
平成２３年度 第１回 伊賀市環境審議会 議事録 

 
開催日時：平成 24 年１月 31 日（火）14:00～16:25 
開催会場：ゆめぽりすセンター２階東会議室 
出席委員：馬場委員（市議会議員）、西委員、高島委員、藤森委員、黒田委員、井上委員、吉岡委員、

房川委員、中西委員、北川委員、坂本委員、森野委員（以上団体被推薦者）、朴委員、靎﨑

委員（以上学識経験者）、中山委員、廣瀬委員、上谷委員（以上公募委員）、人権生活環境

部長、環境政策課長、企画課長、清掃事業課長、浄化センター所長、農林振興課主幹、下

水道課長、生涯学習課長、伊賀支所住民福祉課副参事、島ヶ原支所住民福祉課長、青山支

所住民福祉課長、水瀧主幹、島藤主査、山本、越智（以上事務局） 
欠席委員：中井委員、田山委員 
欠席当局：阿山支所住民福祉課、大山田支所住民福祉課 
議事事項：１ あいさつ 
     ２ 各委員の紹介 
     ３ 審議会について（議事録署名委員の指名について） 
     ４ 会長・副会長の選任 
     ５ 報告事項 

（１） 質問事項の回答について 
（２） 伊賀市環境基本計画実施計画進捗管理について 
（３） 伊賀市環境マネジメントシステム進捗管理について 
（４） 道路交通騒音測定等にかかる権限委譲について 

     ６ 協議事項 
（１） 伊賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）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 ：第１回伊賀市環境審議会を開催させていただきます。公私ご多忙のところ、ご出席いただ

き誠にありがとうございます。伊賀市環境審議会の事務局を担当しております環境政策課

の山岡と申します。よろしくお願いいたします。それでは事項書に基づきまして、人権生

活環境部長の前川よりご挨拶させていただきます。 
前川部長：伊賀市人権生活環境部の前川と申します。審議会委員の皆様にはお忙しい中、またここ数

日たいへん寒い中、ご出席賜りましてありがとうございます。委員の皆様方には昨年８月

に御委嘱させていただき、２年の任期となっております。本日が第１回目の開催となりま

す。この環境審議会は伊賀市の環境基本条例に基づき設置されており、条例では環境施策

について考えていかなければならないと示されています。昨年度にはこの審議会で伊賀市

地球温暖化対策実行計画を策定していただきました。計画の目標といたしまして、平成 27
年度には二酸化炭素排出量を平成 19 年度比で 10％以上削減するとしています。昨今環境

面では水質汚濁、悪臭、騒音など生活環境にも被害が生じてきています。こうした問題に

対しても対策を考えていかなければならないと思っています。審議会委員の皆様にはご意

見ご審議賜りますことをお願いいたしまして、挨拶に代えさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
 



【２ 各委員の紹介】 

今回初めての開催であるので、事務局より委員全員の名前と所属先の紹介を行う。 
 
【３ 審議会について（議事録署名委員の氏名について）】 

事務局から、中井委員、田山委員が欠席、定足数に達しているので、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。また今回の議事録署名委員として、馬場委員、上谷委員に

お願いする（了承を得る） 
 
【４ 会長・副会長の選任】 

事務局 ：どのように決めさせていただいたらよろしいでしょうか。 
中西委員：前回までの会長・副会長は誰でしたか？ 
事務局 ：前回までは会長を朴委員、副会長を靎﨑委員にお願いしていました。 
中西委員：そのまま継続してやっていただいたらどうでしょうか？ 
事務局 ：中西委員からの提案どおり、会長に朴委員、副会長に靎﨑委員で異議が無ければ拍手で承

認お願いします。 
（拍手多数により承認とする） 
会 長 ：三重大学の朴と申します。前回までは伊賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策

定に取り組みました。いかに伊賀市らしさを前面に出すかに時間を懸けました。そして数

値目標の設定にもかなりの時間を割きました。様々な数値目標が並んでいる中で、市民全

員の力を合わせてどのように実行していくのかをしっかり考えていきましょう。副会長・

委員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 
副会長 ：靎﨑と申します。前回までと同様、会長を補佐して、この審議会がスムーズに進んでいき

