
様式第3号(第9条関係) 

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称  みよし市環境審議会 

開 催 日 時  平成30年6月18日(月曜日) 午後4時から午後4時40分まで 

開 催 場 所  みよし市役所 3階 研修室5 

出 席 者 

会 長：柴本 信之 

副会長：功刀 由紀子 

委 員：小嶋 博見、山田 裕一、伊藤 欽治 

次 回 開 催 予 定 日  未定 

問 合 せ 先 
 環境経済部 環境課 担当 大城 

 電話0561-32-8018 

下欄に掲載するもの 
・議事録全文 

・議事録要約 
要約した理由   

審 議 経 過 

 

《議事》 

 

【環境経済部次長兼環境課長】 

ご着席ください。本日は、お忙しいところお集まりいただき、

誠にありがとうございます。 

只今より、平成３０年度第１回みよし市環境審議会を開催い

たします。 

 始めに、皆様に委嘱状の交付をさせていただきます。会議資

料の次第を 1枚はねていただきますと、委員名簿が載せてあり

ます。 

 委嘱状の交付は、自席で行わせていただきますので、その場

にてご起立をお願いします。 

 

《委嘱状の交付》 

 

【環境経済部次長兼環境課長】 

 続きまして、開催にあたり市長よりごあいさつを申し上げま

す。 

 

【市長】 

 本日は、公私ともに御多用の中、ご出席をいただきありがと

うございます。皆さまには、日頃より本市の環境行政全般にわ

たって、多大なるご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。 

本市では、人と自然との共生、循環社会の構築、地域住民

の快適な生活を確保するため、各種調査の実施など、市内の

環境状況の把握に努めております。また、市内事業所の皆さ

まと公害防止に向けての協定の締結、個人や事業所を対象と



したエコエネルギーに対する補助など、事業所や市民の皆さ

まとの協働による環境施策を展開しております。委員の皆さ

まには、環境施策の指針となる各種計画に対し、貴重なご意

見を賜っていることに、重ねて感謝を申し上げる次第であり

ます。 

また、西三河５市による「首長誓約」により、今年度も各種

の事業を計画しています。主な事業としては、7月から 9月ま

での「クールシェア事業」、来年の 2月に｢西三河環境フェスタ｣

の開催を予定しています。皆さまのご協力をお願いいたしま

す。 

本日は、本年度の主な環境事業等についてと、今後の審議

内容の予定について説明をさせていただきます。委員の皆さ

まには幅広い経験に基づく豊富な知識、時には厳しいご意見

やご提言を本市にご提供いただき、より良い環境づくりにご

理解とご協力、更なる前進への支援を賜りますようお願い申

し上げ、冒頭のご挨拶とさせていただきます。 

本市のPRを一つ申し上げます。担当部署は産業課になります

が、昨年8月19日に三好大提灯まつりが開催されました。その

時に3基あるうちの1基の大提灯がギネスに認定されました。高

さが10.8m、直径が6.5mの大きい提灯でございます。 

本市では8月に入りますとみよし三大夏祭りが開催されま

す。8月4日には三好池まつり、8月18日いいじゃんまつり、8

月18日、19日が三好大提灯まつりでございます。ギネス認定の

記念事業として、フォトコンテストを開催します。３つの祭り

どれでも良いので、写真を撮ってご応募いただければと思いま

す。賞金総額は８０万円です。詳しくはチラシ等でご確認いた

だければと思います。インスタグラムでも応募できますのでよ

ろしくお願いします。なお、大提灯は1年に2日間しか見ること

ができませんので、8月以降は市内７箇所でAR技術を使って、

そこでアプリを起動すると大提灯と一緒に写真を撮ることが

できるような予定をしています。 

将来的には、提灯だけでなくこのAR技術を使って、背景にい

ろいろなものを映すことができると良い、と思っています。 

三好池祭りは日本一風情のあるまつりです。なぜならば、花

火の数は近隣と比べると10分の1程度ですが、池の近くで見ま

すと花火が水面に移りますし、提灯舟が７艘ありますので、風

情があります。今年は予算を増額して花火の数を増やしていま

す。来年は、三好池の堤防の耐震工事の都合で、三好池まつり

が開催できないかもしれませんので、ご紹介をさせていただき

ました。 

 

【環境経済部次長兼環境課長】 

ありがとうございました。ここで、市長は、他の公務のため、

退席させて頂きますので、よろしくお願いします。 

次に、委員の皆様の「自己紹介」をお願いしたいと思います。 

 

委員名簿を参照ください。 

なお、本日 野田委員、柴田委員、佐藤委員、今井委員、可

児委員からは欠席の連絡をいただいております。 



では、柴本様より順次席順に従ってお願いします。 

 

（自己紹介） 

 

【柴本委員】 

【功刀委員】 

【小嶋委員】 

【山田委員】 

【伊藤委員】 

 

