
平成２８年度第１回みよし市環境審議会 次第 

 

と き 平成２８年６月 １日(水) 

午前１１時から      

ところ みよし市役所 

３階 ３０１会議室 

 

 

○ 委嘱状交付 

 

 

 

○ あいさつ 

 

 

 

○ 会長、副会長選出 

 

 

 

○ 議 事 

 

１ 環境基本計画の中間見直しについて（資料１） 

 

 ２ 平成２８年度の環境関係予算及び事業について（資料２） 

 

 

○ その他 



  資料１ 

みよし市環境基本計画 
 

□ 計画期間 

平成２３年度から平成３２年度までの１０年間 

※中期目標を平成２７年度に設定 

 

□ 望ましい環境像と基本目標 

【望ましい環境像】 

 水と緑を守り ともにつくる 環境共生都市・みよし 

【基本目標】 

 １ 地球環境にやさしい 低炭素型都市づくり 

  (1) エネルギー問題への対応 

取組指標 指標の定義 
現状値 目標値 

Ｈ20年 Ｈ27年 Ｈ32年 

住宅用太陽光発電システム

普及への補助台数(台) 
住宅用太陽光発電システム設置者へ設
置費の一部を補助した台数(累計) 

205 530 660 

高効率給湯器普及への補助

台数(台) 
高効率給湯器(電気・天然ガス)設置者
へ設置費の一部を補助した台数(累計) 

260 1650 2,400 

 

  (2) 環境負荷の少ない交通の推進 

取組指標 指標の定義 
現状値 目標値 

Ｈ20年 Ｈ27年 Ｈ32年 

低公害車普及への補助台数

(台) 
低公害車購入者へ購入費の一部を補助
した台数(累計) 

153 930 1170 

さんさんバスの運行本数

(便) 
さんさんバスの１路線あたりの運行本
数 

22 33 33 

さんさんバスの利用者数

(千人) 
さんさんバスの年間利用者数 261 330 360 

近隣市町のコミュニティバ

スとの連携数(路線) 
近隣市町のコミュニティバスとさんさ
んバスの連携路線数 

１ ２ ２ 

通勤時における自動車利用

の分担率(％) 
通勤時に自動車を利用している人数 
／通勤している人数 

73.8 68.0 63.0 

 

 ２ 多様な生き物とともに暮らす 自然共生型都市づくり 

  (1) 豊かな自然の保全・再生 

取組指標 指標の定義 
現状値 目標値 

Ｈ20年 Ｈ27年 Ｈ32年 

緑化指定 

面積 

面積(㎡) 
市内に残る鎮守の森、里山の保全面積 

43,800 45,000 50,000 

箇所数(箇所) 15 16 17 

里山で活動する組織(組織) 鎮守の森、里山を活用・保全する組織数 12 13 14 

多自然型河川の整備率(％) 多自然型河川改修済延長／計画延長 ７ 24 37 

貸し農園 

の区画 

25㎡/区画(区画) 区画面積 25 ㎡の貸し農園の総区画数 441 500 500 

200㎡/区画(区画) 
区画面積 200 ㎡の新たな貸し農園の整
備区画数 

0 15 25 

  



  資料１ 

  (2) 身近な緑の保全、創出 

取組指標 指標の定義 
現状値 目標値 

Ｈ20年 Ｈ27年 Ｈ32年 

市民一人あたりの都市公園

面積(㎡) 
都市公園面積／人口 12.0 13.0 14.0 

公園・緑地で活動する組織

(組織) 
街区公園を主とした地域団体数 10 24 34 

施設緑化(㎡) 公共施設などの緑化面積 10,930 11,200 11,500 

道路緑化(㎡) 道路植栽帯などへの緑化面積 584 660 710 

 

  (3) 公害対策の推進 

取組指標 指標の定義 
現状値 目標値 

Ｈ20年 Ｈ27年 Ｈ32年 

公害防止協定締結事業所

(事業所) 
公害防止協定の締結事業所数 59 67 72 

 

  (4) 快適で人にやさしい都市空間の形成 

取組指標 指標の定義 
現状値 目標値 

Ｈ20年 Ｈ27年 Ｈ32年 

バリアフリー改修申請件数

(件) 
バリアフリー改修の申請件数 514 1,110 1,450 

歩道等設置道路整備率(％) 
歩道付き道路の整備率 
(整備済延長／計画延長) 

80 86 94 

自転車・歩行者専用道路整

備率(％) 
自転車・歩行者専用道路の整備率 
(整備済延長／計画延長) 

74 83 91 

 

 ３ 限りある資源の有効活用による 循環型都市づくり 

  (1) 資源の循環利用の推進 

取組指標 指標の定義 
現状値 目標値 

Ｈ20年 Ｈ27年 Ｈ32年 

一人一日あたりの再利用資

源回収量(ｇ) 
市民一人一日あたりのごみの排出量 
(年間ごみ排出量／人口・365 日) 