ますように努力していきますので各委員の皆様もよろしくお願いいたします。 
 
【５ 報告事項（１）質問事項の回答について】 

会 長 ：資料に基づきまして事務局より説明願います。 
事務局 ：資料を送付した際に質問をいただいていましたので、説明させていただきます。 

①としまして、伊賀市に何箇所か廃棄物焼却施設があるが、伊賀市環境基本計画２頁の適

用外か？ということでした。市内にはいくつか事業者が存在しますが、法的に認められた

施設ですので適用外となります。廃掃法により県知事の許可を得て稼動しており、測定結

果を提出しなければならないとしています。野焼きにつきましては苦情処理を環境政策課

で対応しています。例外規定については資料をご確認ください。 
     ②ですが、ＢＤＦとは何か？ということでしたので、説明いたします。ＢＤＦとは、廃食 

油や菜種からできる燃料のことです。ゆめが丘にもその為の施設がございます。 
     ③ですが、ＥＭＳとは何か？ということでしたので、説明いたします。ＥＭＳとは環境マ

ネジメントシステムのことです。事業者が経営方針の中に環境に対する方針や目標などを

設定し、達成に向けて取り組んでいくことを表します。 
     ④ですが、平成 22 年度伊賀市ＥＭＳの結果報告で別添資料と数字が違うということでし

たが、Ａ３用紙で伊賀市の温室効果ガスの集計では、本庁部局だけ取ってみても本庁舎建

物以外にも市民センターや保育所等が含まれてくるのに対して、Ａ４用紙で電力会社から

提供してもらいました資料では、庁舎の建物のみの数字になりますので相違が生じます。 
     ⑤ですが、平成 23 年度伊賀市ＥＭＳの各課目標で消灯の目標数値が 80～90％となってい

るのは低いのではないか？ということでした。各部署に確認しましたが、所管によっては

昼食時でも受付業務、夜間でも相談業務をしている部署もありますので、この数値に設定

しているとのことです。ご理解いただきたいと思います。 



     平成 22 年度伊賀市ＥＭＳの結果については他にも質問をいただきましたので、各部署に

聞き取りいたしました。詳細については添付の資料をご確認ください。質問事項につきま

しては以上です。 
会 長 ：何か質問、意見はありますか？ 
森野委員：温室効果ガス排出量の表を見れば、21 年度から 22 年度にかけて阿山支所のエネルギー消

費量がすごく増えていますがなぜですか？ 
事務局 ：22 年度から産業建設部が阿山支所に移転しましたので、それだけの差が生じています。 
森野委員：人も増えたし、本庁への移動でガソリンも使うし、ということですね。 
事務局 ：そうです。 
会 長 ：他に何かありますか？ 
中西委員：大山田支所は消費量の数値は減っていますが、支所の業務自体が削減されていっている状

