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みよし市は、令和元年度から 2 年度までの二か年度にわたって「みよし市環境基本計画」を策

定することとしている。 

その初年度にあたる令和元年度においては、＜資源循環＞＜脱炭素＞＜自然共生＞の各分野に

おける基礎的な調査として、みよし市の現況と課題の抽出を行った。この調査を踏まえて、令和

2 年度においては、市民・中学生及び事業所に対するアンケートやヒアリング調査を行い、課題

の深掘りと施策の検討を行っていく。 

この報告書は、令和元年度における基礎調査の結果をまとめたものである。 

 

０．環境を巡る国内外の動向調査 

 

１．資源循環社会に関する基礎調査 

 「みよし市ごみ処理基本計画」（平成 23 年度策定）に掲げられた数値目標の達成状況を中心

に現況を調査し、課題を抽出した。 

 

２．脱炭素社会に関する基礎調査 

（１）地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に関する調査 

  按分法による温室効果ガス排出量の算出、特徴などの分析を行った。 

令和 2 年度には市民及び事業所に対するアンケート調査、特定排出事業者に対するヒアリン

グを実施することから、積上げ法による温室効果ガス排出量の算出、主要事業者による排出

削減計画などに基づいて施策の検討を行う。 

（２）地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に関する調査 

  みよし市の公共施設から排出される温室効果ガスの算出、省エネルギー診断に基づく高効率

機器への更新による削減効果推計、公共施設運用状況のアンケートを実施した。 

令和 2 年度においては、高効率機器への更新計画及び施設運用の改善計画を検討する。 

 

３．自然共生社会に関する基礎調査 

  文献調査、植生図の作成、自然環境保全団体に対するヒアリング及び現地調査を行い、みよ

し市の生態系の現況、希少生物の生息生育状況の把握とともに、生息生育地の保全、生態系

ネットワーク形成の方向性を検討した。 

  令和 2 年度においては、大学や企業、公園緑地や河川管理などの市担当課に対するアンケー

トやヒアリングにより施策の検討を行う。 

 

４．市民意見交換会 

  ＜SDGs＞＜資源循環＞＜脱炭素＞＜自然共生＞について、公募により参加いただいた市民と

の意見交換会を開催し、令和 2 年度に実施する市民アンケートの企画に向けた知見を得た。 
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０ 環境を巡る国内外の動向 

表０—１ 環境年表 

 

（１）「持続可能な開発（Sustainable Development）」について 

  1972 年、ローマクラブが資源と地球の有限性に着目して行った研究において、「人口増加や環

境汚染などの現在に傾向が続けば、100 年以内に地球上の成長は限界に達する」との警鐘を鳴ら

した。 

国内動向

「環境基本法」制定

「地球温暖化対策推進法」制定

「循環型社会形成推進基本法」制定

・

「生物多様性基本法」制定

みよし市　市制施行

みよし市　環境基本計画（現計画）策定

12月4日　市議会において市長による

「カーボンゼロ都市」宣言

第5次環境基本計画で「地域循環共生

圏」を閣議決定

国連サミット

第21回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）

国連ミレニアムサミット

MDGｓ（ミレニアム開発目標　Millennium Development Goals)採択

SDGｓ（持続可能な開発目標　Sustainable Development Goals）採択

地球温暖化対策推進本部において、

「日本の約束草案」決定

温室効果ガス2013年度比で26％削減

「パリ協定」採択

「愛知目標」採択

第10回生物多様性条約締約国会議（COP10）

「生物多様性戦略計画2011-2020」採択

環境年表 2020年3月4日作成

年 国際動向

国連ブルントラント委員会「Sustainable Development（持続可能な開発）」

気候変動枠組条約採択

愛・地球博「自然の叡智」

1987（昭62）

1992（平４）

2005（平17）

2008（平20）

開発と環境に関する国際連合会議（リオの地球サミット）

1998（平10）

1993（平５）

1997（平９）

2000（平12）

生物多様性条約採択

第3回気候変動枠組条約締約国会議（COP3） 「京都議定書」採択

2018（平30）

2019（令元）

中国、東南アジア諸国が廃プラ、古紙輸入規制

G20で海洋プラスチック汚染問題について首脳宣言

2015（平27）

2010（平22）

2011（平23）
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  1980 年、国際自然保護連合（ICUN）や国連環境計画（UNEP）などが取りまとめた「世界保

全戦略」において「持続可能な開発（Sustainable Development）」が初出した。その後、1992

年の「リオの地球サミット」における中心的な考え方として「環境と開発に関するリオ宣言」や

「アジェンダ 21」に具体化され、今日の地球環境問題に関する世界的な取組に大きな影響を与

える理念となっている。この考え方は、翌 1993 年に制定された日本の「環境基本法」でも、循

環型社会の考え方の基礎となっている。 

  日本の提案によって設けられた国連の「環境と開発に関する世界委員会」（委員長：ブルントラ

ント・ノルウェー首相）による 1987 年の最終報告書において、「持続可能な開発（Sustainable 

Development）」は、「将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、今日の世代のニーズ

を満たすような開発」と定義された。 

  こうした考え方に基づいて、2000 年の国連ミレニアムサミットにおいて「ミレニアム開発目標

（MDGs）」が採択されたが、途上国の開発問題が中心で、先進国は援助するという立場であった。    

しかし、MDGs で未達成の課題については引き続き対応が必要とされ、MDGs から取り残され

た人々を重視する立場から、2015 年の国連サミットにおいて、開発側面だけでなく、経済・社

会・環境の三つの側面すべてに対応し、先進国にも共通の課題として「持続可能な開発目標

（SDGs）」が採択された。 

 

（２）資源循環社会について 

  地方自治体は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条第1項に基づいて、一般廃棄物の

処理に関する計画（一般廃棄物処理計画）を立案し、これに基づいて事業を実施する責務を負

っている。 

  みよし市は、2011（平成 23）年度に「みよし市ごみ処理基本計画」（計画期間平成 24 年度か

ら 38 年度）を策定し、2017（平成 29）年度には中間見直しを行い、一般廃棄物の処理を安定

的に実施しているところである。 

  一方、国においては、2018（平成 30）年 4 月に閣議決定した第五次環境基本計画において、

国連「持続可能な開発目標（SDGs）」や「パリ協定」といった国際的な潮流や複雑化する環境・

経済・社会の課題を踏まえ、複数の課題の統合的な解決という SDGs の考え方も活用した「地域

循環共生圏」を提唱した。 

  「地域循環共生圏」とは、各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限に活用しながら自立・

分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完しあうことにより、地域の活力が最

大限に発揮されることを目指す考え方である。 

  この考え方により、今後、地域の廃棄物を地域の資源として捉え、マテリアルリサイクルだけ

でなく、エネルギー源と捉えて地産地消していく取組が促進されつつある。 
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（３）脱炭素社会について 

  地球はいま、過去 1400 年で最も暖かくなっており、温度計が使われるようになった 1850 年

以降の記録から世界の平均気温は上昇傾向にあって、その原因は温室効果ガスの増加にあると言

われている 

図０—１ 世界の年平均気温偏差（気候変動監視レポート 2018 気象庁 

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/2018/pdf/ccmr2018_all.pdf より） 

環境省 「地域循環共生圏形成推進ガイドライン」より 

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/2018/pdf/ccmr2018_all.pdf
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  温室効果ガスの排出量は、1750 年頃に起こった産業革命後、とりわけ第二次世界大戦後の急

速な経済成長とともに化石燃料の使用が増加したことによる。 

 

図０—2 燃料別に見る世界の CO２排出量の推移 

（オークリッジ国立研究所 全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト http://www.jccca.org/ より） 

 

  日本の平均気温は、1898（明治 31）年以降、100 年で 1.21℃の割合で上昇しており、世界

の平均気温上昇率よりも高くなっている。北半球の中緯度に位置する日本は温暖化の影響を受け

やすい。 

 

図０－3 日本の年平均気温偏差（気候変動監視レポート 2018 気象庁 

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/2018/pdf/ccmr2018_all.pdf より） 

 

猛暑日（最高気温 35℃以上の日）の回数は、1931（昭和 6）年から 1960（昭和 35）年の 30

年間に比べ、最近 30 年間（1988（昭和 63）年から 2017（平成 29 年）では約 2 倍に増えてい

る。 

また、熱帯夜（最低気温 25℃以上の）日数は、約 1.7 倍に増加している。 

 

http://www.jccca.org/
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/2018/pdf/ccmr2018_all.pdf
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図 0₋4₋1 13 地点平均 日最高気温 35℃以上の年間日数 

（気候変動監視レポート 2018 気象庁 

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/2018/pdf/ccmr2018_all.pdf より） 

図 0₋4₋2 13 地点平均 日最低気温 25℃以上の年間日数 

 

  熱中症患者が急増しており、2019 年の全国の熱中症による救急搬送人員数は、過去最多

となった 2018 年と比べ 23,820 人減ったものの、71,317 人と非常に多い。特に 5 月の救

急搬送人数は前年の 1.83 倍で、5 月の統計を開始した 2015 年以後最多の 4,448 人となっ

ている。熱中症患者のうち高齢者が半数以上（52％）を占め、126 人の方が亡くなっている。 

図０—５ 熱中症による救急搬送人員数の年別推移（6～9 月） 

https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/items/heatstroke_geppou_2019.pdf 消防庁より 

