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平成 30 年度 第 1回浜松市環境審議会 会議録 

１ 開催日時  平成 30 年 11 月 7日（水） 午後 1時 30 分から午後 3時 30分

２ 開催場所  シルバー人材センター2階 大会議室 

３ 出席状況 

審議会委員 

○ 荒巻 太枝子 静岡県シェアリングネイチャー協会   

〇 岩井 弘美子 国際ソロプチミスト浜松  副会長 

○ 沢根 孝佳 浜松商工会議所  会長 

○ 瀬崎 秀五 公益社団法人静岡県産業廃棄物協会   

〇 小名木 秀雄 浜松市自治会連合会  

○ 田中 浩之 横浜創英大学こども教育学部 幼児教育学科   

〇 中村 美詠子 浜松医科大学医学部 健康社会医学   

- 野中 正子 浜松市消費者団体連絡会   

○ 水谷 洋一 静岡大学地域創造教育センター  

○ 山本 紗知 静岡文化芸術大学文化政策学部 文化政策学科   

事務局 

環境部 影山環境部長、藤田晴環境部参与、藤田信環境部次長（環境政策課長）

環境政策課 高橋課長補佐、足立主幹、北畠主幹、鈴木主幹、今井主任、川合主

任、北村主任、久米主任、永田主任 

環境保全課 宮崎課長補佐（課長代理） 

ごみ減量推進課 石岡課長、青田副主幹、太田 

産業廃棄物対策課 今井課長 

廃棄物処理課 苗村参事（廃棄物処理課長）、入澤収集業務担当課長、宮本新清掃工

場建設担当課長 

南清掃事業所 菅沼所長 

平和清掃事業所 齋藤所長 

浜北環境事務所 鈴木所長 

天竜環境事業所 川島所長 

４ 傍聴者   1 名 

５ 議事内容 

（1）報告事項 

① 第 2次浜松市環境基本計画における進捗状況について 

② 浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の進捗状況について 

③ 生物多様性はままつ戦略の進捗状況について 

④ 平成 29 年度ごみ・資源物の排出状況について 

６ 会議録作成者  環境政策課企画調整グループ 久米主任 

７ 記録の方法   発言者の要点記録 

８ 会議記録    有（公開） 
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１．開会

２．挨拶 

影山環境部長 本日は多用のところ出席いただき、お礼申し上げる。さて、今年は世界各地で記録的

な熱波、異常な猛暑に襲われている。国内においては、7月の豪雨災害、北海道の地震、

本市においても 9月の台風 24 号によって多大な被害と予想だにしない大規模停電が巻

き起こった。こういった異常気象というのは、地球温暖化によってもたらされる気候変

動が非常に影響していると言われ、たびたび報道されている。もう 1つ環境の最近の話

題では、時折、報道されている海のプラスチックごみ汚染がある。国でも、プラスチッ

ク循環戦略を定め、ビニール袋の有料化も含め検討しているところである。本市におい

てもプラスチックだけてはなく、ごみの減量が長年の課題となっている。いろいろな施

策を打ち出しながら市民に声がけさせていただいているが、連絡ごみの有料化を実施し

た平成 25 年に下がって以来、ごみの排出量は横ばいで減少に至っていない。今一度、

ごみ減量に全市的に取り組みたく、７月からごみ減量天下取り大作戦を展開している。

本日、机上に配付させていただいたチラシにも記載があるが、政令市の中で１番家庭ご

みが少ないまちを目指し、「生ごみの水切り」、「雑紙の分別」、「食べきり、使い切り」

の３本の柱で取組をお願いしている。かなり高い目標だが自治会の皆様、環境美化推進

員の皆様を中心に連携して行っている。是非、皆様にも職場、地域や家庭でごみ減量の

声かけの協力をいただきたいと思う。本日の審議会では環境基本計画を始め、各種計画

の進捗状況の報告をさせていただく。委員の皆様に貴重な時間をいただくことになる

が、それぞれの立場、観点から忌憚のない意見、指摘を受け本日の審議会が有意義なも

のになることを願うものである。 

３．新委員の委嘱と環境部の自己紹介 

事務局 始めに委員の変更があったので、委嘱書を交付させていただく。 

≪新委員への委嘱書交付≫ 

