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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成29年度 第2回寒川町環境審議会 

日 時 平成29年8月30日(水)午後2時00分～4時25分 開催形態 公開 

場 所  寒川町役場 東分庁舎2階 第1会議室 

出席者名

欠席者名

及び 

傍聴者数 

【出席委員】河合委員、中沢委員、川口委員、佐伯委員、清田委員

中川委員、佐藤委員、館林委員、平本委員、梅澤委員

片谷委員、池貝委員、若松委員、 

【事 務 局】環境経済部：畑村部長 

環境課：徳江課長、椎野主任主事 

【欠席委員】沖本委員 

【傍 聴 者】なし 

議 題 

 

（１）平成28年度版寒川町環境報告書(案)について 

 

決定事項 
 

 

議  事 

１ 開会 

２ 会長あいさつ（片谷会長あいさつ後、池貝副会長あいさつ） 

３ 議事録承認委員の選出：川口委員、佐伯委員 

４ 議 題 

 

（１）平成28年度版寒川町環境報告書（案）について 

 

（片谷会長）議事進行は、前回の審議会以降に修正した部分につい

て章ごとに説明してもらい、質疑を受ける形で進めて

いく。 

 

＜３．平成２８年度 さむかわの環境の概要＞P5～P16 

（事 務 局）前回の審議会において指摘を受けた環境報告書（案）

の修正部分及び修正の内容を説明。 

（河合委員）P6の「環境活動の活発化」について、下から5行目、「

環境美化活動については～」と、下から2行目、「これ

らの美化活動に～」の文章は順番を入れ替えた方がよ

い。同時にグラフも順番を入れ替えた方が分かりやす

い。 
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（片谷会長）他の委員に異論がなければ、修正することでよいか。 

（事 務 局）修正する。 

（片谷会長）昨年度は光化学スモッグによる健康被害の報告は、全

県的になかったのか。 

（池貝副会長）なかった。 

（清田委員）現在は健康被害の報告は少なくなっているのか。その

理由は何か。 

（池貝副会長）やはり地元の自治体での周知が迅速に行われている

ことが大きな理由。また、3年前、非常に暑い日が続い

たことがあり、その時は夏休みの少年野球やサッカー

をやっていた子ども達が90人ほど被害を受けた。それ

以降はそれほど極端に暑い日が続くということはなか

った。 

（片谷会長）光化学スモッグ注意報の発令時には、屋外で運動をし

ないということが浸透してきた。 

（片谷会長）P12の一番上の「河川底質」のグラフで、数値と横罫線

が重なっているため、非常に見づらい。グラフの縦の

比率を変更して見やすくしてはどうか。 

（事 務 局）修正する。 

（片谷会長）P15の中段において、ごみを出す前に水分をよく切って

から出すことが書かれているが、こういった呼びかけ

について、梅澤委員の方でも以前から行っているか。 

（梅澤委員）従前より、折りに触れては周知している。キエーロの

普及とともに、何か家庭ごみの水分を切るようなもの

が配れないかと思う。 

（河合委員）ごみを燃やす費用と、水分を切るための物品の配布費

用を比較して、それぞれの費用対効果を検証すること

が必要。 

（片谷会長）今回の報告書にそのことを記載するのではなく、今後

の課題として、何か水分を切る方法を考えてもらうと

いうのを審議会からの提案とする。物品の配布は予算

措置が必要となるので、すぐに対応するのは難しい。 

（事 務 局）昨年の広報さむかわ11月号で周知している。大さじ2杯

分の水分を切ることができれば約30グラム減らせるな

ど、なるべく分かりやすい表現で掲載した。全戸配布

される「ゴミ野ゲンゾウ見聞録」の中で引き続き周知

する。 

（清田委員）ごみを出す日に、置き場に大量のごみを持ってくる家

庭がある。正しく分別していないのではないか。 

（梅澤委員）そういうこともあるかもしれない。 

（清田委員）寒川町では指定収集袋を導入して、ごみ排出の有料化

が行われているわけだが、指定収集袋の価格が安いの
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で、分別せずに出しているのでは。 

