
 

 

別記様式                                     

議  事  録 

会議の名称 第２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３月 30日（水）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、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）今後のスケジュールについて 

（２）環境基本計画主要事業の総括について 

（３）環境に関する事業所アンケート調査結果について 

（４）環境に関する市民アンケート調査結果について 

 

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：第２次岩倉市環境基本計画策定スケジュール 

資料２：岩倉市環境基本計画主要事業の総括 

資料３：環境に関する事業所アンケート調査報告書案 

資料４：環境に関する市民アンケート調査報告書案 

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 建設部長あいさつ 

３ 議題  

委員長 議題に入る前に一言ごあいさつを申し上げます。 

これから環境基本計画を策定していく上で、おそらく CO2削減の話が一つの大き

な柱になると思います。私自身も、すでにゼロカーボン宣言をしたいくつかの自治

体と関わりがあり、「これからどうしよう」という議論をしていますが、なかなかや

はり率直に言って難しい。 

 「どうせ、ゼロカーボンなんてできっこないよね」という方も少なからずいらっ

しゃいます。それでも、その一方で、国も色々なメニューを出したりして、頑張ろ

うとしている自治体にはどんどん応援するよというように、割と明確な姿勢を示し

ていると思います。ですから、地域によって取り組み方が大きく異なると思います

が、岩倉らしい、何かゼロカーボンに向けての取組ができればいいなと思っていま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局から資料の説明をお願いします。 

 

（１）今後のスケジュールについて（資料１） 

 事務局から資料１に基づいて説明した。委員からの意見はなかった。 

 

（２）環境基本計画主要事業の総括について（資料２） 

事務局から資料２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。何かご意見はありますか。 

副委員長  ありがとうございました。３点あります。 

まず、４ページ目です。中小事業所への環境技術移転等推進事業が「１．５」と

低い点数となっていますが、実際に、これからどれだけ CO2を削減できる伸びしろ

が企業にあるのか疑問です。すでに十分努力していて、「これ以上は厳しい」とい

うこともあるかもしれません。 また、CO2削減のためには、かなりのコストがか

かります。各企業の自己体力がないと、厳しいのではないかという気がしています。

技術的な推進も当然ながら、一方で、CO2を排出しながら様々な製品を作ってくれ

ているという側面もあるので、排出した CO2などを、プラマイゼロになるような仕

組ができるとよいと思います。 よくある取組としては、木を植えることで CO2を

吸収するというものが考えられます。それも、岩倉市に近いエリアの木を選ぶなど

すれば、より素晴らしい取組として、施策の評価も上がるのではないかと思います。 

 次に２点目です。10ページ目に学校ビオトープ事業として、その維持管理などに

苦労しているという話がありました。私の所属する団体では、ビオトープの管理に



 

 

関わっているのですが、学校との連携がうまくいかず毎年苦労しております。そこ

で、行政が間を取り持つような橋渡し役としての機能を発揮してくれれば、とても

有効だと思います。 

 最後に 14ページです。「№123環境学習実施プログラムの作成」とありますが、

もはや「作成」している段階ではなく、いち早く「実施」していただきたいと思っ

ています。ただ、講師謝礼が低すぎると言う難点もあるので、市がなんらかのサポ

ートをしてもらえると、より活発になると思います。 

 愛知県には、「専門家派遣制度」といって、都市開発や環境活動に対して助言を

受けられる制度がありますが、そこで成立した仕組がなかなか継続していかないと

いう問題もあります。そこで、市として「環境学習実行プログラム」などを作って、

継続していく仕組が整備されるとよいと思います。さらに、対象を事業所や学校に

広げていくことで、事業がさらに展開すると思います。 

委員長 ありがとうございました。まずは、意見を出し合って、後からまとめて事務局の

考えを伺うことにしましょう。ほかにいかがですか。 

委員 ７ページ№47のリサイクル工房がよくわかりません。それと、いわくらフリーマ

ーケットや不用品データバンクは、なぜ、廃止となったのかをお聞きしたいです。 

委員長 これはすぐ答えられそうですが、事務局いかがですか。 

事務局 リサイクル工房は、「ものを大切に長く使ってゴミの排出を抑制するライフスタ

イルの普及を図る」ということを目的に、ふれあいまつり等のイベントでリサイク

ル品の販売を行うということでスタートした事業でした。当初は一定の利用があっ

たのですが、業者への委託料がかさんでしまう実態があり、費用対効果を考えた結

果、平成 26年度をもって廃止したと報告を受けています。 

不用品データバンクやいわくらフリーマーケットについては、「家庭の不用品を

有効利用することで環境にやさしい消費生活を目指す」という事業でした。ただ、

不用品というものも時代とともに多様化していき、出品が減少していったという背

景があって、廃止したと報告を受けています。 

一方で、民間サービスではヤフオクやメルカリなどの新しいサービスも発展して

おり、行政が不用品データバンクなどを実施しなくとも、民間でいろいろな活用方

法、参加する手段が広がったということも背景にあるのではないかと、私たちとし

ては考えています。 

委員 ありがとうございます。ただ、不用品データバンクを必要とする声がまだ聞かれ

るため、市民活動支援センターでは「わらしべ長者」と銘打って、同様のコーナー

を設置していますので、ぜひ活用してください。 

委員長 ありがとうございます。若い人たちなどはメルカリなどを利用することも多いの

ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 



 