本年度第 1回目の審議会ため、環境部の課長職の職員を紹介する。 

≪環境部課長職の職員が自己紹介≫ 

４．議事 

事務局 ≪資料確認≫ 

本日は審議会委員 10 名中 8 名の出席をいただいており、過半数に達しているため、

浜松市環境審議会規程第 4条第 2項により、審議会が成立する。 

これからの議事進行については、浜松市環境審議会規定第 4条第 1項により「会長が

会議の議長となる」としているので沢根会長にお願いする。 

（この後、1名の委員の参加があり、合計 9名の委員が出席。） 

沢根会長 では、議事に入る前に会議及び会議録の公開について、確認する。 

本日の審議会では、個人情報などの非公開情報を審議する予定が無いので、公開審議

とすることで良いか。 

全委員 （異議なし） 

沢根会長 また、本日の会議録は事務局で作成し、「浜松市附属機関の会議録の作成及び公開に

関する要綱」に基づき、発言した委員の名前を記載の上、公開する。 
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（１）報告事項 

① 第 2次浜松市環境基本計画における進捗状況について 

沢根会長 第 2次浜松市環境基本計画における進捗状況について、事務局から説明をお願いす

る。 

事務局 ≪資料 1 に基づき説明≫ 

荒巻委員 P3「②資源を有効に活用する循環都市」で、「リサイクル率」について「民間事業者

による資源物回収場所が増加」という表現があるが、民間事業者の資源物回収量を把握

しているか。 

事務局 民間事業者から市への報告義務はない。アンケート形式で統計を取っているが、なか

なか実態が掴めていない現状である。そういった中で、民間事業者の方でもかなりの量

が回収されているということが事実としてある。 

沢根会長 P5 のグラフを見ると、「リサイクル率」の数値が平成 36 年度目標値 30.1％に対して

右肩下がりとなっている。 

民間事業者が回収しているのなら、それは良いのではないかと思うので違和感があ

る。 

中村委員 P2「⑤環境に配慮した行動や活動をしている市民の割合」について、アンケートの項

目が変わったから数値が減少したとの報告があったが、これからは同じ項目で調査する

のかということと、10代から 30 代の意識が低いのはなんとなく予想がつくが、60 代が

低いというのは、アンケート項目が変わった影響なのか、高齢者の方が意識が低いとい

う傾向にあるのか教えてほしい。 

事務局 聞き方としては同じで、「環境に配慮した生活を送っていると思うか。」という問いに

対して「思う」「思わない」を 5段階で回答するものだが、質問項目の前に「若者がチ

ャレンジするまち」という冠がついた。この数値は、5段階評価のうち、4又は 5と回

答した人をカウントしているが、昨年までは、4と回答していた人もこの冠の影響で 1

ランク下げて 3と回答した可能性があると、アンケート所管課の広聴広報課では分析し

ている。確認はしていないが、今後も同じ聞き方をしていくと想定している。60 代の

意識が低いのは、「若者がチャレンジするまち」という冠を見た方が回答を躊躇したの

ではと個人的には考察している。 

田中委員 10 代から 30 代の意識が低いというところで、事業が先行して実を伴っていないので

はと感じた。実践というのは、対策と教育の両輪だと思う。若年層の意識改革が必要で、

教育関係も含めて総合的に考えていかなくてはならないと思う。 

それと、光化学オキシダントが未達成なのはなぜか。 

事務局 机上にある「浜松市の現状と対策」の P11 の表 2-1-2 を参照してほしい。基準として

は、昼間の 1時間の最高値 0.06 に対して、全測定局でそれを満たしていない状況であ

る。全国の状況については、P21 の表 2-1-14 を参照してほしい。平成 28 年度の状況だ

が、全測定局 1,172 のうち達成が 1地点のみとなっており、全国的にも達成が厳しい状

況にある。 

沢根会長 自分はものづくりをしている会社をやっているので、工場から出るばい煙や車両等が
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関係するかと思うが、光化学オキシダントの基準を満たすための対策を教えてほしい。 