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/2018/pdf/ccmr2018_all.pdf
https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/items/heatstroke_geppou_2019.pdf
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1 時間降水量が 50ｍｍ以上となった回数は、1976（昭和 51）年から 1985（昭和 60）年ま

での 10 年間に比べ、最近 10 年間（2009（平成 21）年から 2018（平成 30 年）では約 1.4 倍

に増えている。 

気象庁によると、1 時間 50ｍｍ以上 80ｍｍ未満の雨は「非常に激しい雨。滝のように雨が降

り、傘がまったく役に立たない。あたりが水しぶきで白っぽくなり、先が見えない。マンホール

から水が噴出したり、中小河川がはん濫し、土砂災害が発生・拡大する可能性が高くなる」とい

うほどの雨である。 

図０—６ アメダス 1 時間降水量 50mm 以上の年間発生回数 

（気候変動監視レポート 2018 気象庁 

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/2018/pdf/ccmr2018_all.pdf より） 

 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第 5 次評価報告書によると、地球温暖化の進行に

伴い、台風など熱帯低気圧の強さが増す可能性が指摘されている。 

図０—７ 気候モデルが予測した将来の台風 気象庁 

（「21 世紀気候変動予測革新プログラム」の一環として気象研究所、海洋研究開発機構などによる研

究グループが実施）https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/chishiki_ondanka/pdf/p13.pdf より 

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/2018/pdf/ccmr2018_all.pdf
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/chishiki_ondanka/pdf/p13.pdf
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気候の変化は、農作物に大きな影響を与えている。農林水産省の「平成 30 年地球温暖化影響

レポート」によると、水稲、果樹、野菜、花き、畜産のそれぞれに温暖化の影響が表れており、

適応策が取られている。 

図０—８ 平成 30 年地球温暖化影響レポート 農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/index-65.pdf より 

 

さくら（ソメイヨシノ）の 4 月 1 日の開花ラインは、1960 年代（昭和 35 から 44 年）には

愛知県のほとんどの地域に到達していなかったが、2000 年代（平成 12 から 23 年）に入ると、

4 月 1 日には開花ラインが愛知県を通過しており、小中学校の入学式には既にさくらは散ってい

るようになった。 

 

図０—9 さくらの開花日の変化 気象庁 

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/chishiki_ondanka/p09.html より 

 

 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/index-65.pdf
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/chishiki_ondanka/p09.html
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地球規模で、野生生物の絶滅が問題となっている。地球に生命が誕生してから 40 億年、過去

にも自然現象などの影響により大量絶滅が起きているが、現在は第６の大量絶滅と呼ばれている。 

しかし、現在の絶滅のスピードは自然状態の約 100～1,000 倍にも達している。地球温暖化

は、開発・乱獲、外来種などと並んで、野生生物絶滅の原因（４つの危機）の一つとされており、

平均気温が 1.5～2.5 度上がると、氷が溶け出す時期が早まったり、高山帯が縮小されたり、海

面温度が上昇したりすることによって、動植物の 20～30％は絶滅のリスクが高まると言われて

いる。 

図０—10 地球温暖化による絶滅危惧種の増加 

ＷＷＦ（世界自然保護基金）ジャパン https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/286.html より 

 

こうした中、2015 年、フランス・パリで開催された第 21 回気候変動枠組条約締約国会議

（COP21）において、「パリ協定」が採択された。 

この協定では、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保ち、1.5℃に

抑える努力をすること、そのため、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウト

し、21 世紀後半には、温室効果ガス排出量と（森林などによる）吸収量のバランスをとることが

合意された。 

パリ協定が歴史上、最も画期的である点は、途上国を含む全ての参加国に排出削減の努力を求

める枠組みであるということである。 

 1997 年に採択された京都議定書では、排出量削減の法的義務は先進国にのみ課せられていた。    

しかし、今日までの間に途上国は急速に経済発展を遂げ、それに伴って排出量も急増している。

実際、2016 年の温室効果ガス排出量シェアを国別で見ると、中国が 23.2％で 1 位、インドが

5.1％でロシアと並んで同率 4 位となっている（日本の温室効果ガス排出量シェアは 2.7％）。 

  日本は、この協定に対して、2013 年度を基準として、2030 年度までに温室効果ガスを 26％

削減することを目標として掲げている。 

 

https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/286.html
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（４）自然共生について 

  2010 年、愛知・名古屋において、第 10 回生物多様性条約締約国会議（COP10）が開催され、

「愛知目標」が採択された。 

  生物多様性とは、人類も含めて生きものたちの豊かな個性とつながりを意味する。地球上の生

きものは 40 億年の長いときの中で様々な環境に適応して進化し、3000 万種とも言われる多様

な生きものが生まれた。これらの生きものはすべて直接に、間接に支えあって生きている。 

  生物多様性条約では、生態系の多様性・種の多様性・遺伝子の多様性の３つのレベルで多様性

があるとしている。 

  生態系の多様性とは、森林、里山、河川、湿原、干潟、サンゴ礁など色々なタイプの自然を意

味し、種の多様性は動植物から細菌などの微生物にいたるまで様々な生きものを意味する。また、

遺伝子の多様性とは、同じ種でも異なる遺伝子を持つことにより、形や模様、生態など多様な個

性を持つことを意味する。 

  日本の生物多様性は４つの危機にさらされている。過去にも、例えば恐竜の絶滅のように、自

然現象などの影響によって大量絶滅が起きているが、現在は第６の大量絶滅と言われている。こ

の第６の大量絶滅は人間活動による影響が主な原因で、地球上の種の絶滅スピードは自然状態の

約 100～1,000 倍にも達しているとされる。 

  第１の危機：開発や乱獲による種の減少・絶滅、生息・生育地の減少 

  第２の危機：里地里山などの手入れ不足による自然の質の低下 

  第３の危機：外来種などの持ち込みよる生態系のかく乱 

  第４の危機：地球温暖化など地球環境の変化 

図０—11 日本の絶滅危惧種の割合 

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/policy/jbo/21-2/files/2-4-3fig.pdf 環境省より 

 

  愛知県発行の「レッドデータブックあいち 2009」（平成 21（2009）年度）によると、県内     

 で確認されている植物約 2,720 種のうち 680 種が、また動物約 9,200 種のうち 528 種が絶滅

又は絶滅の危機にある。 

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/policy/jbo/21-2/files/2-4-3fig.pdf
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４ 図０—12 愛知県の絶滅危惧種の割合 

https://www.pref.aichi.jp/kankyo/sizen-ka/shizen/senryaku/download/senryaku2020/senryaku2.pdf より 

 

＜凡例＞ 

 絶滅：愛知県では既に絶滅したと考えられる種、または飼育・栽培下でのみ存続している種 

絶滅危惧ⅠA 類：ごく近い将来、野生で絶滅する危険性が極めて高い種 

絶滅危惧ⅠB類：近い将来、野生で絶滅する危険性が高い種 

 絶滅危惧Ⅱ類：絶滅の危惧が増大している種 

準絶滅危惧種：存続基盤がぜい弱な種 

情報不足：評価するだけの情報が不足している種 

地域個体群：愛知県で特に保全のための配慮が必要と考えられる特徴的な種 

  

  人類は、多様な生きものからの恵み（生態系サービス）によって支えられており、生物多様

性の危機は、人類の存続基盤を揺るがす危機でもある。 

  基盤サービス ：酸素の供給、気温・温度の調節、水や栄養素の循環、豊かな土壌 

  供給サービス ：食べ物、木材、医療品、品種改良、バイオミミクリー（生物模倣） 

  文化的サービス：地域性豊かな文化、自然と共生してきた知恵と伝統 

  調整サービス ：山地災害・土壌流出の軽減、マングローブやサンゴ礁による津波の軽減 

 

  2010（平成 22）年、愛知・名古屋で開催された第 10 回生物多様性条約締約国会議

（COP10）では、生物多様性条約の３つの目的である＜生物多様性の保全＞＜生物多様性の構

https://www.pref.aichi.jp/kankyo/sizen-ka/shizen/senryaku/download/senryaku2020/senryaku2.pdf
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成要素の持続可能な利用＞＜遺伝子資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分＞を達成

するための世界目標として、戦略計画 2011－2020 が採択された。 

この戦略計画では、2050 年までの中長期目標として「自然と共生する世界」の実現、2020

年までの短期目標として「回復力があり、また必要なサービスを引き続き提供できる生態系を

確保するため、生物多様性の損失を止めるための効果的かつ緊急の行動を実施する」ことが掲

げられた。  
図０—13 戦略計画 2011－2020 

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/aichi_targets/index.html 環境省より 

 

愛知目標は、戦略計画 2011-2020 で、2050 年までに「自然と共生する世界」を実現するこ

とをめざし、2020 年までに生物多様性の損失を止めるための効果的かつ緊急の行動を実施する

という 20 の個別目標である。 

 この愛知目標は、数値目標を含むより具体的なものであり、そのうち、生物多様性保全のた

め地球上のどの程度の面積を保護地域とすべきかという目標 11 に関しては、最終的には「少な

くとも陸域 17％、海域 10％」が保護地域などにより保全されるとの目標が決められ、その他

にも「森林を含む自然生息地の損失速度が少なくとも半減、可能な場所ではゼロに近づける」

といった目標（目標 5）が採択された。 

現在、条約事務局では、「ポスト 2020 生物多様性世界枠組」草案の検討を行っており、

2020 年 10 月に中国・昆明で開かれる第 15 回生物多様性条約締約国会議（COP15）での合意

を目指している。        愛知県は、COP10 の開催を機に「あいちモデル」と名付けた政策パッケージを企画し、全国

に先駆けた取組を進めている。 

 「あいちモデル」の中心的な取組は、開発などで分断・孤立した生物の生息生育空間（ビオト

ープ）を緑地や水辺によってつなぎ、豊かな生物多様性をもった地域をつくる「生態系ネット

ワーク形成」である。 

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/aichi_targets/index.html


12 

 