（片谷会長）指定収集袋の価格についても、今後の検討をお願いし

たい。 

（若松委員）P6、一番下の行のごみの回収量が26,000kgから59,000

kgに変わった。これに伴って、P37の取組状況と今後の

方向性の上から6つ目、「環境美化活動に対する支援」

とあるが、これはどういったものか。 

（事 務 局）町内会などで行う地域の環境美化活動において、実施

団体が希望する枚数のごみ袋の配布を行ったり、集め

たごみを町の委託業者が回収するといった形で支援を

行っている。 

（片谷会長）要は、町民による自主的な環境美化活動を支援するた

め、ごみ袋の配布や収集を行ったということ。そのよ

うに記載するべき。 

（事 務 局）修正する。補足として、通常のごみ収集は指定収集袋

で出してもらって収集しているが、環境美化活動では

それでは小さいので、無地の大きなごみ袋を使っても

らっている。 

（若松委員）P10、コミュニティバスについて、利用実績を記載して

いるが、利用目標に対して多いのか、少ないのか。 

（事 務 局）直接の担当課は都市計画課であるが、環境課の所感と

してはもう少し利用が伸びてほしいと思う。寒川駅と

海老名駅をつなぐルートの実証運行を行っているが、

マイカーの利用を抑えて公共交通の利用促進が図れれ

ばと思う。 

     ※寒川駅と海老名駅をつなぐルートは、コミュニティバ

スではなく寒川町と海老名市の補助を受けて運行する

路線バスであり、平成29年4月1日より実証運行から本

格運行へ移行した。 

（片谷会長）コミュニティバス利用の目標値は公表しているのか。

目標値があるなら表に記載するべき。また、目標に対

する実績との比較を本文に記載するべき。 

（事 務 局）担当課に確認して、目標値がある場合は修正する。 

（中沢委員）コミュニティバスの実態として、運転ができないよう

な高齢者が利用している。自動車の排出ガス対策とは

別の目的がある。 

（清田委員）そもそも、コミュニティバスの制度は、採算が取れな

いルートとして路線バス会社が撤退したのを、交通弱

者を救う目的で始まった。 

（片谷会長）利用実績が目標に達しない場合であっても、交通弱者

対策という側面もある。それも記載するべき。 

（事 務 局）修正する。 
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（平本委員）海老名駅と寒川駅をつなぐルートは記載しないのか。 

（事 務 局）寒川町内のデータのみ記載している。 

（清田委員）海老名駅と寒川駅のルートは路線バスで、コミュニテ

ィバスとは違う。 

（片谷会長）いつから実施しているのか。 

（事 務 局）一昨年から実証運行として実施している。 

（片谷会長）今回は記載せず、次年度に記載するか検討する。 

 

※「4．第2次寒川町環境基本計画 総括評価」から、｢6.基本指標の 

目標と実績｣までは、「7.環境指標及び施策の取り組みの点検評価

」の修正内容を抜粋したものであり、修正内容の説明が重複して

しまうため、「7.環境指標及び施策の取り組みの点検評価」のみ

説明することとした。 

 

＜基本目標１ 参加と協働＞P31～P37 

（事 務 局）前回の審議会において指摘を受けた環境報告書（案）

の修正部分及び修正の内容を説明。 

（片谷会長）Ｐ36の一番上の指標、町内事業者の環境マネジメント

システムの導入社数とあるが、社数ではなく事業者数と

いうのが一般的であるが、同じ会社で町内に複数の事業

所という例はあるか。 

（事 務 局）確認するが、同じ会社で複数の事業所というのはなか

ったと記憶している。 

（若松委員）現在は社数で表すのが一般的である。 

（片谷会長）一部の事業所という単位では認証は受けられないか。 

（若松委員）そういった形でも認証を受けることはできる。 

（片谷会長）事務局でどちらの表現が適切か確認し、支障のないよ

うに記載すること。 

（中沢委員）P33、取り組み状況と今後の方向性の一番下で、生涯学

習人材登録制度「ステップ・アップ」における評価が4

となっているが、環境に関する人材登録人数1名、利用

実績なしで評価が甘すぎないか。 

（事 務 局）人材登録自体はかなりの人数が登録されているが、環

境に関しては1名のみ。 

（片谷会長）利用実績はないが、利用できる体制は整っているとい

うことか。 

（事 務 局）担当課である協働文化推進課と調整して修正する。 

（中沢委員）P34、施策の概要の四つ目の枠で、こどもエコクラブと

なっているが、現在の状況はどうか。 

（事 務 局）現在の登録はない。こどもエコクラブの登録が伸びな

い理由としては、大人のサポーター1名の確保が難しい

のではと考えている。こどもエコクラブを今後どうする
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かといった部分と併せて、町内の小中学校に配布される

