作成した際の意図と照らし合わせながら、できる

だけいただいた意見を取り入れていきたいと思います。 

委員長 問７の環境問題についてですが、岩倉は野焼きに関する問題はないので

すか。 

事務局 野焼きの苦情は、まさにこれからの時期は頻繁に相談が入ります。 

委員長 それならば選択肢に追加しておいてください。 

アンケートはいつ頃発送する予定ですか。 

事務局 集計の時間も考慮すると、11月 15日頃には発送したいと思っています。 

委員長 本日の会議ですべて網羅できたとは言えないでしょうから、もし後でお

気づきの点があれば、１週間以内程度のうちに直接事務局にご連絡いただ

くという形でよろしいですか。 

事務局 はい。よろしくお願いします。 

 

（５）意見交換（気になる環境動向など） 

委員長  本日の会議の内容に限らず、どんなことでも広く意見交換ができればと

思います。 

委員 小学校の子どもが学校で SDGsについて学んだ際に、様々な生き物が環境

の変化の影響を受けていることを知ったと言っていました。子どもだけな

く、親に対しても広く周知していけるとよいと思います。 

委員長 とても重要なことだと思います。ほかにはいかがですか。 



 

 

委員 岩倉団地では、ごみ集積所のカラス被害が増えています。外国人や高齢者

も多く、ゴミ出しマナーが徹底されていない状況があります。何かよい対策

ができるとよいと思っています。 

事務局 ご意見にあったとおり、子どもを通して保護者に周知するなど、いろんな

チャンネルを使って、環境に対する興味を引き出していくということが重

要になってくるだろうと思います。 

また、外国人も含めて、市民の皆さんにどのように環境問題を提起し、情

報発信や啓発をしていくかが重要な課題だと考えています 

 

委員 岩倉で生まれ育ちましたが、例えば希望の家周辺の農地が開発されたり、

小学校に児童クラブの新しい施設が建てられたりして、自然が減ってしま

ったという印象があり、さみしく感じることがあります。 

委員 岩倉駅周辺が路上喫煙禁止区域になったことはありがたく思っていま

す。もっと区域を増やしてもよいと思います。 

委員長 たくさんのご意見をありがとうございました。最後に事務局から何かあ

りますか。 

事務局 本日いただいた意見を参考にさせていただき、良い計画にしていきたい

と思います。これからもよろしくお願いします。 

７ その他 

事務局より事務連絡を行った。 

８ 閉会 

以上 

 

 