生態系ネットワークの形成に向けて、愛知県は県内を９つの地域に分けて、NPO 団体や事業

者、行政が参加する「生態系ネットワーク協議会」を設け活動を行っている。この取組の成果

として、工場緑地の地域在来種によるビオトープ（生息生育地）化や学校などでのビオトープ

形成が進んでいる。 

図０—14 愛知県生態系ネットワークの形成 

https://www.pref.aichi.jp/kankyo/sizen-ka/shizen/senryaku/download/senryaku2020/senryaku2.pdf  

あいち生物多様性戦略 2020 より 

 

例えば、知多半島の伊勢湾岸に立地する大企業の工場群の連携によって、幅 100 メートル、

延長 10 キロメートルに及ぶ緩衝緑地帯のビオトープ化とともに、工場フェンスに動物の通り道

（アニマルパス）をつくる取組を進め、かつて知多半島に生息していたキツネや野ウサギなど

が戻るなどの成果を挙げて、国際的にも高い評価を得ている。 

みよし市が参加する「東部丘陵生態系ネットワーク協議会」では、大学や学校、公共施設で

の生物の生息生育空間の保全・再生、家庭の庭やベランダでの生物の生息生育空間の再生、丘

陵に分布する湧水湿地の保全などに取り組んでいる。 

 

（５）まとめ 

  環境を巡る国内外の動向についてのキーワードは「統合的な取組」と言うことができるだろう。 

  資源と地球環境の有限性を背景とする「成長の限界」という課題は、環境のみならず経済や社

会の課題をも含めた統合的な取組によってのみ解決されうるという SDGs の考え方を背景とし

て、日本の地域づくりにおいても「地域循環共生圏」という考え方が、国によって示されている。 

  「地域循環共生圏」においては、資源循環・低炭素・自然共生といった環境問題に対して個別

に取り組むのではなく、地域の経済や社会とも併せた統合的な取組が求められる。 

  そのためには、行政・企業・市民によるコラボレーションが不可欠であるが、本来、利害が同

一ではないプレーヤーの協力を生み出すための統合的な地域づくりのビジョンが必要であり、今

回の、みよし市環境基本計画の策定にあたっても、環境の諸問題に対して統合的な取組の端緒と

なりうることを考慮していく必要がある。 

https://www.pref.aichi.jp/kankyo/sizen-ka/shizen/senryaku/download/senryaku2020/senryaku2.pdf
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Ⅰ 資源循環社会に関する基礎調査 

「みよし市ごみ処理基本計画 中間見直し」（平成 29 年 12 月）に最新データを追加した上で現

況を分析し、課題の整理を行った。 

 

１．ごみ排出量の推移 

  みよし市の人口及び世帯数は増加傾向を続けている。 

平均年齢は 40.3 歳（2015 年国勢調査）で、全国第 9 位の若い都市である。 

図Ⅰ-１ みよし市の人口・世帯数の推移 

 

 

  人口が増加傾向にある一方、ごみ（一般廃棄物）排出量は、年間 2 万トン程度でほぼ横ばいを

続けており、約 7 割を占める生活系ごみについても横ばい傾向にある。 

図Ⅰ-２ みよし市のごみ排出量の推移 
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２．ごみ削減の目標達成状況 

「みよし市ごみ処理基本計画」は、＜一人一日あたりのごみ排出量＞＜一人一日あたりの再

利用資源回収量＞＜再利用資源回収率＞＜リサイクルステーションの設置数＞の 4 項目を取

組指標として掲げている。各指標の達成状況を検証する。 

 

（１）一人一日あたりのごみ排出量 

みよし市が掲げる＜一人一日あたりのごみ排出量＞の目標値は 900 グラムであるのに対し、

平成 28 年度は 927 グラム、平成 29 年度は 966 グラムとなっており、目標には届いていな

い。 

 

表Ⅰ-１ みよし市の一人一日あたりのごみ排出量 

   

平成 29 年度における、全国の＜一人一日あたりのごみ排出量＞は 920 グラム、愛知県の平

均は 916 グラムであり、みよし市の 966 グラムは全国・愛知県のいずれをも上回っている。 

図Ⅰ-３ 一人一日あたりのごみ排出量（生活系+事業系）の比較 

 

   ＜一人一日あたりのごみ排出量＞から事業系ごみを除いた＜一人一日あたりの生活系ごみ

排出量＞では、みよし市は663グラムで、全国平均641グラムを上回り、愛知県平均とは同等

となっている。 

目標値

H28年度 H29年度 H32年度

一人一日あたりのごみ排出量（g） 927 966 900

実績値
取組指標
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図Ⅰ-３ 一人一日あたりのごみ排出量（生活系のみ）の比較 

 

環境省は第３次循環基本計画における取組指標のひとつとして＜一人一日あたりの生活系

ごみ排出量＞の平成32 年度目標として約500 グラムを掲げている。 

   また、愛知県も同等の目標を掲げている。 

   こうしたことから、みよし市においては＜一人一日あたりのごみ排出量＞、とりわけ＜一人

一日あたりの生活系ごみ排出量＞の削減が課題と考えられる。 

 

（２）再利用資源の回収 

   みよし市は＜一人一日あたりの再利用資源回収量＞＜再利用資源回収率＞＜リサイクルス

テーションの設置数＞の 3 項目について目標を掲げており、その達成状況は以下のとおりで

ある。 

 

表Ⅰ-２ みよし市の再利用資源回収状況 

  表Ⅰ-２のとおり、みよし市は＜一人一日あたりの再利用資源回収量＞＜再利用資源回収率＞

のいずれにおいても目標値を達成している。 

  また、リサイクルステーションの設置についても、１か所の新設準備を進めているところであ

り、目標値である 3 か所を達成する見込みである。 

目標値

H28年度 H29年度 H32年度

一人一日あたりの再利用資源回収量（ｇ）
市民一人一日あたりの再利用資源回収量

（年間資源回収量/人口・365日）
163 182 180

再利用資源回収率（％）
総排出量と再利用資源回収量の割合

(再利用資源回収量/ごみ排出量）
18 22.3 21

リサイクルステーションの設置数（箇所） 市内に整備されたリサイクルステーション数 2 2 3

取組指標 指標の定義
実績値
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  一方、再利用資源回収量としては減少傾向にあり、とりわけリサイクルステーションによる回

収量が減少していることから、市民などへの啓発を進める必要がある。 

 

図Ⅰ-３ 再利用資源回収量の推移 

 

３．課題 

   ＜一人一日あたりのごみ排出量＞、とりわけ生活系ごみ排出量の削減が課題と考えられる。 

   再利用資源回収量としては減少傾向にあり、リサイクルステーションによる回収量が減少し

ていることから、市民などへの啓発を進める必要がある。 

   環境省は以下の目標を設定しており、みよし市としても新たな取組について検討していく必

要がある。 

  ①地球温暖化対策への配慮 

    地球温暖化対策として、熱回収可能な施設で焼却処理された一般廃棄物は、全国平均では

約 79％（平成 24 年度）、愛知県では約 95％（平成 26 年度）となっている。 

    発電設備の設置された施設で焼却処理された一般廃棄物量は、全国平均では約66%（平

成24年度）、愛知県では約80%（平成26年度）となっている。 

みよし市の一般廃棄物は尾三衛生組合が運用する東郷美化センターにおいて焼却処理さ

れているが、東郷美化センターは熱回収機能を備えているが、発電機能は備えていない。 

  ②家庭系食品ロスの発生量の把握 

把握している市町村数を、43 市町村（平成25 年度）から200 市町村（平成30 年度）

に増やす。 

③家電リサイクル法上の小売業者の引取義務外品の回収体制の構築 

構築している市町村を、平成25年度の約59％（平成25 年度）から100％（平成30 年

度）に増やす。 

④使用済小型電子機器等の再生のための回収 

平成 25 年度の約 43％（平成 25 年度）から 80％（平成 30 年度）に増やす。 

(t/年) 
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Ⅱ 脱炭素社会に関する基礎調査 

みよし市は、今回、策定する環境基本計画に「地方公共団体実行計画」の「事務事業編」及び

「区域施策編」を盛り込むこととしている。 

なお、2016（平成28）年に閣議決定された「地球温暖化対策計画」には、我が国の温室効果ガ

ス排出量を2030（令和12）年度に2013（平成25）年度比で26.0％減とすること（区域施策編の

目標値）が掲げられ、地方公共団体は40％減とすること（事務事業編の目標値）が求められてい

る。 

 

                         表Ⅱ-１ 我が国の温室効果ガス削減目標            単位：百万トン                                

 

１．区域施策編  

   市町村ごとの温室効果ガス排出量の算出手法には、全国の排出量を按分することによって算

出する按分法と多種の経済指標を用いて算出する積上げ法の二種類がある。 

   積上げ法を行うためには、多様な経済主体からのデータ提供が必要となるため、事業者に対

するアンケート調査を実施する来年度において作業することとし、ここでは按分法による算出

を行う。 

   ただし、按分法では最新のデータが 2016（平成 28）年度となることから、現状の把握と分

析は基準年である 2013（平成 25）年度と 2016（平成 28）年度の排出量を算出して比較分

析を行った。 

 