態です。消費量は減って当然です。その点を踏まえた目標としているのか。次は教育委員

会が来ると聞いています。人が来れば当然エネルギー消費は増える。その関連性はどうな

っているのか。ちゃんと加味して前年比と考えているのか。支所が努力しなくても数値自

体は減っていくわけですよね。 
事務局 ：たしかに支所の職員数は減っています。この資料については予算の所轄で取りまとめして

います。今年からは教育委員会が移転しますので、24 年度に消費量が増えることは予測し

ています。 
中西委員：大雑把に計算して、単純に人が減ったからエネルギー使用も減って、努力しましたねと評

価をしているようなら問題だと思いましたので。大山田支所にはテレビがありません。支

所の職員が市民センターにテレビを観に来ます。そんな節約の仕方までして消費量を減ら

すのはいかがなものかと。大山田支所はいつ行っても寒いですしね。 
事務局 ：当然暖房は必要だと思います。しかし、当課としても節約を奨励しないといけない。市民

に推奨していくためにも職員には努力するように伝えていきます。 
廣瀬委員：対前年比が減少していれば良いように見えますが、この数値が果たして適正なのかどうか

が判断しにくいです。合計数値も大切ですが、きちっと適正値を按分して表記しておく、

それに対しての比率で評価すべきでは？無駄を削ることは当然ですが、どうしても削れな

い部分もあると思います。対前年比云々ではなく適正値を出して判断していってはどうで

しょうか？ 
会 長 ：いろんな工夫は必要ですね。今年度の数値も見て、その後の市民への説明も考えていきま

しょう。一つ言わせてもらうなら、使用電力量については夏場によく頑張れたと思います。

設備が整っている部署もあれば、節電しにくい部署もあります。資料を見る限り、一般家

庭は頑張ってくれていますが、比べて市役所本庁舎等は、いろいろ課題があることを差し

引いても頑張りが少ないと思えます。これは三重県庁に比べても少ないと言わざるをえま

せん。市民からはもっと頑張れと思われるでしょう。市民に対して説明責任も果たしてい

ただきたい。数字だけを並べるのではなく、取組内容など提示していけば市民はもっと協

力してくれるのではないか。この数値結果について、事務局で何か意見があれば仰ってく

ださい。 
事務局 ：伊賀市環境管理推進会議におきましても議論しましたが、本庁舎の建て替えや施設の老朽

化、また、冷暖房の一括管理など新庁舎完成まではシステム上の問題もございますので、

厳しい面があると考えています。 
会 長 ：もちろん事情はわかりますが、工夫することは大切です。空調にしても扇風機を使っての

節電対策等もできますし、古い建物でも一括管理でもできることはたくさんあると思いま

す。他所の良いところを調べて真似していくことも大事ですし、少しずつ改善していくよ

うに努力していきましょう。 



 
【５ 報告事項（２）伊賀市環境基本計画実施計画進捗管理について】 
会 長 ：次に移ります。まずは事務局より説明願います。 
事務局 ：まずは伊賀市環境基本計画実施計画について概略を説明させていただきます。この計画は

平成 19 年に市民意識調査、パブリックコメントを行い策定されたものです。期間は平成

27 年までの９年間です。５つの基本目標から構成され、その中で環境目標、基本施策が設

定されています。各課の取組みについては事前にお配りした資料に目を通していただいて

いると思いますので、一つ一つ項目の説明は省略しますが、各課で挙げた目標について、

概ね順調に進んでいます。しかし、若干取組みが不足していて、今後一層の努力を要する

項目として、進捗状況に△が付いている部分について報告させていただきます。 
     廃止代替バス・行政バスの運行につきましては、廃止区間の住民を対象に行政バスを走ら

せていますが、なかなか利用促進にはつながっていない状況です。同様に関西本線の電化

につきましても、要望はしていますが、なかなか協議として進んでいないのが現状です。

ノーマイカーデーにつきましては、いろいろ取り組んではいますが、産業建設部が阿山支

所に移転したことや、今後も分散化に伴い難しくなってきております。公共下水につきま

しても、全体的なアクションプログラムの見直しを行っているところですので、進んでい

るというわけではありません。公共施設の雨水利用推進も方針に変更はありませんが、設

置する施設が無いので進んではいません。太陽光発電設備の設置補助につきましては、国

の制度がありましたので、それを紹介するという形に留まっております。風力発電につい

ては県のアセス条例等に基づき事務を進めているところです。補助金については県内でも

設置されているところがありますので、今後も検討はしていきます。周辺市町村との連携

の部分では、とくに情報交換する案件がありませんでしたので行っていません。環境の助

成制度などもＨＰで公開することになっていますが、なかなか充分な紹介ができていない

のが現状ですので、今後も市民に広く発信していきます。以上です。 
会 長 ：何か意見はありますか？ 
中西委員：関西線の電化にいつまでも拘らなくても良いのでは？電化の前に本数を増やすことが先だ