【環境経済部次長兼環境課長】 

ありがとうございました。続いて事務局の自己紹介をさせて

いただきます。 

 

【環境経済部長】 

【環境経済部次長兼環境課長】 

【環境課副主幹】 

 

【環境経済部次長兼環境課長】 

それでは、「次第」に従いまして進めさせていただきます。 

環境審議会は、市長の諮問に応じて、環境の保全、環境美化

及び環境衛生に関し必要な調査及び審議を行う組織であり、委

員の任期は、２年となっております。 

今年が改選の年にあたりますので、会長、副会長の選出をお

願いしたいと思います。 

会長、副会長の選出は、「みよし市環境基本条例」第２８条

第１項の規定により、委員の皆様による互選となっております

が、いかがお取り計らいいたしましょうか。 

 

（事務局一任） 

 

事務局一任の声がありましたので、事務局よりご提案させて

いただきたいと思います。会長には、柴本委員、副会長は功刀

委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

これよりの議題の取り回しにつきましては、「みよし市環境

基本条例」第２８条第２項の規定により、柴本会長に取り回し

をお願いします。 

よろしくお願いします。 

 

【柴本会長】 

 それでは、次第に従いまして議題を進めてまいります。 

 「平成 30年度環境課の予算及び事業について」、事務局より

説明をお願いします。 

 

【事務局】 

平成30年度環境関係予算及び事業についてご説明します。 

 資料2ページをご覧ください。 

 平成30年度環境課予算総額は１１億４２６１万３千円で前

年比２．９％の減となっています。また一般会計における環境



課予算の比率は４．８％です。 

 

 環境課の主な事業としましては、予算別に保健衛生総務費、

環境衛生費、公害対策費、塵芥処理費、し尿処理費があります。 

 資料の３ページをご覧ください。 

 まず、保健衛生総務費３１０６万９千円、主な事業としまし

ては、やすらぎ霊園管理事業及びやすらぎ霊園基金積立事務が

合わせて５９０万円、古瀬間聖苑に係る豊田市への事務委託等

事業が２５１６万９千円です。 

 続いて環境衛生費６６９０万円、主な事業としましてはエコ

エネルギー促進事業費４９８０万円です。今年度より太陽光発

電システム、蓄電システム、HEMSの３つ、又は太陽光発電シス

テム、電気自動車等充給電システム、HEMSの３つを同時に申請

しますと１５万円が加算されるようになりました。 

 また、事業用低公害車購入費補助金として、本市における低

公害車を購入する事業者に対してエコエネルギー促進事業補

助金と同様に補助をしてまいります。 

 続いて資料４ページをご覧ください。 

 公害対策費として１４８７万円、主な事業としては、大気環

境調査事業として８０２万１千円です。これは市内における降

下ばいじん測定、大気測定、自動車騒音常時監視に係る騒音等

及び面的評価業務における委託業務です。 

 続いて資料５ページをご覧ください。 

 塵芥処理費９億９９６５万円、主な事業としては家庭ごみ計

画収集事業費５億５４８１万１千円です。本年度より、不燃ご

みを金属ごみと陶磁器・ガラスごみと分別の種類を増やし、ご

みの減量化に取り組んでまいります。 

 最後にし尿処理費３０１２万４千円、主な事業としまして

は、し尿処理に掛かる豊田市への事務委託２３７７万１千円で

す。 

 以上で平成30年度環境関係予算及び事業についての説明と

します。 

 

【会長】 

 只今「平成30年度環境課の予算及び事業について」説明があ

りました。ご質問、ご意見がございましたらご発言ください。 

 