（１）みよし市における温室効果ガスの排出状況  

みよし市の温室効果ガス排出量は基準年である 2013（平成 25）年度には 1,092 千トン、

2016（平成 28）年度は 1,060 千トンとなっている。 
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   愛知県内で、人口がみよし市と同規模の市町村における温室効果ガス排出量を比較したとこ

ろ、基本的に住宅地で産業の集積が少ない長久手市や愛西市では概ねみよし市の 3 分の 1 程

度の排出量であるのに対して、みよし市と同じく自動車関連の産業集積を有する田原市はみよ

し市の 2 倍程度の排出量となっている。 

 

表Ⅱ-２ 愛知県内の市町村の温室効果ガス排出量比較 

注）人口、世帯数は平成 28 年度の愛知県統計資料による。 

  温室効果ガス排出量は、環境省自治体排出量カルテ簡易版による。 

 

   温室効果ガス排出量の部門別の構成比を、みよし市と愛知県・全国とを比較すると、みよし

市は＜産業部門＞の占める割合が極めて大きいことが分かる。 

図Ⅱ-１ 部門別構成比の比較―2016（平成 28）年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口 世帯数
2013(H25)年度

排出量（千t-CO2）

2016(H28)年度

排出量（千t-CO2）

愛西市 63,088 21,131 349 322

田原市 62,364 21,640 2,178 1,860

みよし市 61,810 22,552 1,092 1,060

長久手市 57,598 25,069 295 270

常滑市 56,547 22,506 459 438
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   みよし市における温室効果ガス排出量の内訳を見ると、基準年である 2013（平成 25）年度

では、製造業を中心とする＜産業部門＞からの排出が全体の 74％を占めている。 

図Ⅱ-２ みよし市の温室効果ガス排出量の内訳―2013（平成 25）年度 

 

 

表Ⅱ-３ みよし市の温室効果ガス排出量―2013（平成 25）年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成25年度

排出量

(千t-CO2)

合　　計　 1,092 100%

産業部門 808 74%

製造業 804 74%

建設業・鉱業 3 0%

農林水産業 1 0%

業務その他部門 92 8%

家庭部門 82 8%

運輸部門 103 9%

自動車 99 9%

旅客 67 6%

貨物 32 3%

鉄道 4 0%

船舶 0 0%

廃棄物分野（一般廃棄物） 6 1%

部門 構成比
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   みよし市の 2016（平成 28）年度を見ると、排出量合計は 1,060 千トンで、約３％の削減

となっている。 

   また、＜産業部門＞の占める割合は 75％で、2013（平成 25）年度から１％増えている。 

図Ⅱ-３ みよし市の温室効果ガス排出量の内訳―2016（平成 28）年度 

 

表Ⅱ-４ みよし市の温室効果ガス排出量―2016（平成 28）年度 

 

   基準年である 2013（平成 25）年度以前からの推移を見ると、みよし市の温室効果ガス排出

量は、2010（平成 22）年度までは微増傾向にあったが、それ以降は＜産業部門＞だけでなく、

＜業務その他部門＞＜家庭部門＞＜運輸部門＞の各部門でも、概ね同じ時期に微減傾向に転じ

ている。 

平成28年度

排出量

(千t-CO2)

合　　計　 1,060 100%

産業部門 794 75%

製造業 791 75%

建設業・鉱業 3 0%

農林水産業 0 0%

業務その他部門 93 9%

家庭部門 72 7%

運輸部門 95 9%

自動車 91 9%

旅客 60 6%

貨物 31 3%

鉄道 4 0%

船舶 0 0%

廃棄物分野（一般廃棄物） 6 1%

構成比部門
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図Ⅱ-４ みよし市の温室効果ガス排出量の推移 

 

   既述のとおり、事業所に対する調査が必要な＜産業部門＞＜業務その他部門＞＜運輸部門＞

に関する詳細な分析は次年度に実施する予定であることから、ここでは＜家庭部門＞の推移に

ついて述べることとする。 

   なお、＜業務その他部門＞のうち、みよし市の公共施設からの温室効果ガス排出状況につい

ては、次項で詳説する。 

   みよし市の世帯数は増加傾向にある一方、＜家庭部門＞からの温室効果ガス排出量は一世帯

あたりの排出量が減少傾向にあることを反映し、微減傾向にある。 

図Ⅱ-５ みよし市の＜家庭部門＞温室効果ガス排出量の推移 

 

表Ⅱ-５ みよし市の＜家庭部門＞温室効果ガス排出量の推移 

1990

（H２）

2005

（H17）

2007

（H19）

2008

（H20)

2009

（H21)

2010

（H22)

2011

（H23)

2012

（H24)

2013

（H25)

2014

（H26)

2015

（H27)

2016

（H28)

9,091 18,798 20,335 21,163 21,358 21,412 21,592 21,833 22,074 22,299 22,700 23,118

31 75 76 77 76 85 86 94 82 81 73 72

3.4 4.0 3.7 3.6 3.6 4.0 4.0 4.3 3.7 3.6 3.2 3.1

家庭部門排出量

(千トン-CO₂)

年　度

世帯数

一世帯あたりの排出量

(トン-CO₂)
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（２）みよし市における再生可能エネルギーの導入状況（FIT による売電） 

ここでは、みよし市における再生可能エネルギーの導入状況として、FIT 制度で認定された設

備のうち買取を開始した設備の導入状況について述べる。FIT 制度に拠らず自家消費で活用する

設備（余剰電力を売電しない設備）、FIT 制度開始以前に導入され FIT 制度への移行認定をして

いない設備、FIT 制度に認定されていても買取を開始していない設備については統計資料が存在

しない。 

（上）図Ⅱ-５ みよし市の再生可能エネルギー設備容  

量累積 

 

   

  

 

 

 

（左）図Ⅱ-６ みよし市の再生可能エネルギー導入  

容量（平成 29 年度） 

 

 

  

 図Ⅱ-５及び図Ⅱ-６のとおり、みよし市において導入された（FIT 制度により買取されている）

再生可能エネルギーは 24,907k W となっており、すべて太陽光発電によるものである。 

  みよし市における再生可能エネルギー導入の特徴として、表Ⅱ-7 のとおり、すべてが太陽光発

電であり、バイオマス発電など太陽光発電以外の再生可能エネルギーは導入されていないこと、

愛知県や全国と比べ、住宅用と思われる比較的小規模（10kW 未満）の割合が高いことが挙げら

れる。 
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図Ⅱ-７ 再生可能エネルギー導入割合の比較 

 

  みよし市における再生可能エネルギーの設備容量に対して、実際の発電（買取）電力量をまと

めたのが次の表Ⅱ-６である。 

  両者の数値の差は、FIT 制度に基づいて認定された発電容量と実際の稼働状況に基づいて発電

された買取量との差異である。 

  平成29年度のみよし市における再生可能エネルギーの発電量は、市域の電力使用量の約4.2％

であると推計される。 

 

表Ⅱ-６ みよし市における再生可能エネルギーの設備容量と発電電力量 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域の再生可能エネルギーの設備容量累積の導入状況 区域の再生可能エネルギーによる発電電力量※2

平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

太陽光発電（10kW未満） 7,798 kW 9,330 kW 9,963 kW 9,359 MWh 10,327 MWh 11,198 MWh 11,957 MWh

太陽光発電（10kW以上） 10,802 kW 14,494 kW 14,944 kW 14,288 MWh 16,979 MWh 19,172 MWh 19,767 MWh

風力発電 0 kW 0 kW 0 kW 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh

水力発電 0 kW 0 kW 0 kW 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh

地熱発電 0 kW 0 kW 0 kW 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh

バイオマス発電※1 0 kW 0 kW 0 kW 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh

再生可能エネルギー合計 18,600 kW 23,824 kW 24,907 kW 23,647 MWh 27,307 MWh 30,369 MWh 31,724 MWh

区域の電気使用量 724,749 MWh 741,794 MWh 749,330 MWh 749,330 MWh

対消費電力FIT導入比 3.3% 3.7% 4.1% 4.2%

再生可能エネルギーの導入状況
平成27年度

8,605 kW

12,836 kW

0 kW

0 kW

0 kW

0 kW

21,442 kW

※1：バイオマス発電の導入容量は、FIT制度公表情報のバイオマス発電設備（バイオマス比率考慮あり）の値を用いています。
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これに対して、愛知県における再生可能エネルギー発電量は県域全体の発電電力量の 7％とな

っている。 

 

表Ⅱ-7 愛知県における再生可能エネルギーの設備容量と発電電力量 

 

 

 さらに、全国では、再生可能エネルギー発電量は発電量全体の 9.1％となっている。 

 

表Ⅱ-8 全国における再生可能エネルギーの設備容量と発電電力量 

 

  人口一人あたりの再生可能エネルギー発電量を比較すると、みよし市の 507kWh に対して、

愛知県平均は 547kWh、全国平均では 658kWh となっており、地理的条件を背景にみよし市全

体での再生可能エネルギーの利用は少なめである。 

  参考）一世帯当たりの電力消費量は約 3,120kWh（東京電力「平均モデルの電力料金」） 

 

 