事務局 大気の排出事業所に対し場面によっては協力要請をしているが、単に市町だけの取組

では限界があると考えている。5月～9月に実施される光化学オキシダント強化月間で

は、監視を強化するとともに、緊急時には協力要請工場に排出抑制の協力をしていただ

いている。今年は、起きやすい時期を分析して例年より少し前倒しに強化月間の日程を

設定して実施した結果、注意報等は出ていない。また、注意報等が発令された場合の土

日や時間外を含めた課内体制も整えてある。 

中村委員 水質汚濁の状況ということで P4 左下の海域（COD）のグラフから、この 5年でみると

浜名湖湖心において、基準を満たしたり満たさなかったりと読み取ったが、近年悪化傾

向にあるのか、たまたまなのか。もし、悪化傾向にあるとしたら原因を教えてほしい。 

事務局 「浜松市の環境の現状と対策」P46にある通り、海域（COD）について浜名湖湖心が

未達成となっているが、平成 25 年度は全ての地点で達成できている。慢性的に湖心を

含め全ての地点で基準を達成できていない状況ではない。 

②浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の進捗状況について 

沢根会長 浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の進捗状況について、事務局から説明

をお願いする。 

事務局 ≪資料 2」に基づき説明≫ 

荒巻委員 指標の年度は、2015 年度だが、2016 年度、2017 年度の数値は出ていないのか。 

事務局 出ていない。統計資料から算出しているのだが、今年の 12月に 2016 年度の数値が出

るというようなスケジュールである。 

荒巻委員 今年のように猛暑が続くと、温室効果ガスが順調に減るのかが疑問であるので、事前

に気候についても考慮した方が良いのではないか。 

事務局 今回の資料にはないが、市有施設のエネルギー使用量では、夏の暑さや冬の寒さの度

合いにより空調エネルギーの増加が見られ、それに伴って、エネルギー使用量（CO2 排

出量）も増加している。市域についても、今後そういった傾向が見られることは考えら

れる。 

中村委員 P1「市民 1人 1日あたりのごみ排出量」の進捗管理指標が出ているが、先ほどごみ減

量天下取り大作戦で紹介された目標値 350g/人・日（平成 28 年度実績 490ｇ/人・日）

はこの数値の内のどの部分なのか。指標が出てきた時に分かりづらいため、しっかり区

別をつけた方が良いのではないか。 

また、P4 の基本施策 3で記載のあるエコドライブ参加者数だが 27 名とは少ないと感

じる。エコドライブは有効な手段であるので、もっと大々的にできないのか。 

事務局 ごみ減量天下取り大作戦では、主に家庭から出るごみの量を目標値に定めている。こ

こでの数値は家庭系ごみ、事業系ごみや資源物等を含めたごみの総量である。ごみ減量

天下取り大作戦において目標値に掲げている家庭系ごみの量は、棒グラフの青い部分

（資料 4 の「ごみ排出状況」参照）である。 
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エコドライブ講習会については、事業者向けに行った講習会で、事業所から代表者を

