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   平成１５年度 第１回 春日井市環境審議会議事録 
 
１ 開催日時  平成１５年７月３０日（水）午後１時～午後３時３０分 
 
２ 開催場所  春日井市役所 ３階  行政委員会室 
 
３ 出席者 
  春日井市長    鵜 飼 一 郎（途中退席） 
 【委 員】 
  会  長     河 野 恭 廣 
  副 会 長     青 山 博 徳  
  委  員     堀 田 義 久 
  委  員     梶 田 美登里 
  委  員     伊 藤 幹 夫 
  委  員     小 林 英 生 
  委  員     宮 原 明 弘 
  委  員     水 尾 衣 里 
  委  員     笹 谷 康 之 
  委  員     二 宮 善 彦 
 【事務局】 
  環境部長     松 田 和 敏 
  環境政策課長   西 尾 義 和 
  同副主幹     山 根 正 寛 
  同副主幹     小 林 健 志 
  同環境企画担当主査   上 村 浩 一 
  同主任      神 戸 健 志 
 
４ 議題 
   環境施策の推進体制について 
   自然環境の保全に関する制度について 
   環境基本計画の推進について 
   その他 
   市内の環境の状況について 
 
５ 会議資料 
   平成１５年度 第１回春日井市環境審議会資料 
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  「環境基本計画における推進状況」中間とりまとめ（案） 
   市内の環境の状況について（平成 14 年度 環境基準達成状況） 
（別添資料） 
  資料１  春日井市環境政策推進会議要綱 
  資料２  春日井市環境審議会委員名簿 
  資料３  春日井市環境政策推進専門部会名簿 
  資料４  春日井市環境政策推進会議体制図 
  資料５  条例制定に係るスケジュール 
  資料６  環境基本計画における自然環境の保全に関する施策の体系、及び

条例に盛り込むべき基本的検討事項  
  資料７   春日井市における自然の特性 
  資料８  春日井市の相観植生図 
  資料９  特に大切にしたい生物分布図 
  資料 10  現条例「春日井市自然環境の保全および緑化の推進に関する条例」

における自然環境の保全に関する施策 
  資料 11  自然環境の保全に関する制度一覧 
  資料 12  市内における関係法令に係る規制イメージ図 
    資料 13  他市の自然環境の保全に関する条例内容一覧 
 
６ 市長あいさつ 
  議事に先立ち、鵜飼市長からあいさつを行った。 

 環境問題については自治体における最重要課題となっており、本市
も、平成 13 年９月の環境基本条例の制定、環境都市宣言の採択、平成
14 年３月の環境基本計画の策定を行ってきました。また、環境基本計
画の推進に向けて、平成 14 年 12 月に、かすがい環境まちづくりパー
トナーシップ会議を立ち上げ、行政、市民、事業者が一体となって環
境に関する様々な取り組みを行っています。 
本日の審議会では、環境基本計画の推進状況について報告をいたし
ます。 
また、自然環境の保全に関する制度確立について審議会に諮問をい
たします。 

７ 諮問依頼 
 鵜飼市長から春日井市環境審議会の河野会長へ、春日井市の自然環境の保全
に関する制度について諮問を行った。 

  （鵜飼市長は、諮問を行った後に所用につき退席） 
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８ 議事内容 
        環境施策の推進体制について環境施策の推進体制について環境施策の推進体制について環境施策の推進体制について    

【西尾課長】 環境施策の推進体制、条例制定に係るスケジュール等について
資料１から資料５に基づいて説明。 

【河野会長】 環境政策専門部会の会議の公開、非公開について、各委員の意
見を求めるのか。 

【西尾課長】 各委員の皆さんの意見を聞いていただきたい。 
【笹谷委員】 今日の審議会については公開ですか。 
【西尾課長】 平成 14 年４月に施行された会議公開制度により、本日の審議会

は公開となっております。会議の傍聴人は、市のホームページで
募集しましたが、応募はありませんでした。 

【小林委員】 環境政策推進会議について要綱はありますが、環境政策推進専
門部会については、要綱等はあるのか。 

【西尾課長】 環境政策推進専門部会については、要綱等は設けておりません
が、推進体制の中で設けるということから審議会で承認をいただ
きたいと思います。 

【二宮委員】 資料３に記載されている自然環境保全審議会についての位置付
けは。 

【西尾課長】 自然環境保全審議会については、資料 10 に記載の「春日井市自
然環境の保全および緑化の推進に関する条例」で設置が規定され
ている審議会です。しかし、これから検討をしていく自然環境の
保全については、環境基本条例、環境基本計画を含めて幅広く審
議いただきたいと考えております。ただし、自然環境保全審議会
には自然環境に精通した委員もおられますので、環境政策推進専
門部会には参加をしていただきたきたいと考えております。 