区域の再生可能エネルギーの設備容量の導入状況 区域の再生可能エネルギーによる発電電力量※2

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

太陽光発電（10kW未満） 554,537 kW 623,208 kW 688,377 kW 741,903 kW 665,511 MWh 747,924 MWh 826,135 MWh 890,373 MWh

太陽光発電（10kW以上） 704,548 kW 1,046,661 kW 1,253,187 kW 1,391,781 kW 931,948 MWh 1,384,482 MWh 1,657,665 MWh 1,840,992 MWh

風力発電 65,960 kW 65,960 kW 65,989 kW 66,086 kW 143,297 MWh 143,297 MWh 143,359 MWh 143,571 MWh

水力発電 1,046 kW 1,293 kW 2,273 kW 2,366 kW 5,496 MWh 6,795 MWh 11,946 MWh 12,437 MWh

地熱発電 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh

バイオマス発電※1 80,251 kW 81,856 kW 84,035 kW 175,085 kW 562,400 MWh 573,648 MWh 588,918 MWh 1,226,996 MWh

再生可能エネルギー合計 1,406,342 kW 1,818,978 kW 2,093,860 kW 2,377,221 kW 2,308,652 MWh 2,856,145 MWh 3,228,023 MWh 4,114,368 MWh

区域の電気使用量 60,771,319 MWh 60,053,978 MWh 59,176,558 MWh 59,176,558 MWh

対消費電力FIT導入比 3.8% 4.8% 5.5% 7.0%

再生可能エネルギーの導入状況

区域の再生可能エネルギーの設備容量の導入状況 区域の再生可能エネルギーによる発電電力量※2

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

太陽光発電（10kW未満） 7,354,675 kW 8,224,074 kW 9,024,727 kW 9,691,820 kW 8,826,492 MWh 9,869,875 MWh 10,830,755 MWh 11,631,347 MWh

太陽光発電（10kW以上） 15,251,911 kW 23,556,938 kW 28,996,445 kW 33,768,918 kW 20,174,618 MWh 31,160,175 MWh 38,355,338 MWh 44,668,174 MWh

風力発電 2,860,475 kW 3,008,004 kW 3,313,195 kW 3,487,930 kW 6,214,324 MWh 6,534,829 MWh 7,197,849 MWh 7,577,458 MWh

水力発電 297,407 kW 368,494 kW 447,549 kW 522,160 kW 1,563,172 MWh 1,936,804 MWh 2,352,319 MWh 2,744,474 MWh

地熱発電 5,779 kW 10,796 kW 15,588 kW 22,087 kW 40,500 MWh 75,660 MWh 109,237 MWh 154,784 MWh

バイオマス発電※1 1,356,588 kW 1,645,790 kW 1,973,950 kW 2,362,183 kW 9,506,968 MWh 11,533,694 MWh 13,833,438 MWh 16,554,179 MWh

再生可能エネルギー合計 27,126,835 kW 36,814,095 kW 43,771,453 kW 49,855,099 kW 46,326,074 MWh 61,111,037 MWh 72,678,937 MWh 83,330,416 MWh

区域の電気使用量 921,016,552 MWh 917,152,190 MWh 917,152,190 MWh 915,413,831 MWh

対消費電力FIT導入比 5.0% 6.7% 7.9% 9.1%

再生可能エネルギーの導入状況
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（３）課題 

  みよし市は、2019（令和元）年 12 月 4 日、2050 年までに CO２排出実質ゼロを目指す「カ

ーボンゼロ都市宣言」を行った。 

みよし市における温室効果ガス排出量の 7 割以上は産業部門からのものであることから、排出

量削減に向けては産業部門との連携が不可欠である。 

  FIT 制度の活用による比較的小規模の太陽光発電が普及しているが、再生可能エネルギーの地

産地消という視点から FIT の契約満了後を視野に入れた施策の検討が必要と思われる。 

 

 

２．事務事業編  

（１）温室効果ガス排出状況 

  みよし市の公共施設や公用自動車などから排出される温室効果ガスの 99.8％は二酸化炭素が

占める。 

  基準年である 2013（平成 25）年度における排出量は 4,520 トンであり、2015（平成 27）

年度までは減少を続けて５％程度の削減となっていたが、2016（平成 28）年度に増加に転じた。

これは小中学校への空調機器の整備によるものと思われる。2018（平成 30）年度の排出量は

4,731 トンで、基準年から約 4.6％の増加である。 

 

表Ⅱ-７ みよし市公共施設における温室効果ガス排出量の推移 

単位：t-CO₂  

図Ⅱ-８ みよし市公共施設における温室効果ガスの内訳 2013（平成 25）年度 

2013

（H25）年度

2014

（H26）年度

2015

（H27）年度

2016

（H28）年度

2017

（H29）年度

2018

（H30）年度

二酸化炭素(CO₂） 4,510 4,419 4,269 4,623 4,805 4,721

メタン(CH₄) 3 4 3 3 3 3

一酸化二窒素(N₂O) 5 5 5 4 4 5

ハイドロフルオロ

カーボン(HFC)
2 1 1 1 1 1

計 4,520 4,429 4,278 4,632 4,813 4,731
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  2013（平成 25）年度における公共施設や公用自動車などからの温室効果ガスの排出源をエネ

ルギー別に見ると、電力の使用によるものが約 53％、都市ガスの使用によるものが約 45％を占

めている。 

図Ⅱ-９ みよし市公共施設における温室効果ガスのエネルギー源別内訳 

2013（平成 25）年度 

  

  温室効果ガスのうち公共施設からの排出量は 4,520 トン-CO₂であるが、公共施設 43 施設の

うち比較的に建築年が古く、照明や空調などの機器更新が遅れている主要 16 施設からの排出が

65％を占めている。 

図Ⅱ-10 みよし市公共施設における温室効果ガス排出に占める主要 16 施設の割合 

2013（平成 25）年度 
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表Ⅱ-8 主要 16 施設の建築年と温室効果ガス排出量 2013（平成 25）年度 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みよし市民病院からの排出量は主要 16 施設からの排出量の 53％を占めており、学校給食センターの 17％、

総合体育館の 6％とともに、とりわけ排出割合が大きい。 

 

図Ⅱ-11 主要 16 施設における温室効果ガス排出量の内訳 2013（平成 25）年度 

施設名 建築年 

温室効果ガス排出量 

トン-CO₂ 

2013

（H25） 

2018 

（H28） 

増減 

みよし市民病院 2001 1570.6 1503.8 △66.8 

学校給食センター 2003  510.9  532.5   21.6 

総合体育館 1984  178.5  232.4   53.9 

三好中学校 1972   81.0   92.2   11.2 

三好丘中学校 2006   79.7   68.8 △10.9 

黒笹小学校 2007   73.8   96.5   22.7 

学習交流センター（市民活動センター） 1977   63.2   63.5    0.3 

緑丘小学校 1997   61.5   72.3   10.8 

市民情報サービスセンター「サンネット」 1988   51.0   57.7    6.7 

三好丘小学校 1990   49.7 67.3   17.6 

南中学校 1984   44.8 57.1   12.3 

北部小学校 1965   41.0 63.5   22.5 

南部小学校 1971   40.9 60.5   19.6 

中部小学校 1988   39.7 55.4   15.7 

保健センター 1986   32.5 36.7    4.2 

歴史民俗資料館 1982   29.1 25.2  △3.9 

合  計  2947.9 3085.4 137.5 
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図Ⅱ-12 主要 16 施設における温室効果ガス排出量 2013（平成 25）年度 

 

図Ⅱ-13 主要 16 施設における温室効果ガス排出量 2018（平成 30）年度 

 

   2013（平成 25）年度と 2018（平成 30）年度を比較すると、みよし市民病院は 1570.6 ト

ン-CO₂から 1503.8 トン-CO₂へと約 4％の削減となっている。一方、学校給食センターでは

510.9 トン-CO₂から 532.5 トン-CO₂へと約 4％の増加、総合体育館では 178.5 トン-CO₂か

ら 232.4 トン-CO₂へと約 3％の増加となっている。 

   また、小中学校では、空調機器の導入により概ね 15％程度の増加となっている。 
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（２）省エネルギー診断の実施   

主要 16 施設において省エネルギー診断を行ったところ、照明や空調機器などを高効率機器に

更新することによる温室効果ガス削減効果予測は以下のとおりであった。 

  みよし市民病院では高効率機器への更新による温室効果ガス削減効果は 2018（平成 30）年度

に比較して 4.3％、64 トン-CO₂の削減、総合体育館では 20.8％、48 トン-CO₂の削減が見込ま

れた一方、学校給食センターでは高効率機器への更新による削減効果は見いだせなかった。 

  一方、小中学校では、概ね 10％から 30％程度の削減効果が見込まれた。 

 

図Ⅱ-13 主要 16 施設における高効率機器更新による温室効果ガス削減効果予測 

 2018（平成 30）年度基準とした削減量 

  次に、施設グループごとに、導入に適した高効率機器とその効果について述べる。 

  なお、CO2 排出量・削減効果などの算出は端数処理により表記されたデータによる計算とは一

致しない場合がある。 
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 １）市民文化系施設（2 施設） 

学習交流センター及びサンネットの 2 施設では、空調設備機器の更新（都市ガス⇒電気）に

より 4.4％、5.3 トン-CO₂の削減が予想された。 

   図Ⅱ-14 市民文化系施設における高効率機器更新による温室効果ガス削減効果予測 

 

 