と感じます。また、大山田地区でもコミュニティバスが走っていますが、民間と競合しな

い所を走りますので、必要な所をカバーできていない。温暖化対策でノーマイカーデーを

推奨するなら、もっと踏み込んで民間と重複してでも走らせないと。太陽光発電について

も試験的なものがあるので、どんどん公表して利用していけばいいのではないか。他市と

の連携も商工労働観光課では甲賀市と人材交流をしているのだから、どんどんテストケー

スとしてでも発表していけばいいのではないかと思います。 
企画課長：当課としましては、交通政策の部分で公共交通機関の利用促進などに取り組んでいます。

関西線の電化についてはＪＲとも協議を進めているところです。しかし、乗客が増えてく

れないことには電化もできませんとの返答をいただいております。企画課としても目標に

向けて引き続き協議を進めていく中で、本数増加についても併せて要望していきますので、

ご理解いただきたいところです。大山田地区の行政バスについてですが、三重交通で阿波

線が走っています。できるだけ事業者の路線とは競合しないようにとなっていますので、

その中でできる限り利便性を確保できますようルート等の見直しも含めて検討していくと

ころです。 
事務局 ：太陽光発電についてですが、現在庁舎建設の検討委員会がありますので、そちらでも議論

させていただきます。駅前につきましては設置なしと聞いています。他市との交流につい

ては商工労働観光課と確認します。 
会 長 ：ＬＥＤは温暖化対策実行計画を推進していく上でも非常に重要です。他にありますか？ 
北川委員：太陽光発電の民生の設置にかかる補助について、国の制度に頼るとなっておりますが、民



生としては少しでも補助を付けて設置を推奨していくのが良いのではないか。 近では効

率の良い装置もあります。状況を見てばかりでは、時機を逃してしまう可能性もあります。

是非前向きな検討をお願いしたいと思います。 
事務局 ：議会でも取り上げられましたが、県内では 12 の市町で補助金等を設定しています。鈴鹿

市や亀山市等で金額は様々です。伊賀市でも財政部局と折衝しているところですのでご理

解ください。 
会 長 ：新エネルギーについては協議事項でも話ができると思います。県は３月を目途に新エネル

ギービジョンを策定しています。中身にこれといったものが無いのは残念ですが、財源を

どうしていくかが一番問題です。しかし、省エネ、新エネルギー、地産地消は取り組んで

いかなくてはなりません。正直、伊賀市地球温暖化対策実行計画ではあまり触れていませ

んでした。協議事項で時間をかけたいところです。 
 
【５ 報告事項（３）伊賀市環境マネジメントシステム進捗管理について】 
会 長 ：引き続き事務局から説明お願いします。 
事務局 ：伊賀市ＥＭＳは、市長の定める環境方針に基づきまして環境基本計画、地球温暖化対策実

行計画を推進するためにＰＤＣＡサイクルを用いて継続的に取り組んでいくこととしてい

ます。 
まずは差替え分の確認をお願いいたします。清掃事業課の 23 年度の目標が切れていたの

で修正いたしました。 
22 年度の各課の目標と結果からですが、各課に取組んでもらいましたが、ポイントとして

は紙、水、エネルギー、車についての取組みが多いです。やはり会議が多いこともありま

して、紙についてはほとんどの課で挙げていました。両面コピーの実施等により、かなり

の削減ができていると思います。ほか、昼休みの消灯やノー残業デーの徹底により電力消

費を抑える努力をしてもらっています。車についてもエコドライブの意識が向上していま

す。グリーン購入や分別の徹底、保育所では園児と一緒になって環境問題を考えて取り組

んでいる所も多いです。また、エコバッグやマイ箸等、家庭でもできる取組みも多くなっ

ています。震災以降全国的にクールビズ、ウォームビズが言われておりますので、伊賀市

においても取組みの啓発を行っています。その取組みも含めまして、年に一回は各職場で

も職員研修を開催してもらっています。各課環境目標の設定、途中経過の分析を行い、徐々

にですが効果も出てきていると感じています。 
23 年度の各課の目標については、22 年度同様、紙、消灯、エコドライブでの取組みが多

く見受けられます。22 年度で職員の意識付けができた部署については、新たに別の目標に

取組んでいる所もあり、各課職場での研修も含めて、新しく様々な面でチャレンジしてい

るところが見られます。以上です。 
会 長 ：何かありますか？ 
廣瀬委員：ＥＭＳの目標は数値化できるものは具体的に表して分析を行い、結果については環境掲示

板等に示せば職員もわかりやすいのではないか。今のままでは事後の分析もしにくいので、

もっと具体的に数字を出した方が効果も示しやすいのではないかと思います。 
事務局 ：目標については、なるべく本庁でも数値化するように言っています。しかし、現実には細