【宮原委員】 環境政策推進会議と、それに係る幹事会及び研究会といった庁
内組織については以前からありましたが。 

【西尾課長】 環境基本計画を策定するときに設けておりましたが、今後環境
基本計画における進行管理等を推進していくうえで新たな組織と
しました。 

【河野会長】 専門部会は未成熟な議案等を審議するという性格上、非公開に
するということであると思います。 

【水尾委員】 環境審議会は公開されていること、専門部会で審議された内容
については最終的には環境審議会の議案として挙がるので、専門
部会は非公開にしても問題はないと思います。 

【二宮委員】 専門部会での審議事項について、論点は環境審議会で報告され
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るのか。 
【西尾課長】 議案として環境審議会へ提出していくことになると思います。 
【水尾委員】 河野先生とわたしは、専門部会の委員ですので、専門部会での

議論のプロセスについてはある程度審議会でお伝えすることがで
きるかと思います。 

【河野会長】 施策の推進体制については、事務局の提案どおり承認してよろ
しいでしょうか。また、専門部会の会議は非公開とすることでよ
ろしいでしょうか。 

【委員全員】 異議なし。 
 
        自然の保全に関する制度について自然の保全に関する制度について自然の保全に関する制度について自然の保全に関する制度について    

【小林副主幹】 条例制定の必要性、条例に盛り込むべき基本的検討事項、春日井
市における自然の特性等について資料６から資料13に基づいて説
明。 

【笹谷委員】 シンボル生物とは一般的な言い方になっているのか。 
【小林副主幹】 シンボル生物とは、指標となる生物のことです。 
【二宮委員】 資料 12の市内における関係法令に係る規制イメージ図について、

これらの規制区域と新たに制定する条例で規定する規制区域は重
なるのか。 

【小林副主幹】 現在の他法令に係る規制区域を踏まえて、新たな条例で規制の対
象とする区域について検討していくことになります。自然公園法
や森林法の規制がかかっていない区域が対象になるのではないか
と考えております。 

【二宮委員】 他法令の規制がかかっていない市街化区域や調整区域について
規制していくということか。 

【小林副主幹】 今後、検討していくことになりますが、他法令の規制がかかって
いない区域が新しい条例の主な規制区域の対象になるかと考えま
す。 

【堀田委員】 資料５の条例制定に係るスケジュールについて、10 月までに基
本的な考え方の検討、課題、具体的な施策の検討について記載さ
れているが、３か月程で施策の検討までやるのか。 

【小林副主幹】 年明けには市民意見を求めたいので、なるべく早い段階から様々
なご検討をいただきたいと考えております。 

【小林委員】 河川において従来の護岸工事により生物が住みににくくなって
いるが、新たな条例にはそのような点についても考慮されるのか。 

【小林副主幹】 環境基本計画のなかに盛り込まれている、自然に近い工法による
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河川工事の推進をはじめ、さまざまな施策について総合的に検討
していく必要があると考えます。 

【宮原委員】 従来の条例を見直すということですが、鉱物掘採等の届出や保
存樹の指定といった従来の条例での規定はどうなるのか。 

【小林副主幹】 従来の条例のなかでの自然環境の保全に関する部分と、新たな視
点を盛り込み、検討していきたいと考えております。鉱物の掘採
の届出等については新たな条例に盛り込むことも考えられます。 

【河野会長】 先ほどの質問にあったシンボル生物について、単に指標生物と
してとらえてしまうと単にきれいだということで終わってしまう。
生物が棲むことができるような良い環境を象徴する生物といった
意味においても、象徴種といった言葉が適切ではないか。 
また、現条例の春日井市自然環境の保全および緑化の推進に関
する条例の規定について、現条例に残すか、新たな条例に盛り込
むかは一概に言えないと思います。新たな条例に、どのような視
点を盛り込むかということが必要ではないかと思います。 

【笹谷委員】 環境基本計画における基本的施策の「水源の保全」や、「緑の回
廊の計画、配置」について、水源は地上を流れる部分だけではな
く、地下水も含めてつながっています。緑はビオトープ・ネット
ワークと言われる生物が生息しやすい空間としてつながっており、
こうした「つながり」を確保するという理念を盛り込んだ方がい
いのでは。 

       もう一点は、希少種の多くは里の生物であって、人がある程度
手を加えることによって生態系が確保されてきたということです。
このような自然のボランティアによる保全についても強く打ち出
したほうがよいと思います。 

【伊藤委員】 条例というのは、制定してから機能をしていないものもあるよ
うな気がします。 

【西尾課長】 条例には手続き的な条例、啓発的な条例などがありますが。今
回の条例は自然環境の保全を推進していくうえで実効性を高めて
いくために、様々な議論のなかで条例を構築していきたいと考え
ております。 