 ２）社会教育系施設（1 施設） 

   歴史民俗資料館では、文化財保護の立場から照明の LED 化は難しく、高効率機器更新の余

地がなかった。 

図Ⅱ-15 社会教育系施設における高効率機器更新による温室効果ガス削減効果予測 
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 ３）スポーツ・レクリエーション系施設（1 施設） 

   総合体育館は、照明の LED 化により 20.8％、48.3 トン-CO₂の削減効果が見込まれた。 

図Ⅱ-16 スポーツ・レクリエーション系施設における高効率機器更新による温室効果ガス削 

減効果予測 

 

４）学校教育系施設（10 施設） 

   中部小学校、北部小学校、南部小学校、三好丘小学校、緑丘小学校、黒笹小学校、三好中学

校、南中学校、三好丘中学校では、照明の LED 化により 10.2％、118.9 トン-CO₂、単相トラ

ンスのダウンサイジングにより 0.9％、10.6 トン-CO₂の削減効果が見込まれた。 

   なお、学校給食センターでは水銀灯が使用されており LED 化による効果は期待できるが、

衛生上の理由で照明器具の昇降機が使用されているところ、設置されている昇降機に対応する

LED 器具は既製品にはないことから削減効果算出の対象外とした。 

図Ⅱ-17 学校教育系施設における高効率機器更新による温室効果ガス削減効果予測 
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 ５）保健福祉施設（1 施設） 

保健センターは、照明の LED 化により 10.5％、3.8 トン-CO₂の削減効果が見込まれた。 

図Ⅱ-18 保健福祉系施設における高効率機器更新による温室効果ガス削減効果予測 

 

 ６）病院施設（１施設） 

   みよし市民病院は、空調設備の更新により 2.3%、34.0 トン-CO₂、ポンプ類のインバータ

制御により 1.4％、21.8 トン-CO₂、蒸気配管断熱強化により 0.5％、8.2 トン-CO₂の削減効

果が見込まれた。 

図Ⅱ-19 病院施設における高効率機器更新による温室効果ガス削減効果予測 
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（３）高効率機器更新の費用対効果及び ESCO 導入検討 

 

  みよし市の業務情報であるため非公表とする（別途、提出する）。 

 

 

（４）施設運用状況アンケート調査の実施 

  温室効果ガス排出量が比較的に多い公共施設（42 施設）を対象に、月別のエネルギー消費量

や施設の使用時間などの運用状況及び屋上への太陽光発電の導入可能性についてアンケート調

査を実施した。 

  結果については、同種施設間の比較、稼働率の低い部屋の利用方法の見直し等に提供すること

としている。 

 

表Ⅱ-７ 施設運用状況アンケート調査の対象施設 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）課題 

  公共施設における高効率機器更新による温室効果ガス削減効果は、省エネルギー診断を行った

主要 16 施設合計で、2013（平成 25）年度に比べて約 9％の削減となる。 

  来年度の作業として、施設運用状況アンケート調査結果の活用による運用改善策の検討、EMS

（エネルギー・マネージメント・システム）の導入、再生可能エネルギーの導入などについて検

討を進める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

実施期間 対象施設 

令和 2 年 1 月から 

     2 月まで 

みよし市民病院、小中学校（12 校）、勤労文化会館、 

学校給食センター、市役所庁舎、総合体育館、保育園（7 園）、 

カリヨンハウス、福祉センター、市民活動センター、 

都市公園、図書館学習交流プラザ、就労支援センター、 

保健センター、歴史民俗資料館、旭グラウンド、 

緑と花のセンター、高齢者生きがいセンター、 

三好丘交流センター、三好池カヌーセンター、教育センター、 

保田ヶ池カヌー競技場管理事務所、明越会館、 

不燃物埋立処分場、子育て総合支援センター 

 
合計 42 施設 
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Ⅲ 自然共生社会に関する基礎調査 

 

１. 環境タイプ図の作成 

計画検討の基礎資料とすることを目的として、衛星画像や環境省植生図を用いて「環境タイプ

図」を作成した。 

本環境タイプ図により、工場等の植栽地を含めた樹林の位置や水面、草地などが把握しやすく

なったことから、生物多様性の保全上重要な場所の抽出や、樹林環境のネットワーク検討のベー

ス図面として活用した。また、市民意見交換会において検討資料として活用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ―１ 市民意見交換会での活用 

 

＜作成手順＞ 

・自然環境保全基礎調査の植生調査（1/25,000）の GIS データ（調査年 2010 年）を用いて、

環境タイプを区分。 

 

・2011 年 10 月撮影の ALOS/AVNIR-2 オルソ補正画像（解像度約 10ｍ）を用いて正規化植生

指標（NDVI）を算出。ここから、植生調査の GIS データでは抽出されていない小規模な樹林

等を抽出し、「植栽等」として記載。 

※植生指標は、植物による光の反射の特徴を生かし衛星データを使って簡易な計算式で植生の

状況を把握することを目的として考案された指標で、植物の量や活力を表している。代表的な

植生指標として、NDVI(Normalized Difference Vegetation Index：正規化植生指標)がある。

緑色が濃い部分が植物の量や活力が高いことを示している。 

 

・国土地理院「基盤地図情報」、国土交通省「国土数値情報」を用いて道路、建物、市域、市街

化区域のラインなどを記載。 
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図Ⅲ-２ NDVI の算出結果（一部）   
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２. 現状の把握 

本市の生物多様性に係る現況を把握し、生物多様性の保全施策に反映することを目的に、（１）

生物の生息生育状況、（２）生物多様性の保全上重要な場所、（３）ＮＰＯ・市民・企業などによ

る生物多様性保全活動の状況を整理した。 

 

（１）生物の生息生育状況の把握 

みよし市内における動植物の生息生育状況を示す資料としては、次のものがある。 

 

・「三好町植物誌」三好町教育委員会（昭和 52 年） 

・「三好町の自然観察地ガイド」三好町誌編さん委員会（平成 19 年） 

・「みよしいきものマップ」みよし市環境経済部環境課（平成 24 年） 

  ※「みよしいきものマップ」の内容は「三好町の自然観察地ガイド」の内容を反映している。 

・「グリーンデータブックあいち 2017 維管束植物編」愛知県環境部自然環境課（平成 29 年） 

・「あいち生物多様性モニタリング」ＮＰＯ法人みよしの自然環境を守る会（令和元年） 

 

このうち、調査時期が新しく、現状を反映していると考えられる、ＮＰＯ法人みよしの自然環

境を守る会の「あいち生物多様性モニタリング※」の調査結果と、過去の情報を総合的に整理し

ている「グリーンデータブックあいち 2017 維管束植物編」愛知県環境部自然環境課（平成 29

年）について整理する。 

 

※あいち生物多様性モニタリング：愛知県がＮＰＯや企業、行政などとの協働により進めている

「生態系ネットワーク形成」の成果や、自然環境の変化の把握を目的とした県民参加型の調査。

県が、選定した動物 50 種、植物 50 種の指標種を対象としている。 

 

１）ＮＰＯ法人みよしの自然環境を守る会による「あいち生物多様性モニタリング」の調査結果 

 

多くの指標種が確認されており、市街地に隣接する場所としては良好な環境が残されていると

考えられる。特に、生きものの＜食う・食われる＞の最上位に位置し、生息には餌となる生きも

のが豊富な環境が必要なキツネの生息が確認されていることや、森、草地、水辺の昆虫が多く確

認されていること、湿地の植物が確認されていることは、調査対象地である、長田池下流の谷戸

環境の生物多様性の高さを示していると考えられる。 

外来種は、動物はミシシッピアカミミガメ、ウシガエル、カダヤシ、アメリカザリガニが確認

され、植物は、セイヨウタンポポ、アカミタンポポが確認されている。いずれの種も、県内で広

く分布が確認されている種であり、市内全域に分布していると考えられる。このうち、ウシガエ

ル、カダヤシについては、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止関する法律」に基づ

く「特定外来生物」に指定されており、飼育、保管、運搬等が原則として禁止されているため、

扱いについて注意するとともに、啓発を図ることが望まれる。  
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「ＮＰＯ法人みよしの自然環境を守る会」による「あいち生物多様性モニタリング」の調査結果 