かく数字で把握できない部分もあります。もっと枚数等、詳細に目標設定するように各課

に依頼はします。 
廣瀬委員：職員の研修を各課で取り仕切れる職員はいますか？また、事務局でその確認はできていま

すか？ 
事務局 ：所属長が環境管理主任推進員、その下に環境管理推進員を配置してもらい、そこから報告

シートを提出してもらっています。環境政策課で内容の確認を行い、シートに不備があっ



た場合については再提出の指示をしています。 
廣瀬委員：各職場に環境マネジメントシステムのマニュアルは配置されていますか？ 
事務局 ：職員共用のグループウェアに掲載し、職員全員に環境方針を所持させています。 
会 長 ：今の質問はたいへん重要です。伊賀市はどれだけやる気がありますか？三重大学での取組

み内容は知っていますか？本気でやるなら今の形では無理ですね。これだけは絶対にやり

遂げるというポイントも決めず、各課バラバラで取組んでも整合性が全くありません。た

だ単に羅列しても何の意味もありません。ＰＤＣＡサイクルを回さないと。きちんとした

マニュアルを作成する必要があります。環境管理推進会議があるならば、そこへどのよう

にプッシュしていくのか。もう一度根本的に方法を考えてみてください。全て数値化する

必要はありませんが、内容を精査して中身を伴わせないといけません。出てきた数字を合

計しただけでは不十分です。市長に年一回は必ず報告して見直しをしてもらってください。

例を挙げれば、レジ袋で 70％の目標とは何を考えているのか、と言わざるをえません。内

部でしっかりＰＤＣＡを行い、整合性を取ってから審議会に報告するようにしてください。 
中西委員：会長の言うことはもっともですが、根本としては支所の職員の意識が低いと思います。何

のために支所を作ったのか。総合支所であってほしいと思っています。以前、支所の前で

水道工事をしていました。そこから油が漏れていました。吸着バーナーで処置をしていま

したが、本庁が発注したものであるので、支所の職員は自分の部署の目の前のことでも知

らないと言うわけです。支所に権限が無いからこのような事態になるのだと思いますが、

本庁がいくら頑張っても支所が今の状態ではとても無理だと思います。もっと職員の教育

が必要ではないでしょうか。 
会 長 ：ＰＤＣＡサイクルをもっと取組むのであれば、かなりの時間をかける必要があります。環

境管理推進会議でもっと時間をかけて議論してください。できない部分、頑張れる部分を

しっかり分析していきましょう。そして伊賀市らしいＰＤＣＡを構築しましょう。 
 
【５ 報告事項（４）道路交通騒音測定等にかかる権限委譲について】 
会 長 ：事務局から説明お願いいたします。 
事務局 ：権限委譲は大きく分けて二項目です。24 年４月１日をもって三重県知事から伊賀市長に移

譲されることになります。一つ目は騒音規制法、振動規制法等に基づく規制地域等の指定

及び規制基準の設定です。二つ目は自動車騒音状況の常時監視の実施です。法定受託事務

となります。５年間で９地点を循環する計画としています。 
会 長 ：決定事項ですね。何かありますか？ 
副会長 ：規制地域は伊賀市ではどこになりますか？また、常時監視の地点はどこですか？ 
事務局 ：都市計画区域内となっております。県が従来から測定していた地点を継続し、比較してい

