
平成２６年度 第１回 伊賀市環境審議会 議事録 

 

開催日時：平成 26年 11月４日（火）14:00～15:40 

開催会場：ハイトピア伊賀５階多目的小研修室 

出席委員：池本委員、川瀬委員、西出委員、森野委員（以上団体被推薦者）、朴委員、上出委員（以上

学識経験者）、山下人権生活環境部長、藤山総合政策課長、高見廃棄物対策課主査、前川農

林振興課副参事、西森下水道課主幹、服部環境政策課長、杉野環境政策課主幹、山本環境

政策課主査、越智 

欠席委員：井上委員、北川委員 

議事事項：１ あいさつ 

     ２ 委員の紹介 

     ３ 会長・副会長の指名 

     ４ 議事録署名委員の指名について 

     ５ 伊賀市環境基本計画について 

     ６ 伊賀市環境マネジメントシステムについて 

     ７ その他 

議事内容：以下のとおり。 

 

（開会 14:00） 

【１ あいさつ】 

事務局 ：平成 26 年度第１回伊賀市環境審議会を開催いたします。委員の皆様には公私お忙しい中

ご出席いただきありがとうございます。事務局を担当しております環境政策課の服部でご

ざいます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。人権生活環境部長の山下よりご挨拶

させていただきます。 

山下部長：こんにちは。委員の皆様お忙しいところご参集いただきましてありがとうございます。伊

賀市におきましても地球温暖化防止の概念から事業に取り組んでいるところでございます。

今年度は次世代自動車急速充電器２基の設置を予定しています。低炭素社会の実現に取り

組んでいきたいなと思っております。今回の審議会では進捗等を報告いたします。ご存知

のとおり伊賀市新庁舎の条例案も可決されました。本格的に庁舎の整備が進む運びとなり

ましたが、現状をみますと組織が分散されているので低炭素社会、地球温暖化対策に対し

て相応しい体制が取れていません。阿山、大山田、ハイトピア伊賀、ふれあいプラザと分

散しているので効率が悪くなっております。一日も早く新庁舎が完成することを望んでい

ます。皆様には平素は行政がお世話になりましてありがとうございます。環境基本計画の

進捗状況、伊賀市ＥＭＳの報告をさせていただきます。ご意見を頂戴したいので、審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

【２ 委員の紹介】 

事務局から、全員の氏名と所属先を紹介する。委員８名中６名の出席により定足数に達しているの

で、環境基本条例第 18条第２項により審議会を開催することが可能であると報告する。 

 

【３ 会長・副会長の指名】 

事務局一任の声が上がったので会長に朴委員、副会長に森野委員の案を提案する。承認を得る。 

朴委員 ：伊賀市の環境審議会は環境の分野で一番重い存在であるものです。会長となりましたが地

域のことを理解している皆さんの助けが必要です。よろしくお願いいたします。 



森野委員：会長とともに環境問題に取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【４ 議事録署名委員の指名について】 

 事務局から、今回の議事録署名委員として、池本委員、川瀬委員にお願いする。了承を得る。 

 