種 名は確認された種、赤字は外来種、赤の下線は特定外来生物を示す。 

【動物】（50 種） 

調査テーマ 指標種 

①身近な哺乳類 ホンドキツネ（指標種以外：ホンドカヤネズミ、ニホンリス、ホンドイタチ） 

②身近な野鳥 カルガモ、ケリ、アオサギ、コサギ、コアジサシ、カワセミ、コゲラ、 

ツバメ、ウグイス、オオヨシキリ 

③池や水路のカメ ニホンイシガメ、クサガメ、ミシシッピアカミミガメ 

④身近なカエル アズマヒキガエル、ウシガエル、ニホンアマガエル、シュレーゲルアオガエル、

トノサマガエル、ナゴヤダルマガエル、ヌマガエル、ツチガエル、ニホンアカ

ガエル 

⑤トカゲ・ヤモリ・イモ

リ 

ヒガシニホントカゲ、ニホンヤモリ、アカハライモリ 

⑥川や池の魚たち カワバタモロコ、ミナミメダカ、カダヤシ、カマツカ、カワヨシノボリ、 

アメリカザリガニ 

⑦林や草地の昆虫 マツムシ、ショウリョウバッタ、オオカマキリ、ヤマトタマムシ、 

ミヤマクワガタ、カブトムシ、アオスジアゲハ、アゲハ、ナガサキアゲハ、 

ツマグロヒョウモン、アサギマダラ 

⑧水辺のトンボ ハグロトンボ、キイトトンボ、ギンヤンマ、チョウトンボ、アキアカネ、 

ハッチョウトンボ、シオカラトンボ  
【植物】（50 種） 

調査テーマ 指標種 

⑨タンポポ地図 ニホンタンポポ、シロバナタンポポ、セイヨウタンポポ、 

アカミタンポポ、エゾタンポポ、キビシロタンポポ（ヤマザトタンポポを含む） 

⑩春の水田雑草 ゲンゲ（レンゲソウ）、セトガヤ、サナエタデ、カワヂシャ、 

コオニタビラコ 

⑪秋の七草調査 ススキ、マルバハギ、ツクシハギ、クズ、カワラナデシコ、オミナエシ、 

ヒヨドリバナ、キキョウ、ツリガネニンジン、ワレモコウ 

⑫湿地の植物 ミズギボウシ、ミカヅキグサ、ヌマガヤ、ヌマトラノオ、モウセンゴケ、 

トウカイモウセンゴケ、クロミノニシゴリ、ハルリンドウ、ミミカキグサ、 

ホザキノミミカキグサ、サワギキョウ、サワシロギク 

⑬里山の植物 アカマツ、アベマキ、フモトミズナラ、ミカワツツジ、クロバイ、 

エンシュウムヨウラン 

⑭ニホンジカによる食

害 

マツカゼソウ※、コアカソ、ツリフネソウ、アオキ、ハナイカダ 

（このテーマは調査対象外） 

⑮監視したい外来植物 ヨシススキ、ナガエモウセンゴケ、オオカワヂシャ、ヤナギバルイラソウ、 

メリケントキンソウ、ウチワゼニクサ 

※ マツカゼソウは、ニホンジカの忌避植物であり、増えることでニホンジカの活動が活発であることを示していること

から、指標種に選定されている。  
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これらは、主に長田池下流の谷戸環境で確認されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ-3 指標種等の確認位置 

提供：ＮＰＯ法人みよしの自然環境を守る会  
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２）「グリーンデータブックあいち 2017 維管束植物編」 

愛知県内で確認されている全植物が記載されている。分布表によって、みよし市域での確認種

が把握できることから、希少植物について抽出、整理した。ただし、本調査結果は約 25 年間の

調査の蓄積であることから、現在は生育していない可能性がある。 

これらの種の生息環境は、湿地が最も多く、本市に分布する湧水湿地やため池周辺の湿地等で

確認されたと考えられる。 

表Ⅲ-１ みよし市で記録されている希少植物 

種  名 国 県 生息環境 

ヤチスギラン 

 

EN 湿地 

イヌカタヒバ VU 

 

渓流沿いの岩場等 

ヒメコウホネ VU EN 池沼 

イワショウブ 

 

VU 湿地 

アギナシ NT  〃 

ミズトンボ VU VU 〃 

サギソウ NT VU 〃 

シラタマホシクサ※ VU VU 〃 

シズイ 

 

VU 池沼 

ミカワシンジュガヤ VU VU 湿地 

ヒメコヌカグサ NT 

 

〃 

ヒナザサ NT VU 湿地・池沼 

ウンヌケ※ VU NT 草地 

タチモ NT NT 池沼 

ミヤマワレモコウ 

 

EN 湿地 

ナラガシワ 

 

EN 森林 

フモトミズナラ※ 

 

NT 〃 

サクラバハンノキ NT 

 

湿地 

イシモチソウ NT EN 〃 

イヌセンブリ VU NT 〃 

スズサイコ NT 

 

草地 

オオアブノメ VU VU 湿地 

ケブカツルカコソウ VU EN やや湿った草地 

シマジタムラソウ VU NT 草地 

イヌタヌキモ NT 

 

池沼 

ムラサキミミカキグサ NT NT 湿地 

キキョウ VU VU 草地 

ミズギク 

 

NT 湿地  ※ 東海丘陵要素植物群 構成種 

   希少種ランク EW：野生絶滅／CR：絶滅危惧ⅠA 類／EN:絶滅危惧ⅠB 類／VU：絶滅危惧Ⅱ類／

NT：準絶滅危惧 
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３）東海丘陵要素植物群の分布 

東海丘陵要素植物群は、東海地方の丘陵地・台地の低湿地とその周辺に固有の、あるいは日本

での分布の中心がある 15 種の植物である。これらの植物が生育する湿地には、日本最小のトン

ボであるハッチョウトンボやこの地域固有の昆虫であるヒメタイコウチが生息している。 

みよし市においては、長田池周辺や、三好丘緑地、福谷地区の樹林等に生育記録があるが、そ

の種類や数は限られている。 

 

表Ⅲ-２ 東海丘陵要素植物群（15 種） 

  フモトミズナラ・シデコブシ・ヘビノボラズ・ナガバノイシモチソウ、トウカイコモウセンゴケ、     

  マメナシ、ハナノキ、ナガボナツハゼ、クロミノニシゴリ、ヒトツバタゴ、ミカワシオガマ、 

ヒメミミカキグサ、ミカワバイケイソウ、シラタマホシクサ、ウンヌケ 

                         
図Ⅲ-４ 東海丘陵要素植物群の確認記録がある場所 

出典：「三好町の自然観察地ガイド」三好町誌編さん委員会（平成 19 年） 

「ＮＰＯ法人みよしの自然環境を守る会」提供資料 

「生物多様性モニタリングマップ」愛知県環境部自然環境課  
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（２）生物多様性の保全上重要な場所 

市内の最新の自然環境を把握している「ＮＰＯ法人みよしの自然環境を守る会」からの提供情

報を基本とし、「三好町の自然観察地ガイド」（平成 19 年）、「みよしいきものマップ」（平成 24

年）での記載、「生物多様性モニタリングマップ」参考に、さらに、樹林規模、立地場所などを

考慮して本市の生物多様性の保全上重要と考えられる場所を抽出した。また、ＮＰＯ・市民・企

業などの生物多様性保全活動の実施状況についても考慮した。 

 

 

 出典１：「ＮＰＯ法人みよしの自然環境を守る会」からの提供情報 

 出典２：「三好町の自然観察地ガイド」三好町誌編さん委員会（平成 19 年） 

     「みよしいきものマップ」みよし市環境経済部環境課（平成 24 年） 

 出典３：「生物多様性モニタリングマップ」 

 出典４：広報みよし 平成 29 年 11 月 15 日発行（生物多様性保全活動団体の記載）  
 

表Ⅲ-３ 生物多様性の保全上重要な場所と選定の参考にした出典等 

 

出典１ 出典２ 出典３ 出典４ 

その他（樹

林規模、立

地場所等） 

① 長田池と周辺の田んぼ（境川源流部） ○ ○  ○  

② 三好丘緑地周辺 ○ ○ ○ ○  

③ 三好ケ丘ポンプ場周辺  ○   ○ 

④ 八幡池上流の谷戸  ○    

⑤ 東海学園大学隣接地 ○ ○    

⑥ 境川上流部 ○     

⑦ 南池ノ上の樹林地     ○ 

⑧ 三好池周辺  ○ ○ ○ ○ 

⑨ 保田ヶ池公園  ○  ○  

⑩ 明知地区の畑・果樹園 ○     

⑪ 福田新池周辺 ○  ○   

⑫ 境川  ○ ○   

  



44 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ-５ 生物多様性の保全上重要な場所 

① 長田池と周辺の田んぼ 

 （境川源流部） 

② 三好丘緑地周辺 

③ 三好ケ丘ポンプ場周辺 

④ 八幡池上流の谷戸 

⑤ 東海学園大学隣接地 

⑥ 境川上流部 

⑦ 南池ノ上の樹林地 

⑧ 三好池周辺 

⑨ 保田ヶ池公園 
⑫ 境川 

⑩ 明知地区の畑・果樹園 

⑪ 福田新池周辺 
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① 長田池と周辺の田んぼ（境川源流部） 

・長田池の下流には市内でも貴重な谷戸の自然が残されている。 

・赤土の土手の斜面には小面積の湿地があり、ミカヅキグサやトウカイコモウセンゴケ、フモト

ミズナラなどの東海丘陵要素植物群が生育し、ハッチョウトンボが生息している（出典１）。 

・キツネの目撃記録がある（出典１）。 

・「ＮＰＯ法人みよしの自然環境を守る会」が保全活動を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          谷戸の全景             NPO によって創出された水辺のビオトープ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海丘陵要素植物群の生育する樹林や湿地                   樹林に囲まれた長田池                 境川上流部  
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② 三好丘緑地周辺 

・ニホンリスの生息が確認されている（出典１、２）。 

・緑地の南側にごく小さい湿地がありトウカイモウセンゴケやシラタマホシクサ、サワヒヨドリ

などを見ることができる（出典２）。 

・エリアの北側にシラタマホシクサなどの生育する小さな湿地がある（出典３）。 

・森に囲まれたため池（深狭池２号）にはカモ類などが飛来する。 

・「みよし里山まもり隊」が、湿地の保全活動や雑木林の保全活動を実施している（出典４）。 

・エリアの南側と北側の間に道路があり、樹林の連続性の確保が課題。 

 

 

 

               北側からの遠景               常緑樹と落葉樹が混交する樹林                  ため池（深狭池２号）             森の連続性の確保が望まれる道路 

 