144 165 175 

再利用資源回収率(％) 
総排出量と再利用資源回収量の割合 
(再利用資源回収率／ごみ排出量) 

17 20 22 

リサイクルステーションの

設置数(箇所) 
市内で整備されたリサイクルステーシ
ョン数 

２ ２ ３ 

 

  (2) 資源の地域循環 

取組指標 指標の定義 
現状値 目標値 

Ｈ20年 Ｈ27年 Ｈ32年 

産地施設などの店舗数 

(店舗) 
産直施設および大型スーパー内産直コ
ーナー数 

４ ７ ８ 

学校給食センターでの利用

率(％) 
学校給食センターでの地元農産物の食
材利用率(愛知県産品目数の割合) 

33 41 46 

 

  



  資料１ 

 ４ みんなで環境を考え行動する 協働型都市づくり 

  (1) 環境学習の推進 

取組指標 指標の定義 
現状値 目標値 

Ｈ20年 Ｈ27年 Ｈ32年 

生涯学習講座の開催数(回) 
みよし悠学カレッジにおける自然観察
講座の開催数 

６ ８ 12 

環境教育の開催数(回) 
市内の保育園・小中学校の環境教育の
開催数 

８ 11 17 

 

  (2) 環境保全活動の推進 

取組指標 指標の定義 
現状値 目標値 

Ｈ20年 Ｈ27年 Ｈ32年 

環境ボランティア登録団体

数(団体) 
環境ボランティア登録団体数 15 19 21 

環境分野の公益活動団体数

(団体) 
公益活動団体の中で環境保全に取組ん
でいる団体数 

４ ５ ６ 

 

□ 今後のスケジュールについて 

 H28. 6. 1  ・第１回環境審議会 

 

 H28.10.末  ・数値、取組み指標の中間目標の実績値の調査 

        ・行動指針の整理 

 

 H28.11.   ・第２回環境審議会（予定） 

 

 H29. 3.末  ・環境基本計画の一部改訂 



資料２

平成28年度主要環境事業予算　　一般会計 単位：千円

名　　　称 予算額 事　　業　（　業　　務　）　内　　容

環境衛生費 84,281

1 エコエネルギー促進事業 68,000

【エコエネルギー促進事業補助金】　予算額：68,000千円
〈補助対象者〉
本市の住民基本台帳に記録された個人で、市内において自ら居住する住宅
に補助対象設備（新エネルギーシステム）を設置した者、または自ら使用する
ために低公害車を購入した者
（補助対象設備）
①太陽光発電システム
　補助金額：システム最大出力1kwあたり4万円(補助上限5kw 20万円)
②燃料電池システム
　補助金額：本体及び設置工事費の10％(補助上限15万円)
③蓄電システム
　補助金額：本体及び設置工事費の10％(補助上限10万円)
④HEMS（新規）→家庭で使うエネルギー使用量の見える化と、家電機器の
自動制御を行うシステム
　補助金額：本体及び設置工事費の10％(補助上限1万円)
⑤電気自動車等充給電設備（新規）
　補助金額：本体及び設置工事費の10％(補助上限5万円)
（低公害車）
補助金額：車両本体価格の5％
補助上限：燃料電池自動車（35万円）、電気自動車・プラグインハイブリッド自
動車（15万円）、ハイブリッド自動車・超小型電気自動車（5万円）
※上記車種に外部給電用コンセント（1,500W以上）を装着した場合について
は、追加で１万円を補助する

2 犬・猫死体処理事業 1,728

【犬・猫死体処理業務委託】
交通事故で道路等で死亡した犬・猫等の死体を動物愛護の観点及び
地域住民の生活衛生面に配慮し処理を行う
契約金額（単価契約）：5,400円/１頭当り
※職員が回収し、市役所で引継ぎする場合は4,320円/１頭当り

3 環境美化推進事業 4,868

【緑のカーテン設置事業】
夏の省エネルギー体験、地球温暖化防止対策や環境教育の一環とし
て行う
実施場所：市内小中学校（１２校）、市内保育園（９園）、市内幼稚園（６
園）、公共施設３か所及び一般家庭１５０世帯
【市内一斉環境美化の日ごみ収集及び積置業務委託】
市内一斉環境美化の日（ゴミゼロ運動 年２回）

4 不法投棄防止対策事業 4,839

【不法投棄防止パトロール業務委託】
不法投棄防止及び野焼き等の廃棄物不適正処理に関するパトロール
を実施し、不法投棄の抑制、住民等のモラル向上及び良好な生活環
境の維持を図る
１ 不法投棄防止パトロール
２ 野焼き等廃棄物不適正処理監視パトロール
実施場所：重点箇所（１５箇所）を中心にみよし市内全域
実施期間：延べ２００日