選出してもらい、手法を持ち帰って事業所全体で取り組んでもらうというもの。本年度

については、レインボー浜名湖交通教育センターを使用して、座学だけでなく実地講習

も行う内容であったため、参加人数については、予算の関係もあり、27名になってし

まったというのがある。 

中村委員 事業所の数を書いた方が分かり易い。実態を反映した書き方をした方が、PR になる。 

田中委員 P3「基本施策 2再生可能エネルギーの導入促進」に関係し、資料 1 の指標に「電力

の自給率」とあったがその内訳を教えて欲しい。太陽光パネルについて、地球温暖化や、

周辺環境への影響が気になる。 

事務局 浜松市は太陽光発電に力を入れており、全国でもトップクラスにある。本市において

は耕作放棄地か、養鰻場を埋め立てる等、実際には利用していない土地に設置している

と考えているが、今後は FIT の関係で売電価格が下がるため、採算を考えてより広い土

地に設置される可能性がある。伊豆の方で問題になったメガソーラー建設事業を受け

て、県では 8月末に環境アセス条例の規則改正を行い、森林伐採を伴う開発について、

環境アセス手続を義務化した経緯がある。浜松市としても再生可能エネルギーとして太

陽光発電は重要だが、同時に環境破壊を伴わない持続可能な開発も大切だと考えるた

め、浜松市でも県に準じたいと思っている。 

田中委員 自給電力の内訳を教えてほしい。 

事務局 詳しい数値は今持ち合わせていないが、内容は、太陽光発電や水力発電、バイオマス

発電、風力発電である。 

岩井副会長 地球温暖化対策だが、1家庭の主婦として今年のような猛暑、台風 24号等を経験し、

地球の大変革、危機を実感した。自分も出来るだけ省エネ・再エネ（太陽光設置）を心

掛けているが、今年の夏はエアコンをつけざるを得ない状況であった。2015 年とは実

態や条件が異なり、事実を基にした対策が必要だと思う。温暖化対策について、市民へ

はどのような啓発を行っているか。 

事務局 国は地球温暖化防止のための国民運動である「クールチョイス」を推進している。本

市でも 3年前から国の補助金を利用し「クールチョイス」の普及啓発に取り組んでいる。

1人 1人が地球温暖化を意識して、できる範囲で省エネに取り組むことの大切さを呼び

かけている。本年度は、より多くの人に啓発するため、スポーツと連携した「クールチ

ョイス」を実施しており、アグレミーナ浜松、ブレス浜松の試合や、2月に開催される

シティマラソンの会場を利用して、「クールチョイス」の普及啓発を行っていく。 

田中委員 P3 で市役所の取組が記載されているが、市民は取組内容が分かっているのか。 

例えば、温暖化対策推進員への研修や省エネパトロールなど市の取組内容が市民に見

えているのか。 

取組内容を市民が地元で普及できるような仕組みがあるのか。 

事務局 市役所の取組として、ハード面は省エネ設備の導入、旧型蛍光灯を LED 照明に変える

などの整備をしており、ソフト面では、職員に 1人 1台貸与されているノート型パソコ

ンの消費電力を抑えたい昼の時間帯において、バッテリーから電力を供給するよう設定

している。市民への普及としてはホームページ等を通して取組内容を紹介しているが、
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十分とは言えないため、今後も一層の普及啓発に取り組んでいく。 