【環境経済部次長兼環境課長】 

 補足説明です。 

 資料3ページ、やすらぎ霊園はみよし市が管理している公営

の墓地であります。4期までの工事の予定がありまして、今2

期まで終わっております。850ほどの区画を整備しております

が、現在350区画程度の販売実績で、半分以上が残っています。 

古瀬間聖苑については豊田市と一緒にやっておりまして、火葬

業務を行っています。 

 環境衛生費としては主なものとして、エコエネルギー促進事

業として太陽光発電システム、燃料電池システム、蓄電システ

ム、HEMS、電気自動車等充給電設備、低公害車の補助事業を行っ

ています。 



 犬猫死体処理としては、道路上に死んでいる犬・猫・タヌキ・

キツネ・カラス等の死体処理を行っています。 

 環境美化推進事業としては、市内一斉環境美化の日等を行っ

ています。 

 不法投棄の対策事業としては、不法投棄防止パトロールを

行っており、年間150日のパトロールを行っています。 

 生活排水路の補助としましては、二級河川及び準用河川等に

隣接行政区13行政区に対して清掃に対する補助金を交付して

います。 

 犬の登録・狂犬病予防事務についても環境課で行っていま

す。 

 鳥獣保護等許可事務については、県から委託を受けて事務を

行っています。予算が100万円増えていますが、カラスによっ

てごみ集積所が荒らされることがありますので、山形市で導入

されている鷹を利用したカラスの駆除を予定しています。 

 犬・猫の避妊や去勢に対して金額は違いますが補助を行って

います。 

 公害対策費について、大気環境・水環境調査を委託で行って

います。 

 環境管理事業では、昨年と比べて３７３万２千円の減額と

なっていますが、昨年度は市役所駐車場に電気自動車充電設備

の設置工事を行ったため、今年度は減額となっております。予

算には計上されておりませんが、市内の小中学校や公共施設の

屋根を業者に貸し出しして、太陽光発電設備を設置し発電を行

い、発電の収入は業者の収入となりますが、屋根の使用料とし

て本市の収入となる事業を計画しております。 

 塵芥処理費として、ごみ処理とリサイクルに係る費用、また

日進市、東郷町と本市による事務組合であります尾三衛生組合

への運営費負担金があります。 

 し尿処理費では、豊田市に事務委託しているし尿処理に関す

る費用となります。 

 

【会長】 

 何かご質問はありますか。 

 

【伊藤委員】 

 参考までに、し尿処理費の中で、し尿汲み取り業務委託はな

くならないと思いますが、委託業者がバキュームカーを更新す

る際に委託料が上昇するような心配があると思いますが、いか

がでしょうか。 

 また、し尿処理にかかる費用は定額制、従量制とあるかと思

いますが、金額はいくらですか。 

 

【環境経済部次長兼環境課長】 

 し尿汲み取り事業は業務用の仮設トイレもあるので今後も

なくなりません。家庭でのし尿の汲み取りは、アパートが新し

くなると減っていくので、年間５から１０世帯程度減少してい

るので、今後も減少傾向が続くと思われます。 

 



【事務局】 

 し尿処理に掛かる費用は、従量制は従量３６０円９０００枚

で、定額制は人頭割及び世帯割となりますので、料金について

はそれぞれとなってきます。 

 

【伊藤委員】 

 ありがとうございます。 

 

【小嶋委員】 

 鷹を使ったカラスの駆除はいつごろを予定していますか。三

好下では園原地区でカラスが多くいるようなので。 

 

【環境経済部次長兼環境課長】 

 現在調整中ですが、近いうちに行う予定です。テレビで見た

のですが、ドローンに鷹の顔を被せて飛ばしても、カラスに対

して効果があったようですので、何らかの効果はあると思いま

す。ただ、追い払うだけですので、隣の町に行くだけかもしれ

ません。 

 

【小嶋委員】 

 市民からも何とかして欲しいとの声がよく聞かれています。 

 

【柴本会長】 

これで、本日の審議会の全ての議事を終了しました。 

 

【環境経済部次長兼環境課長】 

 その他としまして、みよし市第２次環境基本計画策定予定を

事務局よりご説明します。 

 

【事務局】 

 みよし市第２次環境基本計画策定予定をご説明します。現在

本市では、環境基本計画が平成３３年３月までの計画期間で策

定されています。平成３３年３月で計画期間が満了することに

伴い、平成３３年４月からを計画期間とする「第２次みよし市

環境基本計画」の策定が必要となります。そこで、「第２次み

よし市環境基本計画」策定に向けての予定を挙げさせていただ

いております。 

 平成３１年度につきましては、第１回の環境審議会で「第２

次環境基本計画」の策定に向けて審議をいただき、★★となっ

ているところには新元号が入ってまいります。★★元年８月に

第２回の審議会を開催し、「第２次環境基本計画」策定に向け

たアンケート調査を行うにあたり、内容・項目についての審議

をしていただきます。★★元年１０月にアンケート調査を行い

ます。★★２年３月に第３回審議会を開催し、アンケート結果

についての報告、審議を行っていただきます。 

 ★★２年度については★★２年５月に第１回審議会を開催

し、「第２次環境基本計画」原案について審議していただき、

★★２年８月に第２回審議会を開催し、「第２次環境基本計

画」（案）についてご審議いただきます。★★２年１０月には



「第２次環境基本計画」（案）についてパブリックコメントを

実施してまいります。そして、★★３年３月に「第２次環境基

本計画」を策定してまいり、★★３年４月から計画に沿った事

業を行っていく予定としておりますのでご報告させていただ

きます。 

 

【環境経済部次長兼環境課長】 

 この審議会では、昨年度は｢ごみ処理基本計画｣の中間見直し

を行っていただきました。今年度については、特にご審議いた

だくことが今のところありませんので、本日は委嘱状の交付と

環境事業のご説明をさせていただきましたが、来年度以降「第

２次環境基本計画」を策定してまいりますので皆さんのご協力

をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 今回提案させていただいた内容は以上ですが、全般として何

かご質問はございませんか。 

 特にご意見も無いようですので、これで平成３０年度第１回

環境審議会を終了させていただきたいと思います。 

 

 一同ご起立ください。 

一同礼。 

ありがとうございました。 

 

 

  

 

 

  
 

 