く予定です。 
中西委員：従来からを引き継ぐのは結構ですが、国道163号線ではトンネルが特級規格となっており、

大型ダンプカーが結構走っています。そこらの地点は何故対象に入らないのか？状況に合

った場所をどんどん組み込んでいってほしい。道路整備の前後での比較なども必要ではな

いかと思います。 
事務局 ：都市計画法の関係もありますので、考慮したいと思います。 
 
【６ 協議事項（１）伊賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）について】 

会 長 ：事務局より説明お願いします。 
事務局 ：昨年度伊賀市もったいないプランを策定いたしました。その中で平成 27 年度に５％削減、

と目標を掲げています。まずは、今年度の取組み状況の報告と今後の予定について報告い

たします。 



     今年度の取組みとして、各家庭に概要版と環境家計簿を配布し、計画の周知を行いました。

広報誌での案内、ケーブルテレビでの放送、環境セミナーの開催を行い、後にエコドライ

ブセミナーも予定しています。次年度も引き続き広報誌やセミナーで啓発を行い、事業所

についても啓発が必要ですので、三重県地球温暖化対策室が実施する地球温暖化対策計画

フォローアップ調査等と連携して啓発を行っていきます。庁内は伊賀市ＥＭＳを中心に管

理していきます。新エネルギーについては国・県の動向を見て今後の施策を検討していき

ます。事務局としてはこのように進める予定です。 
会 長 ：ここでは何を協議すればよろしいか？ 
事務局 ：もったいないプランの６章では、計画の進捗管理が明記されています。市民に配布はしま

したが、その後の進捗管理について、とくに企業に対してどのように啓発していくのかを

ご協議願いたい。企業については使用量の数値も桁が違いますので、やはり企業相手にど

う啓発していくのかが重要だと認識しています。しかし、企業も営利目的ですので、設備

投資すればお金がかかるので、という意見を以前のアンケートでいただいております。県

と連携を密にして、企業に対してどのように二酸化炭素排出量削減をお願いしていけばい

いのか、ご意見をいただきたい。 
会 長 ：2015 年までには基準年に比べて 10％削減が必要です。市として民生部門で何％、産業部

門で何％、伊賀市はどのように取組んでいくのか、ある程度のプロジェクトを作った上で

我々に示してほしいです。環境家計簿を基に何％削減を目標とするのか、市役所は公用車

を買い換えるのか、それが何％削減につながるのか、ある程度のグランドデザインができ

た上で提供してください。企業に対してどのように排出量削減を促していくのか、どのよ

うに頑張るのか、重点プロジェクトのモデルを作ってから、行政として提案をしてほしい

です。今回の審議会に何を求めているのかが見えてきません。 
上谷委員：伊賀市において、今の予算や人数の規模で企業に対して取組んでいけるのか？企業に対し

ては国や県が行動することであって、市が関与することではないと思います。この人口規

模の自治体では不可能ではないか。また、概要版を見ましたが、家庭での取組事項で効果

の目安の部分、照明器具で 1,850 円、これは１個なのか、家庭単位なのか、数字の単位が

よくわからない。エアコンはいいと思うが、照明器具のこの数字は合っているのか？また、

伊賀市において人口は減っているのに本庁ではガソリン使用が増えている。なぜ増えるの

か？まずは市役所から手本を示していくべきではないか。市役所自体に努力の跡が見えな

い。企業に対して指導できるとはとても思えません。目標の数字が少しおかしいのではな

いか？市単位でできることは家庭での取組みや、市役所庁内のことくらいだと思います。

国の出先機関や県庁舎も指導していくのか？どうお考えですか？概要版の数字の基準も明

確にしないとわかりにくいです。１個なのか、１台なのか、１軒なのか？ 
事務局 ：企業については非常に使用量も多いので、市としましても県と連携して企業に排出量削減

をお願いに行くつもりです。概要版の数字については資源エネルギーセンター・家庭の省

エネ大辞典から引用しています。国の基準で係数がありますので、それに基づき計算され

た削減量、金額となっております。わかりにくいということですので検討させていただき

ます。 
上谷委員：一軒なのか、一個なのか基準を聞いていますが。企業に対して本当に節電の提案ができま

すか？あと、なぜ本庁舎のガソリン使用量は増えたのか？ 
事務局 ：もったいないプラン本冊に掲載していますが、蛍光灯は一台です。 
上谷委員：蛍光灯を一つ変えればこれだけ変わるのですか？一般的にはエアコンが一番大きいと思い

ますが。本当に基準は合っていますか？ 
中山委員：省エネルギーセンターの数字をそのまま引用しているのだと思いますので、事務局も説明

のしようがないのでは。 



事務局 ：資源エネルギーセンターが出した数字ではこうなっていますので。 
井上委員：普通に取組めばこれくらい下がるのではないか。 
会 長 ：５－３を見てください。これをすれば 10％削減できますよという表示です。これを行政は