5 地域生活排水路清掃補助事業 990
【地域生活排水路清掃事業補助金】
二級河川及び準用河川に通じる地区内の生活排水路の清掃事業費
地域生活排水路清掃事業補助金（９万円 １１行政区）

6 犬・猫避妊等手術費補助事業 1,861

【犬・猫避妊等手術費補助金】
補助対象：①市内在住の飼い主で手術実施後180日以内　②登録の
承認を受けた団体
　※犬の場合は、登録及び狂犬病予防注射実施済みであること
補助金額：①避妊・去勢手術費の１／２補助　②避妊・去勢手術に要し
た費用
補助限度額（①のみ）：犬の避妊 ５千円、犬の去勢 ３千円、猫の避妊
４千円、猫の去勢 ２千円

主　な　事　業 （ 業　務 ） 名



資料２

平成28年度主要環境事業予算　　一般会計 単位：千円

名　　　称 予算額 事　　業　（　業　　務　）　内　　容主　な　事　業 （ 業　務 ） 名

公害対策費 13,940

1 大気環境調査事業費 7,253

【降下ばいじん測定調査業務】
調査地点に設置してあるデポジットゲージの検体を採取し、計量測定
を行う
調査地点：５地点　年１２回
【大気測定調査業務委託】
市内の大気測定調査を行う
１ 悪臭物質、臭気指数測定調査業務
　調査地点：５地点　年１回
２ 排ガス測定業務
　調査地点：１地点　連続４８０時間（２０日間）
【自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務委託】
市内における主要幹線道路（H22道路センサスによる）を対象に自動
車騒音の状況の常時監視を行う（５年サイクルで実施）
評価路線：3路線（6.6km）　年１回

2 水環境調査事業 5,143

【水質測定調査業務委託】
市内の河川・ため池の水質、事業所排水等による水質汚濁状況の監
視を行う
１ 河川水質測定調査　年６回
２ 河川底質測定調査　年１回
３ ため池水質測定調査　年２回
４ 事業所排水水質測定調査　年１回
５ 生息魚類、水生生物生態調査　年２回

塵芥処理費 1,052,370

1 家庭ごみ計画収集事業費 536,301

【ごみ収集清掃業務委託】
住民から輩出されるごみについて、地区を3地区に分け、計画的かつ
合理的に収集業務を実施する。
【指定ごみ袋】
市指定ごみ袋を市民に対し販売し、その販売代金をごみ処理費用の
一部に充てることで、ごみの減量化への意識を高める。

2 不燃物埋立処分場管理事業 5,310
①水質検査業務委
②借地料

3 生ごみ処理機購入補助事業 692

【機械式生ごみ処理機購入費補助金】　予算額：660千円
　補助金額：購入費の１/２補助（上限３万円 22基分）
【生ごみ堆肥化容器購入費補助金】　予算額：32千円
 屋外据置き式容器
　補助金額：購入費の１/３補助（上限２千円 10基分）
 密閉式容器
　補助金額：購入費の１/３補助（上限６百円 20基分）

4 リサイクル推進事業 39,071

資源ごみの有効利用及びごみ減量化を推進するため、リサイクルス
テーション、地区公民館及び集会所等で資源ごみの回収を行う
リサイクルステーション（市内２箇所）で回収

【新リサイクルステーション設置候補地調査業務委託】
総合計画に基づき、3箇所目となる新たなリサイクルステーションの設
置に向けて、設置候補地を調査する

5 資源ごみ回収補助事業 2,500

小中学校PTA等が行う資源（新聞紙、雑誌等）回収活動に対し補助金
を交付する
補助金額：回収量に対し１kg当たり５円
予算：５円×３１，２５０kg×１６団体
補助対象：小中学校PTA等



資料２

平成28年度主要環境事業予算　　一般会計 単位：千円

名　　　称 予算額 事　　業　（　業　　務　）　内　　容主　な　事　業 （ 業　務 ） 名

し尿処理費 33,273

1 し尿汲取り清掃事業 5,930

し尿汲取り清掃業務委託
１ 定額制　　１２５世帯２１０人
２ 従量制　　年間９，０００枚程度
（参考）
し尿汲取り利用者（上期）１２１世帯　２０３人

2 公共施設浄化槽点検清掃事業 742

公共施設浄化槽保守点検及び清掃委託
１ 浄化槽法定検査　１３箇所
２ 浄化槽保守点検　　２箇所
３ 浄化槽清掃　　２箇所
４ し尿汲取り　１箇所

保健衛生総務費 53,828

1
古瀬間聖苑に係る豊田市へに事務
委託等事業

19,083
火葬場として広く利用している古瀬間聖苑の運営管理に係る費用の一
部を委託料として支出する