【５ 伊賀市環境基本計画について】 

【６ 伊賀市環境マネジメントシステムについて】 

朴委員 ：事項書に基づきまして進めていきます。皆さんご存知だと思いますが環境基本計画は環境

に携わる者にとって憲法のようなものです。機能しないと厳しいのかなと感じます。環境

基本計画について事務局より説明願います。 

事務局 ：事前に送付しました資料を読んでいただいていると思いますので中身を細々と説明するこ

とは省略いたします。７月 15 日に庁内推進会議を開催いたしました。環境政策課では水

質汚濁防止のためのクリーンウォーク、環境ウォッチング、環境セミナーに取り組みまし

たが周知方法が課題です。レジ袋の辞退率や二酸化炭素排出量も横ばいの状態です。公共

施設の屋根貸しも事情により頓挫しております。農林振興課では間伐、受光伐については

面積は少ないですが順調と報告を受けております。廃棄物対策課ではごみ分別ガイドブッ

クを作成し、出前講座を行ったほか、ごみ袋の料金もアップしました。リサイクルやコス

トダウンに取り組んでいます。環境パトロールも行い、ごみの減量化に取り組んでいると

報告がありました。下水道課では上野地区の公共下水の見直しを進めていると聞いていま

す。浄化槽の設置は増えております。平成 29 年度には企業会計になる予定です。窓口を

どの部署が持つか庁内で検討中です。生涯学習課では各公民館単位でいろいろなイベント

を行っています。以上です。 

朴委員 ：ありがとうございます。進捗状況について◎や○が多いので順調なのかなと思います。何

かありますか？ 

事務局 ：各施策で平成 27 年度に向けての数値目標があります。大気環境の汚染基準の達成につい

ては現在 100％、公用車のうち低公害車の保有台数は現在 11 台、河川の環境基準も現在

100％、公共下水６処理区も100％となっております。農業集落排水は26年度より２箇所、

花垣と依那古が開始されたと聞いております。 

朴委員 ：平成 26年度も半分以上が過ぎています。25年度の進捗報告があって、26年度の方向性を

どうしているのかの報告が欲しかったです。力を入れて取り組む部分はどこなのかをもっ

と明確にしてください。今の時点で 25年度の報告、26年度の計画を資料として出すのは

少し遅いと思います。しかし、環境基本計画の進捗は順調ということでよろしいのでしょ

うか？ 

事務局 ：各課からの報告について、◎や○で評価するにあたり数値で表すことが難しいところもあ

ります。公共交通機関の利用も数は伸ばしてはいますが、数自体が少ないということもあ

り、課題となっております。 

朴委員 ：25 年度は概ね順調、26 年度はしっかりと取り組んでいる途中、そういうことでよろしい

ですね？ 

西出委員：資料に目を通しましたが膨大ですね。字も細かく、同じことが何度も掲載されているので

わかりにくいです。環境基本計画の実施計画で教えてください。伊賀線運行支援で赤字と

は聞いておりますが、これを見ましても凄い赤字でこの先大丈夫なのかと心配になります。

赤字の理由と、イベント等いろいろしてくれていますが活性化の見通しはいかがでしょう

か？紙の使用量や両面コピーの件については６番目の項目の時に言ったほうがいいです

か？ 

朴委員 ：関連する質問も出てくると思うので、事項書の５と６を同時に議論しましょう。 



総合政策課：当課では公共交通対策全般を担当しています。伊賀線の赤字について、伊賀鉄道は平成

19 年から今のかたちで運行しております。利用者数が平成 20 年度で約 200 万人、25 年

度で約 163万人、全体で約２割減となっております。営業収益ダウンの現状です。運行に

かかる費用も安全第一の考えは勿論としまして、できる限りの削減に努めていますが 25

年度で営業損失が３億 1600万円です。20年度から前後しますが約３億円の赤字が続いて

いる状況です。利用者数が減っているなかで何とか経費を削減しまして３億円の赤字とし

ていますが、なかなか厳しい現状でございます。現在は市から 6000 万円の補助金、残り

は近鉄からの支援としまして単年毎の収支はプラスマイナス０となるようにしております。

しかし、このスキームは 28年度までの取り決めとなっております。29年度以降どういっ