【二宮委員】 春日井市には、人があまり入らないような森林はあまりないと
思うが、新たな条例では、農地や水田、河川、あるいは都市のな
かにある緑地帯などについても自然と位置付けるのか。 

【小林副主幹】 人が全然足を踏み入れていない場所だけが自然ではないと思いま
すし、どこからどこまでが自然であるといった線引きもないので、
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何を自然環境としてとらえ、保全していくかといった議論を今後
していくことになります。 

【水尾委員】 生産緑地等の農地を自然環境としてとらえた場合、農地の転用
について、今後の対処も含めて、春日井市の方針を市の関係部署
間でもっと議論をしていくことが必要ではないか。 

       また、市民参加による自然環境保全について、ただ単に自然を
守るということではなく、市民の生活や都市開発についての関連
を考えた場合、総合的な市民参加に関する施策等についても考え
る必要があると思います。 

【西尾課長】 環境政策推進会議の幹事会、研究会においては、庁内の各部署
の課長を始めとして幅広い職員により構成されておりますので、
推進体制のなかでも十分検討していきたいと思っております。 

【河野会長】 条例の中で「自然環境」についての、とらえ方については重要
な課題です。 

例えば、イヌワシなどの保護を考えた場合、餌とり場、繁殖の
場所を考えると、非常に多くの面積が必要になります。そのよう  
な場所での開発をどう規制していくかという問題などについて専
門部会等で最初にしっかりと議論することが必要です。 

【青山副会長】 資料 13 について、他市の条例では、罰則の規定、市民活動の支
援に関する規定の有無がはっきりと分かれているが、今後の春日
井市の方向を庁内の推進体制のなかでも、議論をしていただきた
い。 

 
        環境基本計画の推進について環境基本計画の推進について環境基本計画の推進について環境基本計画の推進について    

【西尾課長】 資料「環境基本計画における推進状況」中間とりまとめ（案）
の「第１章環境基本計画の概要」に基づいて説明（概要、施策の
体系について）。 

【山根副主幹】 資料「環境基本計画における推進状況」中間とりまとめ(案)の「第
２章 環境に関する施策」に基づいて説明。 

【宮原委員】 資料 22 ページの 87「自然学習の推進と機会の充実」及び 23 ペ
ージの 89「自然との共存をめざした情報の提供」のそれぞれの事
業内容について、「当所」という表現が使ってあるが、何を指して
いるのか。 

【西尾課長】 少年自然の家を指しており、これらの表現方法については担当
課と調整します。 

【小林委員】 今後、実施を予定している事業に対して進捗状況のようなもの
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取りまとめるのか。 
【山根副主幹】 今回は中間報告書として、昨年度に各部局が行った施策を中心に

取りまとめました。最終的には目標に対する達成状況の検討も必
要かと思います。 

【青山副会長】 資料に記載してある実績についての具体的な数値は実際に市民に
公表するのか。 

【西尾課長】 資料には、各課から取りまとめた内容を記載しているが、今後
担当課へヒアリング等を実施し、取りまとめを行い市民へ公表し
ていきたいと思います。 

【梶田委員】 環境基本計画の推進状況は、市民にはあまり知られていないの
で、積極的に公表していくことは意義があると思います。 

【河野会長】 今回の取りまとめの数字は、環境基本計画の進捗率をある程度
表していく数字であり、どのような問題を含んでいるのかについ
ても考えていく必要があると思います。 

 
【山根副主幹】 資料「環境基本計画における推進状況」中間とりまとめ（案）の

「第３章 環境目標（数値目標）達成状況」に基づいて説明。 
【小林委員】 「第７節 結果」の、二酸化炭素の排出量について、実際の家

庭などにおける電気ガス使用量から算出したのか。 
【山根副主幹】 中部電力及び東邦ガスから聞き取りを行った実際の使用量に市の

地球温暖化実行計画における排出量を加えて算出しました。ただ
し、環境基本計画では公害防止協定事業所の排出量も加え算出す
ることになっていますが、その時点までは作業が進んでおらず、
今回の取りまとめには反映されておりません。 

【小林委員】 達成年度は平成33年度ですが、既に達成しているということか。 
【山根副主幹】 全体的な数値として、このまま推移することは難しいと考えてお

ります。また、環境省においても地球温暖化対策に一層力を入れ
てきているので、今後もっと厳しい対応が必要になってくると思
われます。 

【笹谷委員】 予算コードと施策の番号を連動させてデータベース化をしたり、
事務事業評価やＩＳＯ等と連動するなど、通常の行政のシステム
のなかに環境基本計画の進行状況も取り入れて、事業ごとの進行
状況をすぐにわかるようにするとよいと思います。 