 

委員 商品を購入したことがあります。行政のサービスについては、そもそも存在を知

らないということもあるので、周知方法によっては利用が増えるのではないかと思

います。 

委員長 ありがとうございます。市民活動支援センターのコーナーが活性化するとよいで

すね。ほかはいかがですか。 

委員 資料２で、主要事業の総括をしており、当時の社会情勢がまとめられていますが、

次期計画を策定する際には、現在の社会情勢なども踏まえて作っていくことになる

と思います。その一方で、現行の計画書にあるような数値目標についても、現在の

達成状況を見ていく必要があるのではないかと思います。 

委員長 ご指摘のとおりだと思います。次回の会議では、この数値目標の達成状況も見て

いきたいと思います。 

委員 №３の「ライトダウンキャンペーン」はどのような経緯で廃止となったのですか。 

事務局 環境省が実施している CO2 削減ライトダウンキャンペーンの趣旨に賛同すると

いう形で、岩倉市も平成 21 年度から市民参加型の実行委員会方式というもので、

皆さんと一緒に開始しました。毎年 100人程度、イベントに参加していただくよう

な行事として好評を博し、それによってライトダウンを啓発することができたと捉

えております。 

しかしながら、きっかけであった環境省が、令和元年度に CO2削減ライトダウン

キャンペーン事業を終了したということがあり、市も令和２年度に終了しました。 

今後は、ライトダウンキャンペーンに代わる事業や啓発を、考えていきたいと思

います。 

委員 イルミネーションなども、LEDを使って CO2排出量を抑えるような研究をしてい

くとよいと思います。 

委員長 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。 

委員 評価方法が減点主義のように感じましたが、事業をやってみて非常に良かったな

ど、加点の要素はなかったのでしょうか。 

事務局 おっしゃるとおりです。担当課が自己評価する際には、どうしても厳しく評価す

る傾向があり、私たち環境保全課から見て、もう少し良い評価をしてはどうかと感

じる事業もありました。 

例えば№13の「ノー残業デー」などは、毎週水曜日に早めの退庁を促す放送を流

しており、職員にも浸透していると感じています。次期計画では評価の方法につい

ても改めて研究する必要があります。 

また、対象の事業が多すぎるため、各担当課も環境側面からの評価をすることが

難しかったのではないかと思います。今後は、どのような事業をどのような角度か

ら評価していくかということが重要になると考えています。 



 

 

委員長 重要なご指摘だと思います。施策の基本的な方向に寄与できているかどうかとい

うことは、とても大事なポイントです。企業においては、こういった点が注目され

ることはありますか。 

委員 ストロングポイントや分かりやすいメリットなどを付加しないと、若い人たちは

関心を持ってくれないということが話題に上がることがあります。 

委員長 大事な視点だと思います。ほかはいかがですか。 

委員 №34の「緑化木無料配布事業」は「完了」となっていますが、どういう事業だっ

たのですか。 

事務局 ふれ愛まつりや桜まつりなどで、無料で苗木を配布するものです。ラズベリーや

イロハモミジなどを配布して、市民のみなさんに植物に親しんでもらえたというこ

とで、担当課としても一定の評価をしています。これを一般に無料配布という形か

ら、学校などの公共施設等への配付へとシフトチェンジして、別の角度から緑化を

図っていくという目的で、事業を完了したと聞いています。 

委員長 ありがとうございました。みなさんの意見を踏まえ、良い部分は引き続き伸ばし、

うまくいかなかった部分は、頑張るのか、見直すのか、辞めるのか、メリハリをつ

けていくという方針で検討していきましょう。 

 

（３）環境に関する事業所アンケート調査結果について（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  ありがとうございました。企業の立場として何かございますか。 

委員  大変分かりやすく報告書がまとめてあり、良く理解することができました。 

 事業所としては、今、「働き方改革」または「働くな改革」などと揶揄されること

がありますが、基本的に非常にギリギリの状態で運営しています。そのような中で、

企業にとっていかに魅力的な取組として映るかどうかが重要だと思います。そのよ

うなイメージづくり、後押しをしていってほしいと思います。 

 また、先ほどメルカリなどのネットオークションが取り上げられましたが、実態

として、一つ一つの商品が個別に取引されることで、運送会社がひっ切りなしに配

送するという状況があります。そうすると、部分的にはリサイクルとして効果があ

るように見えますが、トータルではたして本当に大きな成果が得られているかどう

かの判断も必要だと思います。そういうところをうまくまとめていただけると、企

業としても本気度が変わってくるのではないかと思います。 

委員長  ありがとうございました。ほかはいかがですか。 

 では、先に資料５の市民向けアンケートの報告をいただいて、その後両方のアン

ケートに対する意見をいただくこととしましょう。 

 