たスキームにしていくのかは伊賀鉄道、近鉄、三重県を交えて検討中です。子供達の乗り

方教室、年末にはイルミネーションやクリスマスコンサート、また、５月には伊賀線まつ

りと様々なイベント等利用促進を含めて伊賀鉄道に関心を持ってもらうよういろいろ取り

組んでおりますが、なかなか利用客数が伸びない現状です。今後もできる限りの利用促進

を考えていきたいと思っています。 

山下部長：年間通してイベント等活発に行っていますがニーズには届いていないようです。交通体系

そのものがどうなのかとも思いますが。 

西出委員：小さい孫が電車好きでよく乗りたいと言います。大人も付き添いしますが一日フリーパス

があることを最近知りました。孫も一日遊ばせられるのでとても便利で良い企画だと思い

ました。私も最近まで知らなかったのでもっと早く知っていれば良かったとも思いました。

良いこと、得なことはもっと浸透していくように周知をしてくれればと思うのでよろしく

お願いします。 

総合政策課：これまで以上にＰＲ等伊賀鉄道とともに行っていきたいと思います。 

朴委員 ：ほかに何かありますか？ 

事務局 ：伊賀市ＥＭＳについて、24 年度までは各課で三つの目標を決めて取り組んでいましたが、

審議会でも同じ目標が多いという意見を頂戴しましたので、今回はガソリン使用量削減と

紙の使用量削減の二つに絞って取り組みました。軽油や重油も含めたエネルギー使用量全

体としては増加しました。紙の使用量についても約 799万枚から約 883万枚と増加しまし

た。いろいろな計画策定に伴う資料作成、また、年度末に紙の買いだめをされている部署

もあると思います。エネルギー使用量の増加について、例えば青山支所が大幅に増加して

いますが、これは青山保健センターの使用分の報告自体が昨年度まで出されていなかった

ためです。こちらで把握しきれておらず申し訳ございません。教育委員会も増加していま

すが、ハイトピア伊賀の分を按分で管理しておりますので、使用者数が増加すればエネル

ギー使用量も増加することになります。重油の増加は浄化センターで使用量が増加したた

めです。消防本部、市民病院は出動回数などで上下されるのでご容赦ください。 

朴委員 ：エネルギー使用量増加の理由がわかっているのならば、今年度はどう取り組むつもりです

か？庁舎分散でいろいろ大変だとは聞いていますが、紙の使用については庁舎の分散は理

由にならないと思います。省エネルギーもできていないとなると伊賀市役所の環境はどう

なるのでしょうか。庁内で周知されていますか？このままいけば 27 年度はどうなってし

まうのですか？ 

事務局 ：毎年削減はできておりましたが今回このような結果になってしまいましたので、庁内でも

再度しっかり検討し、来年度に向けて協議していきたいと思います。浄化センター施設の

建替えもありますが、環境負荷の少ない方向に持っていけるように考えてくれていると思

います。 

朴委員 ：エネルギーはわかりますが、紙の使用量は何故増えたのですか？裏面使用するとコピー機

の性能を落とす場合もあるので両面コピーをしなかったとか、報告書が多かったとか、な



にか理由があるなら別ですが。ＥＭＳを進めていくなら理由をしっかり押さえることが大

事です。 

事務局 ：細かくは把握できていませんので、早急に各部署に問い合わせます。 

朴委員 ：この一覧表も見比べにくいですね。理由があるならＯＫですが、もっと早急に理由を確認

するようにしてください。 

事務局 ：各部署に確認し、理由について委員に提示できるようにします。 

朴委員 ：これだけ都市ガスを使っている青山の施設が一つ丸々報告されていないことに気づかなか

ったのですか？ 

事務局 ：今回の報告でやっと気づいたことですので。申し訳ございません。 

朴委員 ：青山の施設に責任を感じてもらわないといけません。伊賀市のＥＭＳが崩壊したと言われ

ても仕方ありません。あり得ないことです。内部評価ができていないのでは？ 

事務局 ：青山保健センターには使用量を出せる範囲で出すよう指導します。 

山下部長：青山の施設は都市ガスが特化している。プロパンなのか都市ガスなのか確認しておくよう

に。 