省エネパトロールは、環境政策課の職員が一定規模の市有施設に訪問し、施設の利用

状況や設備の設定状況をチェックして、省エネ対策ができるかどうかを確認している。

ソフト的なことならば即座に対応し、ハード面で省エネ対策可能と判断した場合は可能

な限り省エネ改修及び設備導入をしている。 

田中委員 市内の小・中学校の状況はどうか。 

事務局 現在の小中学校の現状では、最も省エネが期待できる空調関係の設備が少なく、あま

り省エネパトロールを行っていない状況である。一方、エネルギーを沢山使う給食セン

ターには、パトロールに行き省エネ対策を実施している。 

荒巻委員 今まで、幼児期は体温調節機能が発達する重要な時期だという考え方から、空調の効

いた中で保育をしていなかったが、近年の夏の暑さを背景にして、全ての小中学校に空

調設備を入れる方針にあり、準じて幼稚園も入れるという話がある。一方で、環境教育

を通して子供たちに省エネや緑のカーテンの大切さを教えていて、非常に矛盾した状態

に子供たちがいると感じる。省エネ対策について環境サイドから教育委員会と連携した

マニュアル作りや情報発信を行うことが大切である。今までのような省エネ啓発だけで

は命に関わることなので受入れられにくいため、表現の仕方に工夫が必要だと思う。 

沢根会長 私どもの工場でも全館空調完備である。そのため、デマンド管理を徹底し、つけたり

消したりするルール作りをしているし、設備についても定期的に省エネ型に入れ替えて

る。 

それと P4の LED 化だが、防犯灯が 99％に対して、道路照明 16％と低いのはなぜか。 

事務局 防犯灯の所有は全て自治会のため、市が補助を出し LED 化していただいた背景があ

る。道路照明については、道路所管課の方で国の補助金を使っての入れ替えのため、当

初の予定通りに進んでいない状況である。 

沢根会長 省エネキャンペーンは 8月１日から始まっているとのことだが、現在どの位の応募が

あるのか。 

事務局 今のところ、170 件くらいの応募がある。 

瀬崎委員 P3「基本施策 2の再生可能エネルギーの導入促進」で記載の太陽光パネルの件だが、

先ほど市の方で強力に推進しているとの話があった。太陽光パネルが使用済になり廃棄

物になった時の対応であるが、設置時から事業者に十分に理解を得る必要があるため、

その辺をお願いしたい。政府の試算では、2030 年に約 80 万 t のパネルが廃棄物となる

とのことだが、廃棄物として処理するにはコストがかかるので、廃棄処分費用を負担で

きない事業者が出て、耕作放棄地にそのまま太陽光パネルが残ってしまう可能性がある

ため、十分な対策を取って欲しい。 

③生物多様性はままつ戦略の進捗状況について 

沢根会長 生物多様性はままつ戦略の進捗状況について、事務局から説明をお願いする。 

事務局 ≪資料 3 に基づき説明≫ 
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田中委員 資料 1 で 10 代から 30 代の意識が低いというアンケート調査の話があったが、生物