子ども情報紙の中でPRしていきたい。 

（河合委員）子どもサイエンスフェスティバルの中で、東中の生徒

がカブトムシのふ化などにかなり関心を持っていた。需

要はあるのではないか。 

（事 務 局）先日に行った川の生き物調査隊などにも、かなりの人

数の親子が参加していた。こどもエコクラブの需要はあ

ると認識しているが、こちらとのマッチングができてい

ない。 

（片谷会長）その下の記載で、環境団体と学校の連携の支援とある

が、学校中心の活動が活発に行われているのであれば、

こどもエコクラブの評価が2であっても、さほど深刻な

事態ではないという見方もできるが、川口委員の意見と

してはどうか。 

（川口委員）南小学校の例を挙げると、環境学習として、4年生の総

合的な学習の時間の中で、環境をテーマとして扱ってい

る。他の小学校でも環境学習は行っている。 

（片谷会長）学校での取り組みが進んでいるのであれば、こどもエ

コクラブはそれを後方からサポートするという位置づけ

でも差し支えないと思われる。学校教育と相互に補える

形で取り組みを進めるなどの記載に改める。 

（事 務 局）修正する。 

（中沢委員）P35、取り組み状況と今後の方向性の中段に、寒川広域

リサイクルセンターにおける分別研修とあるが、何人が

受けたのか。 

（事 務 局）28年度は10人が受講した。以前からこの研修は行って

おり、管理職から新人まで幅広い層で受講している。累

計で100人ほど受講した。 

（中沢委員）P36、取り組み状況と今後の方向性の上から二つ目で、

町は環境マネジメントシステムの導入を断念したと記載

されているが、一方では町は中小企業の環境マネジメン

トシステムの認証取得を支援しているとある。町は環境

マネジメントシステムを導入しないでよいのか。 

（片谷会長）このことは昨年度の環境審議会において議論し、方針

を変更することとした。ただし、導入しないということ

ではない。ISO14000の取得にこだわらず、手続き等が

簡素で実質的な環境マネジメントシステムを導入するこ

ととした。 

（若松委員）秦野市が自己適合宣言を行った。 

（片谷会長）秦野市の活動を踏まえて、次回に具体的な目標を設定

する。 
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＜基本目標２ 自然環境＞P38～P42 

（事 務 局）前回の審議会において指摘を受けた環境報告書（案）

の修正部分及び修正の内容を説明。 

 

（河合委員）P38、取り組み状況と今後の方向性の一番下、「町民参

加は難しいが、町民参加による保存樹林・樹木の維持管

理体制の構築を検討する」とあるが、記載の意味がわか

らない。「町民参加による」という施策の取り組み方針

がそもそも間違っているのではないか。 

（事 務 局）保存樹林・樹木は個人の所有であるが、個人だけでは

管理が行き届いていない。都市計画課でも苦慮している

部分である。なお、ご指摘の「町民参加による」は削除

する。 

（片谷会長）保存樹林・樹木は個人の所有であることから、管理の

主体はあくまで個人の所有者。施策の取り組み方針とし

ては、「町民参加による樹木・樹林の維持・管理活動へ

の支援」とあり、町が管理するわけではないため、方針

自体は誤りではない。取り組み状況と今後の方向性を、 

     「保存樹林・樹木は個人所有、保存樹林・樹木の維持管

理支援体制を構築」とすれば意味は通じる。 

（事 務 局）修正する。 

（河合委員）何か手を打たなければ、今後も評価2が続く。 

（片谷会長）町民にボランティア活動を呼びかけてはどうか。 

（河合委員）サギ山に竹がたくさん生えてしまっている。所有者に

了解を取って、竹を切ってもらうボランティアを募集す

れば、かなりの人数が集まるのではないか。 

（片谷会長）ボランティアをお願いするにも色々とやることはある

が、支援体制を整えればよい。 

（清田委員）保存樹林・樹木を指定した後はどのような対応となる

のか。 

（事 務 局）杭のようなものを立てて、広く知らせている。以前は

補助制度もあったが平成の初期まで。その後の管理はあ

まり行き届いていない。保存の指定を受けたことが家族

間で伝わっていなかったということも聞いている。 

（河合委員）町内のどの樹林・樹木が、保存樹林・樹木なのかを町

民は知らないのではないか。近隣の平塚市などでは、ホ

ームページに保存樹林・樹木の一覧表やマップを公開し

ている。 

（片谷会長）可能な限り早期に、一覧表とマップを公表していただ

くよう都市計画課に働きかけていただく。 

（事 務 局）都市計画課と調整して、指定された保存樹林・樹木を

公表することを検討する。 
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（河合委員）P39、取り組み状況と今後の方針の一番上、サギ山の調