どう率先していくか。いろいろ組み合わさったものが施策として必要です。2015 年までに

10％削減するためにどうしていくのか、難しいものは後、と優先順位を付けて促していく

のもいいでしょう。審議会は年に数回しか集められません。短期目標まであと数年しかあ

りませんので、事務局は危機感を持って、県から情報を取ってくる、他部署との連携を図

った上での方法を審議会に挙げてください。もし、本冊と概要版でおかしな箇所があれば

事務局に問い合わせてください。大まかな器が定まっていないのに、細かい箇所を詰めて

いくのは無理なことです。別のところで事務局に質問として出しておいてください。 
上谷委員：企業へ対して取組みできるのか？ガソリンはなぜ増えたのかについては？ 
事務局 ：産業建設部が阿山支所に移転したことが大きいです。企業に対しても少ないメンバーです

ので、できないかもしれませんが、大きな企業に向けてだけでも啓発に取組んでいく方向

で検討したいと思います。 
上谷委員：回るだけでは意味が無いので、しっかり考えてしないと。 
事務局 ：回って節電のお願いをしていきます。行政も動いてくれと、中部電力からも要請が来てい

ますので。 
上谷委員：中部電力は商売ですので協力してくれるとは到底思えないですが。 
廣瀬委員：地球環境負荷に対して真剣に考えている事業所もあります。もっとＰＤＣＡをしっかり回

して行政がリーダーシップを取ってほしいと思います。また、この計画の中で一番重要な

ことだと私は思いますが、危機管理体制について掲載されていないのが残念です。再考し

ていただきたいと思います。 
事務局 ：危機管理の部署を中心にして、マニュアルを作成しているところです。 
廣瀬委員：環境事故が起きた場合や、環境負荷に対してのマニュアルはできていないのか？ 
事務局 ：市全体として取りまとめています。担当課として案は出しています。 
森野委員：計画の推進について、計画の資料では６章になりますが、環境家計簿など配布した物を市

民がどれだけ実践したのかがわからない。とくに住民自治協議会との連携の部分で、お願

いに行くべきではないか。少しずつでも取組んでいかないと、せっかく作った計画が活き

てこないと思います。 
馬場委員：山口県の自治体だったと思いますが、市民節電所事業という施策がありました。環境家計

簿や領収書を利用し、グループを組んで節電に取組む運動等、たくさんのアイデアがある

と思います。市民を巻き込んだ新しい案を行政から提供されたことがない。計画を作って

終わりでは困ります。行政の勉強が少ないのでは。先進地域を見て、様々な取組みをして

いってほしい。 
会 長 ：今日は担当部長も来てくれています。いかがですか？ 
前川部長：貴重なご意見ありがとうございます。様々な提案をいただきました。実行計画をどのよう

に推進していくのか、事務局と早々に相談いたします。本日はありがとうございます。 
会 長 ：担当部長は 初から 後までいてくれました。伊賀市の未来は明るいと思います。計画を

作ることは大変です。実行していくことも大変です。伊賀市が先進的に環境に取組んでい

きましょう。まだまだ話したいことはありますが、まずは審議する材料がほしいです。次

回はもっと具体的な案の提供をお願いします。事務局からもどんどん発信してください。

頑張っていきましょう。 
副会長 ：協議事項は計画の５章を掘り下げて、市の方針を具体的に出してほしかったですね。事務

局も人が入れ替わって、引継ぎが上手くいっていないのではと印象を持ちました。取組み

についての具体的な案、進捗状況の確認をする方法をどんなものにするかを示してくださ



い。 
 
【７ その他】 
会 長 ：何かありますか？ 
上谷委員：環境とは裾野が広いものですが、この審議会は二酸化炭素排出量削減のことだけがテーマ

ですか？もっと全体的なことも審議していくのか？ 
事務局 ：今は実行計画を中心に議論していきたいと考えています。 
会 長 ：いろいろ言いたいことはたくさんあると思いますが、何かありましたら事務局に連絡をし

てください。今回はこれで終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。 
 
（閉会 16:25） 
 
 
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 24 年３月 12 日 
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