【山根副主幹】 ＩＳＯの評価と重なる時期であり、今年度から始まっております
行政評価システム等とのリンクについても検討が必要かと思いま
す。 
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【二宮委員】 ごみの廃棄量について、分別回収を実施することにより逆にコ
ストがかかったりする場合もあるかと思います。数値目標として、
ごみの廃棄量の削減目標を設定するのはよいことだが、トータル
で経費を削減できるような、別の評価基準も必要ではないか。 

【松田部長】 資源の回収率が高くなれば、それに伴う設備や人員等のコスト
はかかるということも踏まえ、総合的に考える必要はあるかと思
います。 

【笹谷委員】 それぞれの基本的施策について、環境基本計画の第６章にあり
ます施策形成にあたっての配慮にしたがって相乗効果があがるよ
うにしていただきたい。 

【松田部長】 春日井市においては、環境は大きな施策の柱であるという位置
づけで施策を推進しておりますが、そのために多少費用がかかる
ことになるのでは。 

【二宮委員】 経済性というのは、ひとつの大事な指標です。ゴミの減量やリ
サイクルについても、経費がかかっても事業所にまかせるのか、
あるいは、市民が自分で対処していくのか、その選択肢を市民に
選ばせればよいと思います。 

【梶田委員】 私たちの中では、リサイクルの推進よりも、ゴミにならない商
品を選択するというように意識が変わりつつあります。 

【河野会長】 情報をどのように公開していくのか、どういった部分を公開し
ていくのかが大切なことであると思います。 

【山根副主幹】 資料「環境基本計画における推進状況」中間とりまとめ（案）の
「第４章 重点的取組み」に基づいて説明。 

【水尾委員】 春日井まちづくりパートナーシップは、ＮＰＯではないか。 
【西尾課長】 去年の 12 月に設立したばかりで、まだ法人としてのＮＰＯには

なっておりません。 
【水尾委員】 市内の環境に関する団体との連携は必要ですし、そういった市

民団体に、環境に関する施策を推進していくうえで、どう活用し
ていくかといったことも考えていくとよいと思います。 
また、沿道環境に係る道路騒音測定についてですが、国道 19 号線
については周辺地域と連携して対処していかざるをえないと思い
ます。 

【西尾課長】 県内でトータルしていろいろと検討されておりますが、道路騒
音測定については、春日井市の状況を報告していくということで
対処していきたいと思います。 

【笹谷委員】 みどり率について、どのように算出するのか。 



 9 

【山根副主幹】 航空写真から算出します。 
【笹谷委員】 航空写真については、市民団体に渡して活動の手助けになるよ

うにするとよいかと思います。 
【梶田委員】 63 ページに記載してあります資源回収団体育成奨励金事業は、

資源回収についてあまり知られていない頃にできた事業だと思い
ます。現在市内では資源回収の日を設けて資源回収を行っており
ます。また、子ども会をはじめ資源回収団体が少なくなってきて
います。そのような状況であっても、この事業は続けていく必要
があるのか。 

【松田部長】 行政評価上の効果を考えると見直す時期にきているかもしれま
せん。しかし、団体数についてはまだかなりの登録がありますの
で、現状では引続きこの制度は続けていきたいと考えております。 

 
４４４４    市内の環境の状況について市内の環境の状況について市内の環境の状況について市内の環境の状況について    
【上村主査】 資料「市内の環境の状況について（平成 14 年度 環境基準達成

状況）に基づいて環境基準不適合状況、新規ダイオキシン類を中
心に説明。 

【水尾委員】 自動車の騒音測定結果について、国道 19 号線が要請限度を超え
ていることが問題ですね。 

【西尾課長】 苦情はきておりませんが、基準に適合していない箇所につきま
して、結果を道路管理者や関係機関へ報告しています。また、こ
の調査は市内の幹線道路で計ったもので、これが春日井市全域で
の状況であるということではありません。 

【水尾委員】 空港が移転した後は、物流が多少減ると思われるので、幹線道
路の環境はよくなるのでは。 

【西尾課長】 空港の移転により道路事情がどのように変化するかは、まだ予
測がつきません。 

【河野会長】 他に意見ないようですので、ここで終了したいと思います。 
       それでは、平成 15 年度第１回春日井市環境審議会を終了いたし

ます。 
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 上記のとおり、平成 15 年度第１回春日井市環境審議会の議事及びそ
の結果を明確にするためにこの議事録を作成し、会長が署名及び押印す
る。 
 
 平成 15 年９月 26 日 
 
  春日井市環境審議会 会長 河 野 恭 廣 