査の記載があるが、サギ山の記載は基準年と前年と本年

のデータがあればよい。川の生き物調査のデータや、野

鳥観察のデータなどを記載するべき。川の生き物調査で

は、希少種のゴクラクハゼなども見つかっている。 

（片谷会長）希少種については、「希少種も含まれていた」など具

体名などを明かさない形で記載すればよい。何種目何匹

の生息が確認できたといった形で記載すればよい。 

（事 務 局）修正する。 

 

＜基本目標３ 生活環境＞P43～P50 

（事 務 局）前回の審議会において指摘を受けた環境報告書（案）

の修正部分及び修正の内容を説明。 

（片谷会長）P48、基本目標に対する評価の説明の一番上で、地下水

の環境基準を超過した1地点は、地下水を何の用途に使

っているのか。 

（事 務 局）会社名は公表できないが、工場内の井戸のため工業用

水として使用されている。 

（片谷会長）飲用の地下水の井戸は町内に何地点あるのか。 

（事 務 局）2地点と記憶している。 

     ※改めて確認したところ、2地点とも飲用として使用して

いなかった。町内で飲用として使用している井戸の箇所

は不明。 

（清田委員）地下水の環境基準は飲料水の環境基準と同じ。環境基

準は超過していても、飲まない限りは大きな問題ではな

いという見方もできる。基本目標に対する評価の説明 

に、「ただし、当該地点は工業用であり、飲料水には使

用していないことを確認した。」と加えるべき。 

（事 務 局）修正する。 

（若松委員）P50、施策の概要の一番上、PRTRの情報提供について

記載されているが、対象の物質は何か。クリーンセンタ

ーのダイオキシンなどか。 

（池貝副会長）これは、県で測定しているデータを、町が加工して

公表しているという意味であり、町のクリーンセンター

のダイオキシンのことではない。一般家庭や自動車の排

出ガス、非対象の事業者から出てくるデータなども含ん

でいる。自動車排出ガスのベンゼンや、一般家庭の防虫

剤のジクロロベンゼンなども含んだデータを提供してい

る。例えばベンゼンでは、県全体の自動車数と走行量か

ら全体の排出量を算出し、それを市町村ごとに割合を出

して、排出量を割り振っている。対象物質の種類は概ね

200種類ほど。 
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（清田委員）データの公表について、法的な義務はあるのか。 

（池貝副会長）誰がというのは書かれてないが、PRTR法には積極的

な公表に努めるとある。 

（片谷会長）工場などはPRTRの届け出義務がある。これ以外のもの

については、県が測定し集計して、市町村ごとに排出量

を割り振っている。寒川町では、大規模な発生源はない

ので、それほど心配はないのではないか。 

（若松委員）塗料工場ではトルエンなどを使っている。これについ

ては大丈夫か。 

（池貝副会長）寒川町では、特に目立ったものは記憶にない。 

（片谷会長）将来、町内のPRTRの状況を調査して、本当に問題がな

いかを確認する。環境科学センターの協力を得て行うと

よい。 

 

＜基本目標４ 都市環境＞P51～P60 

（事 務 局）前回の審議会において指摘を受けた環境報告書（案）

の修正部分及び修正の内容を説明。 

（片谷会長）P58、取り組み状況と今後の方向性の一番上の枠で、見

え消しの箇所がある。これは何か。 

（事 務 局）27年度は駅周辺整備事務所で実施した。H28年度から

は道路課へ移管されたため、見え消しで記載した。 

（片谷会長）取り組み自体がなくなったわけではないので、枠を道

路課と駅周辺整備事務所の二つに分け、道路課の取り組

みとして記載するべき。 

（事 務 局）修正する。 

 

＜基本目標５ 資源・エネルギー、地球環境＞P61～P68 

（事 務 局）前回の審議会において指摘を受けた環境報告書（案）

の修正部分及び修正の内容を説明。 

（河合委員）P64、取り組み状況と今後の方向性の一番下で、エアコ

ンが「絵や今」と記載されている。 

（事 務 局）修正する。 

（片谷会長）全体の評価が3というのは、公共施設全体の電気使用料

が下がっていないのが大きな理由か。 

（事 務 局）体育館などの電気使用量が下がっていないため。 

（河合委員）クールシェアを実施すれば、電気使用量は上がるので

はないか。 

（事 務 局）人数が多ければ多いほど、電気使用量が上がるという

わけではない。 

（清田委員）今年度から町内の学校にエアコンが導入された。 

（川口委員）今年度、普通教室に導入されたのは中学校のみ。 

（河合委員）学校の照明をLEDに変えたら間引きできないか。 
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（片谷会長）照明をLED化するにも、やはり大規模改修などのタイミ