（４）環境に関する市民アンケート調査結果について（資料４） 

事務局から資料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。何か意見はありますか。 

委員  アンケートの選択肢に外来種や園芸種ではなく、在来種を植えるとありますが、

実際にどこで購入できるのでしょうか。 

事務局  秋の七草や春の七草であったり、キキョウやカワラナデシコであったり、在来種

もいくつか販売されているので、それらを植えていただくということが考えられま

す。 

委員  在来種が店で販売されているかどうかも疑問だと思います。 

委員長  例えば、岩倉の花屋に在来種コーナーなどが設置されていると、買う側は分かり

やすいですよね。良いご指摘だと思います。ほかはいかがですか。 

委員  それぞれのアンケート結果は、想定されていた内容だったのですか。それとも予

想外の結果でしたか。また、他の自治体と比較して、岩倉らしさは感じられました

か。 

事務局  岩倉はゴミの分別がしっかりされているという印象がありましたが、やはりそれ

がアンケート結果に表れているなと感じました。他市との違いについては、それぞ

れ設問が異なるため、単純な比較は難しいです。 

委員  アンケート結果を見る限り、分別の意識がとても高く感じられるので、少し驚き

ました。 

事務局  厳密には、何をどこまで分別しているかといった、分別の質の問題も重要だと思

います。アンケートでは、そこまで細部を確認することまでは難しいですが。 

委員  分かりました。SDGs に関してですが、国から数値目標などを求められています

か？ 

委員長 国全体としては目標を掲げていますが、市町村ごとに何か定量的な目標を定める

ような通達は出ておりません。 

委員  分かりました。 

委員長  SDGsの結果については、とても興味深いと感じています。 

実は、日本は先進国の中で最下位ぐらいにあたります。昨年度で 18位ですから、

国際的なＮＧＯの評価というのは、先進国のうちほぼ最低ランクです。 

 その理由の一つは貧困です。これは皆さんの関心が高い問題ですが、日本は相対

的な貧困の割合が凄く高い。その逆はジェンダーです。ジェンダー問題は世界的に

見て日本は極端に遅れている。ただ、貧困と違って皆さんの関心も低い。このギャ

ップが凄く興味深いなと思って、私は見ています。  

委員  アンケート結果を見ていると、ゴールが分かりやすいものほど市民の関心が高い

と感じました。次期計画についても、分かりやすさが重要な材料になってくると思

います。色々な事業の成果を見る中で、完了したものが少ないと感じます。分かり

やすいゴールがあって、完了していく事業がもっとあるとよいと思います。 

委員長  とても重要な指摘だと思います。ありがとうございます。ほかはいかがですか。 



 

 

委員  電化製品などは、新しくすれば省エネにつながるとは思いますが、やはりお金が

かかるなと感じました。 

委員長  これも重要なポイントですね。クーラーなどを新調すれば電気代が安くなると言

われますが、買い替えるためのお金が必要ですよね。 

 それでは、全体を通じて何かございますか。 

副委員長  企業のみなさんに宣伝ですが、この４月から愛知県が「愛知県生物多様性企業認

証制度」というものを始めました。SDGｓは、生物多様性に取り組まないと８割が達

成できないと言われています。SDGｓに取り組む上でのヒントも多く得られるでし

ょうし、これからますます、企業にとって有益なインセンティブも出されていくと

思います。ぜひ、岩倉市の企業のみなさんに参加してほしいと思います。 

委員長  ありがとうございました。SDGsのパートナー企業を、県として募集されている。

まずはご協力をということですね。 

委員  そうですね。愛知県の企画部門において、自然環境の認証制度というものが二つ

ありますので、応募いただければと思います。 

委員長  最後に何かございますか。 

委員   せっかく計画を策定するのであれば、岩倉らしい、たとえば、市の面積がコンパ

クトであるとか、そういうところをゼロカーボンに向けたリーディング事業とする

など取り入れていけるとよいと思います。 

委員長  なるほど。ゼロカーボンの宣言をする、しないは、様々な考え方があって必ずし

も岩倉でそれができるかどうか、現時点では分かりません。 

 逆に、宣言をしたからといってどこも特別なことをしているかといったら、まっ

たくそうとは言えない実態もあります。計画の中身のところで、どう頑張っていく

かだと思います。ありがとうございました。 

 そういう意味で、「岩倉らしさ」という点では生態園があるので、もっと生物多様

性の部分で市民が盛り上がっていけるとよいと思います。 

４ その他 

 特に協議事項はなかった。 

５ 閉会 

以上 

 

 

 