多様性はままつ戦略 2018【概略版】P10 の「環境学習指導者による生物多様性保全学習

会の開催・参加者数」において、アンケート結果の分析が不十分で意識の向上に結びつ

いていないということはないか。 

事務局  生物多様性はままつ戦略の改定に先立って、市民アンケートを実施したが、子供の頃

に自然と親しんだ人達が環境ボランティアに参加したり、環境保全に対する意識が高い

との結果が出た。それを受けて、子供の頃に出来るだけ自然に触れてもらおうと、生物

多様性はままつ戦略 2018 の「ミッション１、浜松生きもの観察マップを作成しよう！」

で、身近な生きものを見つけてもらったり、移動環境教室で身近に生きものがいること

を、まずは知ってもらうことから始めている。教える人ということで環境学習指導者の

育成も順次進めている。 

田中委員 P2「基本方針 1、多様な生きもののすみかをしっかり守っていきます」というところ

で、非常に大切なのは、昔から浜松にいた植物や生きものの情報を利用して生かして行

くことではないか。例えば、ヤリタナゴが減ったなら、減った理由が大切ではないか。

理由が分かれば減らない努力ができると思う。 

事務局 全ての種の把握は出来ていないが、指摘のヤリタナゴの減少要因については、田んぼ

の減少によるものである。それを回復するためにヤリタナゴの生息地域の方々に協力を

いただいて、ビオトープ（ため池）を再生し、ヤリタナゴを中心とし、その他の水生昆

虫が生息できる場所を作り、保全活動に着手したところである。他の種の減少要因につ

いてもモニタリング調査の中で把握していく。 

田中委員 昔の地図と今の地図を比較すれば、何が必要か分かるはず。ビオトープをただ作るだ

けではなく、過去の生きものの分布を調べ歴史を振り返りつつ作るのが大切だと思う。 

水谷委員 生物多様性はままつ戦略 2018【概要版】は全体を通して分かり易いと感じるが、P9

にある 3つのミッションについての進捗状況が報告されていないのではないか。 

事務局 今年、始まったばかりのものなので、報告に含んでいない。口頭で申し上げると、「ミ

ッション 1、生き物観察マップ」は、7月から始めたが既に 32件の報告がある。「ミッ

ション 2、外来種から街を守ろう！」については、市民からクリハラリスの被害情報を

いただき、市職員が罠を仕掛け、見回りを家の方に行っていただいている。現在 40件

の依頼があり、100 頭以上を捕獲しており、今後も数が伸びると予想する。「ミッショ

ン 3、パートナーと繋がり、協力して活動しよう！」では、他県の事例等情報を集めて

パートナーシップ協定の検討を進めているところである。 

水谷委員 今年度始まったばかりのため、3つのミッションについての報告が今回はないという

のは承知したが、とりまとめた段階での報告はあるのか。 

事務局 来年度の環境審議会において、新しい指標で報告していくことになる。進捗指標とし

ては 7項目を選定しており、これについて報告していく予定だが、生きもの観察マップ

はホームページで公開予定であり、審議会でも件数を報告する考えである。パートナー

シップ協定については、進捗指標に入っているので、これも審議会で報告する。外来種

については、今のところ件数の報告予定はないが、クリハラリス対策として今年度事業

を検討しているところなので、進捗の公表については検討する。 
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荒巻委員 P1「基本方針 3豊かな自然と恵みを将来につなぐための人を増やしていきます」の項

目の「集約」という表現について、地区は増加したが、人は減っているという印象を受

けるのだが、いかがか。 

事務局 農業従事者自体は減少しているが、その農地を集約して、1農家当たりの農地は少し

大きくなっているため、そういう意味で「集約」という表現をした。農地が増えていな

い中で、環境に良いであろう多面的交付金の申請自体は増えている。 

山本委員 P3 で環境配慮指針を策定したとあるが、具体的な規模要件や、行政手続の中でどの

ように定められているのか教えて欲しい。 

事務局 環境配慮指針については、環境アセスメントと一体となっている。環境アセスメント

自体は、かなり大規模な事業を対象とするため、要件に満たない開発についてこぼれて

しまうが、そういった事業でも自然環境への配慮は必要であるとして策定した。本市で

は、土地利用審査会というものがあり、市街化区域だと 2,000 ㎡以上、市街化調整区域

だと 5,000 ㎡以上等、一定規模以上の開発をする場合は、全庁横断的に各種の法律で審

査する形になっていて、環境に配慮してほしい項目を予め説明する機会を作り、事業者

に理解いただいている状況である。 

岩井委員 外来種から街を守ろうというところで、クリハラリス防除実施計画を策定したとあ

る。一時は減ったのだが、最近また自宅が被害に遭うようになり、ネット等を張って対

策をしているものの被害が減らない状況である。可能な限りクリハラリスの実態や生態

を調査し、特性を掴んだ上で、効果的な駆除計画を実施してほしい。 

田中委員 P3 の「花と緑のボランティア活動会員数」についてだが、平成 29年度の実績値が減

少している。また、自然環境マップのアクセス数 901 件についてもこの先どうなるのか

なと思う。 

事務局 花と緑のボランティア活動会員数については、各種イベントに参加していただいた時

の総数なので、台風等でイベント自体が中止になると大幅に数が減ることがある。自然

環境マップは、資料の下の※印に書かせていただいたが、平成 29 年度に公開を廃止し

ている。自然環境マップは、平成 23 年度に作成したが、少しずつ情報が古くなってき

たのと、稀少種保護の観点から公開はふさわしくないと判断し取り止めた。しかし、蓄

積した GIS データは、環境配慮指針に活用させていただいている。そういった経緯でこ

のような数値になっている。 

④平成 29 年度ごみ・資源物の排出状況  

沢根会長 平成 29 年度ごみ・資源物の排出状況について、事務局から説明をお願いする。 

事務局 ≪資料 4 に基づき説明≫ 

中村委員 「2リサイクル率の推移」の融解後資源等と「3最終処分場の推移」の溶融残渣等は

同じものを指すのか。 

溶融をすると資源が増えると思っていたが、これを見ると溶融することが良いことな

のか悪いことなのか分からない。 

事務局 従来、焼却すると焼却灰と飛灰というものが出て、それを最終処分場に埋め立ててい
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た。西部清掃工場については、焼却灰を資源化しようという施設で、約 400 度でごみを