事務局 ：青山保健センターからの報告によりますと、24 年度は 28169 トンから 25 年度は 24680

トンとなっております。削減したとなっております。 

朴委員 ：今のままでは情報公開された時にみっともないので、青山の都市ガスの件は※印で注釈を

つけてください。使用量は前年から減っているのに報告が抜けていたことで増加したかの

ような結果に見えてしまっているので表記方法を考えてください。あと報告は洩れなくさ

れるようしっかり指導してください。 

事務局 ：わかりました。 

朴委員 ：二酸化炭素排出量は三重県では約 15％、三重大学では約 30％の削減をしています。人が

分散しているのはわかるが、では 26 年度は分散が無いのだからしっかり削減できるよう

に周知してください。今からでも暖房使用等で努力すれば間に合うので少しでも減らすよ

うに努力してください。 

事務局 ：そのようにします。庁内にはウォームビズに取り組むように周知しました。 

朴委員 ：お願いします。他にないですか？ 

川瀬委員：子供たちが対象だと思いますが、自然体験教室や自然と触れ合う各種催しの開催の部分で

阿山は 25 年度にキーホルダーを作って 16 名、26 年度もいろいろ行事をされております

がこれは阿山地区の人のみ対象ですか？上野公民館だと上野管内の人のみですか？ 

事務局 ：そうだと思います。 

川瀬委員：参加人数が少ないですね。今年度はどれくらいの参加者だったかわかりますか？ 

事務局 ：まだ問い合わせておりませんのでわかりません。 

川瀬委員：イベントをしてくれているのに参加人数が少ないようなので、広報とかで案内はしてくれ

ていますが次のステップとしてもっとＰＲに努めてください。参加されたらすごく有意義

なものであると思いますので。他のイベントではもっと参加者が多いのでしょうか？ 

山下部長：公民館教室の一環としての環境分野での取り組みを報告してくれております。 

森野委員：ＰＲは方法がとても大切です。 

事務局 ：公民館主催の活動と支所主催の活動があります。青山支所主催で河川フェスティバル、ま

た別に青山公民館主催でもイベントといった具合です。当課でも環境ツアーや学習会など

行っていますが参加人数は少ないです。周知はしているのですが。 

山下部長：相対的に参加者が少ないのが現状です。 

川瀬委員：商工会では小学生に環境のことを少しでも学んでもらおうと小学校にお願いして標語を考

えてもらう等しています。 

事務局 ：さくらリサイクルセンターへの見学や環境ポスターの募集なども行っています。 



川瀬委員：個々に対しては意識啓発をしているがイベント等の参加者には結びついていないのかなと

感じます。毎年同じ状態が続いているようならば、人を集める方法をよく考えてください。 

事務局 ：子供たちもクラブ活動や教室等で土日がつぶれてしまうこともあるのかなと思っておりま

す。 

朴委員 ：阿山公民館は年に１回ですが大山田公民館は年に数回してくれています。同じ公民館でも

差があります。頑張ったところは表彰するなどインセンティブを与えてもよいのでは。 

山下部長：公民館活動については環境に特化した内容で差が出ているだけで、環境以外の部分でもい

ろいろ頑張っていると思います。 

朴委員 ：それはわかりますが、環境の部分で差が出てしまっているので、人員が少なくて取り組め

ないのであれば協力するなども考えてください。工夫をすれば何とかなるとも思います。

底上げのために情報公開されてみてはいかがですか？ 

事務局 ：この資料についてはホームページでも掲載しています。 

上出委員：親子を対象に体験学習などいろいろと催しをしています。今年で 21 年目に入りました。

市民は 10万人います。この 10万という数字を活かすことが大事だと思います。人は多い

ので啓発次第で何とかなると感じます。子供達を対象にひとりひとりの意識改革が大事で

す。身近なことでできることから取り組んでいただきたい。例えば安全パトロールをして

くれる人には腕章を渡す、そうすることで堂々と取組みができることになります。抑止力

にもつながります。積み重ねれば 10万人で大きな力になると思います。 