ングでないと実施できない。 

（若松委員）P65、取り組み状況と今後の方向性の一番下で、消防車

両の更新が書かれているが、環境報告書と関係があるの

か。 

（事 務 局）古い車両を更新し、より環境にやさしい車両にしたと

いうこと。 

（片谷会長）「車両を更新し、燃費を改善した。」という記載にす

るべき。 

（事 務 局）修正する。 

（中沢委員）我が家のごみの量が減らない。たくさんごみを出して

いる家があるが、あれは葉っぱではないか。 

（清田委員）新興住宅地では、ごみの袋を4つも5つも持ってくる。

そういった家ではおそらく分別はされていない。ごみに

対する意識で、各家庭間に相当の差がある。 

（梅澤委員）ごみに対する意識があれば、例えば草を刈ってもすぐ

に出さず、干して重量を減らしてから出す。だらしのな

い家では、土がついたままの草をごみに出す。 

（中沢委員）キエーロについて、設置するメリットがないのではな

いか。 

（梅澤委員）残飯を捨てなくてよい。ごみの排出量も減る。 

（片谷会長）ごみの排出量の削減には、いろいろな方法がある。 

（中沢委員）キエーロはどのくらい売れたのか。 

（梅澤委員）100個ほどになる。 

（事 務 局）キエーロは、町としてはごみ減量化の効果があると認

識している。ごみ処理に係る費用が減れば、町の予算を

他の施策に振り分けることができる。町のごみ排出量は

県内で3番目であり、町村の中ではトップだが、ごみの

減量化は町だけの取り組みでは限界があるので、町民や

町内事業者のご協力をいただきながら進めていきたい。 

（河合委員）ごみの焼却費用がいくら掛かっているか周知すべきで

は。 

（梅澤委員）すでに周知している。 

（片谷会長）ごみ処理施設の建設・改修費用まで含めたら、大変な

金額になる。 

（事 務 局）広報でも周知したが、すでに焼却灰の最終処分場が限

界を迎えている。新しい処分場も簡単には作れない現

状がある中で、町としてはできる限り焼却灰を減ら 

し、ごみ処理に掛ける費用を減らしていきたい。 

 

＜重点プロジェクト＞Ｐ69～Ｐ80 

（片谷会長）P80、地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域政策
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編）の取り組みの中止について、方針としてはこれで

よいと思う。新たな取り組みについて、審議会の意見

を聞きながら決めるとの説明があったが、いつ、どう

いう形を考えているのか。 

（事 務 局）まず、事務局の中で検討し、審議会に案を提示させて

いただく。審議会を開く形とするか、文書にて各委員

にご確認をいただくかを検討する。 

（片谷会長）重要な案件であるので、今年度または遅くとも次年度

の報告書の内容を審議する前に決めておく必要がある。

もし、議論をする場を設けるのであれば、この時期まで

に設ける必要がある。 

（事 務 局）みどりの基本計画との関係もあるので、これとの整合

性を図り、対応していきたい。 

（片谷会長）今年度は第2次環境基本計画の中期の3年目に当たる。

後期に向けての見直しを考える必要がある。 

（河合委員）区域政策編は重点プロジェクトだが、残り3年で実現が

難しいのであれば削除できないか。 

（片谷会長）第2次は残り3年だが、その後は第3次というように今後

も取り組みは続いていく。環境保全の目標がなくなるわ

けではない。 

（河合委員）国より、地方自治体は一律25％の二酸化炭素排出量削

減といった押しつけが来るのではないか。 

（片谷会長）地方自治体での一律の対応は現実的に難しい。おそら

くそういった押しつけはないのではと思われる。 

 

５．その他 

 

（片谷会長）今回の報告書では審議会の意見というのは、どのよう

に記載するのか。 

（事 務 局）今回、いろいろな意見をいただいたので、環境報告書

の再修正案をご確認いただく際に、併せて記載する。 

（片谷会長）環境報告書の再修正案と審議会の意見を各委員にご確

認いただき、それを取り入れてもらって、最終的な環

境報告書と審議会の意見を事務局で作成する。その最

終確認については、会長と副会長で確認する。再修正

案の配布はいつごろか。 

（事 務 局）環境報告書の再修正案は、議会もあるので9月20日ごろ

を目処とさせていただく。 

６．閉会 

以 上 
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・平成29年度 第2回 寒川町環境審議会次第 

・平成28年度版寒川町環境報告書（案） 

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
川口 義和  佐伯 厚司 

 

平成２９年１０月５日（木）確定 

 