炭化させてから燃焼し、それを一気に冷やすと、今まで焼却灰となっていた物がスラグ

（活用できる砂のようなもの）になる。スラグは、JIS をとり工業製品になっている。

これを西部清掃工場でストックし、需要状況を見て出荷している。また、ごみの中に金

属があれば、メタルという形で資源化する。そういった所の部分も含めて平成 29 年度

は、平成 28 年度に比べて 0.2%と若干だが増えたと考察する。 

中村委員  溶融することによって最終処分量は減ると思うのだが、違うのか。 

事務局  その時のごみの状況で飛灰となって埋め立てるものが多い場合もあるので、その差か

と思っている。 

田中委員  ごみの排出状況について、「1ごみの排出状況」中の平成28年度家庭系ごみが144,647t

とあるのに、「4家庭から出るもえるごみの内訳」中の家庭系ごみは 137,000t とある。

この違いは何か。 

事務局  「4 家庭から出るもえるごみの内訳」の総計 137,000ｔというのは、「1ごみの排出状

況」の図でいうところの平成 28 年度の青色の部分 144,647t の 1 部分になる。144,647t

は家庭系ごみの総量で、もえるごみ、もえないごみや連絡ごみ等を含んだ数値であり、

137,000ｔは、その内のもえるごみのみの数値である。 

田中委員  資料１P3（2）②で「リサイクル率は民間事業による資源回収場所の増加等により伸

び悩んでいる」との表現があり、一方で「2リサイクル率等の推移」では、「主に西部

清掃工場から発生した溶融後資源等が増加したためである」との表現があるのだが、ど

のように解釈したら良いか。 

事務局 基本的にリサイクル率が全体的に見ると下がってきている傾向がある。平成 29年度

は平成 28年度に比べて 0.2%増加したものの傾向は変わらない。減少傾向の要因を分析

をしてみると、西部清掃工場の資源化量が増加しても集団回収や資源物行政回収量がリ

サイクル率の大半を占めているため、全体的にはリサイクル率が減ってきているのが現

状となっている。 

沢根会長 事業系のごみの排出量が数値的にはそれほど減っていないという印象である。最近の

ニュースで浜松市の生産額が静岡市に抜かれたと出た。リーマンショック前は浜松市の

生産額は 3兆円ちょっと超えていたが、今は 2兆円くらい。生産額とごみの排出量は比

例しているものなのか。 

事務局 詳細な分析はしていない。ただ、製造業については、廃棄物を少なくする努力をして

いただいている。例として食品ロスの話があるが、製造過程で出るごみはほとんど出て

いない。影響があるかというと生産額との関係もあるかもしれないが、企業側の努力と

いうのはあると考えている。 

⑤その他 

沢根会長 全体を通して意見はあるか。 

水谷委員 資料 2 のところで、3点ある。1点は、先ほど出てきた小中学校のエアコンの話であ

るが、地球温暖化の現状は、排出削減をすると同時に温暖化した気候に適応していかな

くてはいけない時代になってきている。県のほうも適応計画のパブリックコメントの準
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備をしているそうなので、浜松市でも具体的に現象や影響にどのように対応していくか

そろそろ考えなければいけない時期だと思う。 

2 点目は、P3 の基本施策で実施状況に対して目標との整合性がない。いくつかは、数

量的に CO2 削減量を試算できるものもあるので、貢献度合いを記載した方が良い。 

3 点目は、エネルギー使用量を電力換算しているが、電力使用量は電力自由化により

把握しづらい現状にある。未把握分があるから下がっているのではという疑問があるた

め、実態をより把握できるような統計方法を考えたらどうか。また、電力の排出係数の

算定の時期や手法によって数値が変わってしまう場合があるので、電力の把握方法を精

査できると良い。 

５．閉会 

事務局 本日は、長時間にわたりご審議いただくとともに、貴重なご意見を賜わりお礼申し上

げる。以上で本日の環境審議会を終了とする。