朴委員 ：26 年度の実施計画を見ると阿山公民館も少し増えています。もっと促してください。25

年度は 16名でしたが 26年度に期待しましょう。 

森野委員：環境基本計画実績及び報告では同じ内容が別のページに載っているのが見受けられます。

施策が違うのに同じ内容が書かれているのは、それぞれの部署がきちんと捉えられていな

いのではと思えます。記載内容等もっとしっかり伝えてください。今年から環境税が徴収

されていますが、森林面での啓発に対して補助金が下りてくるようになっています。その

補助金を何に使っているかを明確に記載するようにしてください。 

朴委員 ：伊賀市は補助申請の手を挙げていないと聞いています。県は災害対策に使いたいようです。

残りは自治体に下りてきます。27年度の実施計画に載るのか楽しみです。 

森野委員：もったいないですね。子供たちの学習のためにも使えると聞いています。 

朴委員 ：伊賀市の環境部門が弱っているのかなと感じます。審議会の委員が８名とは少なすぎます。

これでは寂しいですね。25年度の報告も遅く、挙句に内容もお粗末なものです。経費の削

減、圧縮はよいが環境審議会が小規模なのは寂しい。集まる人数が少ないと集まる情報も

少なくなります。環境を細々とやっていくのならそれでもかまいませんが。もっと緊張感

を持ってやっていただきたい。 

西出委員：市役所の職員同士でもっと横の連携を取ってほしいなと思います。他の部署のことでも制

度等は把握しておいてほしいですね。審議会の委員よりも市の職員が先に情報をキャッチ

してほしいです。環境基本計画も施策をもっとまとめてください。同じことが掲載されて

いて読みにくいです。混乱しますので整理してください。 

森野委員：環境基本計画の中の施策の一本化は難しいかなと思います。 

朴委員 ：どのように精査していてくのか、ＰＤＣＡをしっかりするように。見直しをしてください。

腕の見せ所です。 

森野委員：レジ袋の辞退率が 87％とのことですが、これは横ばいですね。スーパー、コンビニエンス、

ドラッグストアの状況はいろいろ聞いておりますが、協定で定められている収益金の使途

はどうするのですか？検討委員会のような組織もありますので、一回くらい開催されては

いかがでしょうか？ 

山下部長：数年前にさくらの木の植樹で頓挫しましたね。 



森野委員：駄目だったならまた別の方法を考えてほしいですね。それと環境家計簿の報告はどうしま

したか？ 

事務局 ：市の職員からの報告が少なく10人程度の回答でしたのでまとめるまで至っておりません。

外部からの協力もありませんでした。 

森野委員：できなかったとしても報告は欲しいです。環境家計簿を普及させる方法を考えてください。

地球温暖化防止につながっていくことですので小さいことでも続けていってほしいですね。

環境アドバイザー制度ももっと活用してください。市は人材のデータを持っていますか？ 

事務局 ：あります。 

森野委員：データがあるなら活用してください。活用すればアドバイザーになりたい人も出てくると

思います。 

事務局 ：久米川クリーンウォークで河川レンジャーに来てもらっています。 

森野委員：人材登用のところをもっと充実させてください。 

朴委員 ：環境基本計画の進捗評価で◎や○の基準はどうなっていますか？回数ですか？％ですか？ 

事務局 ：回数で判定することもあります。参加人数が少なかったので△と評価したりはしていませ

ん。 

森野委員：人材登用の部分も呼んだ回数で評価するものでもないと思います。 

事務局 ：地域に環境パネルの貸し出しをしています。 

森野委員：人材の育成の項目は、伊賀市の人材育成だと思います。伊賀市民で環境アドバイザーの認

定を受けた方を登録してイベント等で活用するようにしてください。その回数を載せてく

ださい。他所から人を呼んできただけで○とはならないと思います。 

上出委員：私もこの項目は伊賀市民の人材育成だと捉えています。予算のことも理解できますが、環

境は生命に関わることでもありますのでもっと予算も取ってください。市民全体の盛り上

がりが大切です。私が関わっているエコクラブでは、郵便物がテープで留められているの

みです。これは究極のエコだと思っています。同じようなことを市でも考えていただきた

い。そのためには人材育成は重要な分野だと思います。僅かなことでも積み重ね、継続の

体制づくりが大切です。 

山下部長：指導者を広く募りながら、育成できる場の回数を増やさないといけません。 

上出委員：県の環境学習センターで学んでいる方もたくさんおられると思います。そこから派遣して

もらうことで幅広くできると思います。 

朴委員 ：委員の皆様の意見はご尤もです。伊賀市ＥＭＳで膨大なデータを集めているのだから、も

っと精査してデータを活かしてください。環境基本計画の進捗状況の◎と○も精査してく

ださい。27年度もこの状態ですと審議会で通すことはできません。危機感と緊張感を持っ

て取り組んでください。若い人達も含めて手を合わせて伊賀市が良くなるようによく考え

てください。この時期の段階で通さないわけにはいかないので、皆さんの協議を基に通し

たという形をとりますが。どんな理由であろうとエネルギー使用量や紙の使用量がこんな

に増えているようでは話になりません。困ったことに減っていく予兆も見えません。伊賀

市ＥＭＳが機能していないと思います。 

西出委員：歴史的・文化遺産の活用のところですが、ケーブルテレビで赤井家を市が新しく修復した

と知りました。今後も文化財を守っていただいて継承していってもらいたいなと思います。 

事務局 ：担当部署に伝えます。 

上出委員：環境基本計画の中に、市民、事業者、市が一体となって環境保全に努めると書いてありま

す。実績及び計画を見ていますと、事業者に対しての働きかけが少ないというか無いよう

です。いろんな方策をもって事業者の方も取り組んでもらえるように働きかけをよろしく

お願いしたいと思います。 

事務局 ：クリーンウォーク等は事業者の方も来てくれております。 



上出委員：ごみの減量に対して、例えばスーパーでもトレーの種類、大きさがとても豊富です。そこ

だけでも統一すれば、かなりのごみの削減になると思います。 

川瀬委員：実績報告のところで、年に２回行った、などと記載されています。いつ行ったのかも書く

ようにしてください。日にち等書いておいた方が良いと思います。 

事務局 ：次回からはそのようにします。27年度からは中身についても変えていきたいと考えていま

す。 

朴委員 ：他に何かありますか。必要があれば環境審議会を開催したいが、環境基本計画の 25 年度

実施計画はこれで了承としたい。（※「はい」の声あり）26 年度の中間報告も確認しまし

たが、また近いうちに環境審議会を開催してほしいと思います。27年度にどうしていくの

かの提案を聞きたい。伊賀市ＥＭＳも結果はどうあれ、ある程度分析もできているような

ので、25年度の数値について了承としてよろしいか。（※「はい」の声あり） 

 

【７ その他】 

会 長 ：何かありますか。無いようですので、これで 26 年度第１回伊賀市環境審議会を終了とし

ます。ありがとうございました。 

事務局 ：長時間に亘るご審議ありがとうございました。報告だけということで申し訳なかったです

が、ご了承いただきましてありがとうございました。 

山下部長：長時間に亘りまして審議いただきありがとうございました。いろいろご指摘をいただきま

した。たいへんお粗末な内容でした。環境基本計画については、25年度の課題が 26年度

に反映されていないことが原因だと感じております。26年度の実績を踏まえながら残った

課題を精査し、次年度の計画をたてていくようにシステムを変えないといけません。ただ

の報告だけとなってしまいます。伊賀市ＥＭＳについても、徹底した周知、連携により温

室効果ガスの削減に努めてまいります。紙の使用量も含め、各部署あげて取り組みの強化

を図りたいと思っております。来年度評価してもらえるような資料を整えていきます。 

 

（閉会 15:40） 

 

 

議事録について、上記のとおり顛末を録し、ここに署名します。 

 

平成 26年 11月 25日 

 

 

      議事録署名委員 伊賀市環境審議会委員   池本 初子     ㊞ 

 

                                 

      議事録署名委員 伊賀市環境審議会委員   川瀬 静子     ㊞ 