③ 三好ケ丘ポンプ場周辺 

・北側の丘陵地の樹林と東海学園大学隣接地の樹林をつなぐ位置に位置しており、キツネ、タヌ

キなどの陸上を移動する動物の移動において重要性が高い。 
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④ 八幡池上流の谷戸 

・八幡池は、ヨシなどの抽水植物が生育しており、カモ類やオオバン等の生息場所になっている。 

・上流の谷戸は、樹林に囲まれたなかに草地や農地が点在し、多様な環境を好む鳥類や哺乳類の

生息場所になっている。 

・八幡池に隣接するヤナギ林でコムラサキの生息が確認されている（出典２）。 

 

 

 

 

 

 

 

           ヨシなどが生育する八幡池              八幡池上流の谷戸（１）                  八幡池上流の谷戸（２）              八幡池上流の谷戸（３）   
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⑤ 東海学園大学隣接地 

・市内で最大規模の樹林であり、複数のため池や農地がある多様な環境を有している。 

・キツネの目撃記録がある（出典１）。 

・東海丘陵要素植物群のクロミノニシゴリが生育している湿地がある（出典２）。 

・緑地を豊田知立線が分断しており、キツネやタヌキなどの地上を移動する動物のロードキル対

策が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     エリア中央部大坂池上流の谷戸             アカマツが混交する樹林 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      水鳥が生息するため池（大坂池）           杁ノ奥池下流の谷戸 
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⑥ 境川上流部 

・草地環境が残されており、キツネも目撃されている（出典１）。 

・生物多様性を高めるために、源流部から連続する現在の草地環境を維持することが望まれる。 

・住民参加によるワークショップで検討された「境川緑地計画（案）」において、「自然を保全す

る区域」として位置付けられており、生物多様性に配慮した整備が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        細田橋から上流を望む               細田橋から下流を望む   
⑦ 南池ノ上の樹林地 

・本市中央部において三好池周辺に次いで大きな樹林で、中の谷戸にはため池（新池）もあり、

多様な環境が残されている。 

・豊田市から三好池に続く樹林のつながりの中にあり、樹林環境のネットワーク上重要性が高

い。 

               西側グランドより樹林を望む          抽水植物の生育するため池（新池） 
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⑧ 三好池周辺 

・市内で最も大きなため池だが、ウォーキングや水面のボート競技など利用されるため、カモ類

などは種類、数ともあまり多くない（出典２）。 

・堤防土手は、定期的に草刈りが行われているため、コケリンドウ、ワレモコウ、ミヤコグサ、

ヤマサギソウなどの草地性植物が残存している（出典２）。 

・池の周辺にある樹林は、本市中央部おいて最も面積が広い樹林であり、コゲラ、シジュウカラ

などの樹林性の鳥類やカブトムシなどの樹林性の昆虫類において重要な生息拠点であると考

えられる。 

 

 

 

 

 

             池を取り囲む樹林                 堤防の広い草地    
⑨ 保田ヶ池公園 

・水面利用を積極的に行っているため、水鳥などの種類はあまり多くはないが、周辺の樹林は、

市街地に隣接する樹林としては面積が広く、市民が自然とふれあう場所として貴重である。 

・モチツツジ、ネジキなどのツツジ類が多く見られる（出典２）。 

・「保田ヶ池ドングリの会」が企業と市と協働で雑木林の保全活動やドングリの森の植樹の準備

を実施している（出典４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         池と隣接する樹林                ドングリの森の再生地 
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⑩ 明知地区の畑・果樹園 

・さんさんの郷の周辺などで、タヌキやキツネが目撃されている（出典１）。 

・タヌキやキツネのねぐらになる場所として、福田新池周辺の樹林地の重要性が高いと考えられ

る。 

 

 

 

 

     
 

          明知橋周辺                  さんさんの郷周辺 

 

⑪ 福田新池周辺 

・カルガモなどの水鳥やウチワヤンマやオオシオカラトンボなどが見られる（出典２）。 

・福田新池周辺の樹林地は、まとまった樹林が少ない本市の南部において、樹林性の鳥類や昆虫

類の生息、移動の場所として重要性が高い。 

 

 

 

 

          カルガモ等の水鳥が多く生息している          池に隣接する草地や樹林 

  



52 

 

⑫ 境川 

・川沿いの草地にキスゲ、カワラナデシコなどが生育しているほか、イタチ類が比較的頻繁にみ

られ、モズ、オオヨシキリ、セッカなどの草地の鳥や、イカルチドリ、カワセミが生息してい

る（出典２）。 

・高水敷はレクリエーション空間として整備されており、生きものの生息、移動の場所は低水敷

に限られるため、生物多様性を高めるためには高水敷の一部を自然草地に戻すなどの対応が望

まれる。 

 

 

 

     
 

      名古屋岡崎線より上流を望む           名古屋岡崎線より下流を望む 
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（３）ＮＰＯ・市民・企業などによる生物多様性保全活動 

 

１）NPO・市民の活動 

市内で生物多様性の保全活動を行う NPO・市民の情報として「広報みよし第 1152 号 平成

29 年 11 月 15 日」を掲載する。 
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２）企業による取り組み 

① トヨタ自動車株式会社 

トヨタ自動車株式会社では、地域と共に自然保全活動を推進する「Toyota Green Wave 

Project」を実施している。 

本市には、トヨタ自動車株式会社やその関連工場が複数立地しており、これら工場における生

物生息生育環境の保全・再生・創出や、従業員の参加による地域の生物多様性保全活動の推進が

望まれる。 

 

 

各事業所・各地域の活動を“地域をつなぐ”自然保全活動の推進 

―Toyota Green Wave Project 

 

トヨタや関係各社は、これまでもそれぞれで工場の森づくり、周辺の環境保全などを進め

てきました。こうしたさまざまな自然共生活動を通じて「地域をつなぐ」取り組みが、「Toyota 

Green Wave Project」です。トヨタの自然共生活動の輪を国内外各地で広げ、その結果とし

て生きものの生息域が広がり、生物多様性に寄与するサステナブルな社会づくりを目指しま

す。具体的な活動として、自然や生きものを育む環境をつくる「自然と共生する工場」と、地

域や関係会社をつなぐ「オールトヨタ グリーンウェーブ プロジェクト」があります。 

 

●地域に根ざした「自然と共生する工場」 

「プリウス」を生産する堤工場をモデル工場として、2007 年より「工場の森づくり」を

テーマに植樹活動を実施してきました。2017 年度より活動内容を発展した「自然と共生する

工場」として、さまざまな生きものの生息環境の整備にも活動を拡大しています。 

 

●オールトヨタ自然共生ワーキンググループ活動 

            「オールトヨタ グリーンウェーブ プロジェクト」 

「Toyota Green Wave Project」活動の受け皿として、2015 年 5 月に「オールトヨタ自

然共生ワーキンググループ」を 23 社で立ち上げ（2019 年参加 ： 22 社）、トヨタグループ

の自然共生の取り組み拡大や情報発信の充実、グループの連携強化などに取り組んでいます。 

 

●生物多様性の認知向上の取り組み 

「Toyota Green Wave Project」の意義や生物多様性の大切さ、グループ各社の取り組み

事例を紹介した冊子を作成して従業員に配付し、活動への参加意識向上や横断的な協力の重

要性を継続して啓発しています。さらに専用ホームページを立ち上げ、各社の活動をタイム

リーに発信しています 

 

              引用：トヨタ自動車株式会社ウェブサイト 
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② 株式会社三五 

みよし市に複数の工場を有する株式会社三五では、「環境長期ビジョン”三五環境チャレンジ

2050”」を設定し、「三五の森づくり」を進めている。その一環として、保田ケ池公園での植樹

活動を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用 株式会社三五 ウェブページ 
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３. 課題  

野生の生きものの多くは、生まれてから同じ場所にとどまっているのではなく、繁殖や採食等

のために日、年、一生などの単位で、同じあるいは異なる環境を移動して暮らしている。そのた

め、生きものが長くその地域で生息生育できるようにするためには、同じタイプや異なるタイプ

の「生物の生息生育空間」があり、その間を生きものが移動できるようになっている、生態系ネ

ットワークが形成されることが望まれる。 

また、生きものが長く地域で生息生育できるようにするためには、土地が担保され「生物の生

息生育空間」が永続的に保全されることが必要である。そのためには、公有地化や緑地指定のほ

か、公共施設や公園などのすでに公有地化された場所や、企業敷地等への生物生息空間の創出な

どが有効である。 

みよし市においても、生物多様性を保全していくためには、生態系ネットワークの拠点となっ

ている場所の保全を図るとともに、新たに拠点を創出し、生態系ネットワークを形成していくこ

とが望まれる。 

 

（１）樹林ネットワークの形成 

本市の拠点となる樹林の多くは北部に分布している。北部の樹林は、豊田市からつながる尾張

丘陵の先端にあり、広域的な樹林ネットワークにおいても重要な場所に位置している。一方、南

部は拠点となる樹林は少ないが、広い敷地を持つ工場が南部に分布している。すでに、これら工

場外周には樹木が植栽されており、生きものの生息場所になっていると考えられるが、さらに、

生きものの生息生育に配慮した樹木の植栽と管理を行うことによって、シジュウカラやコゲラ、

カブトムシ、ヤマトタマムシのほか、キツネやタヌキなどの生息・移動場所にもなる。これによ

って尾張丘陵から刈谷市北部の樹林をつなぐ広域的な樹林ネットワークが形成され、みよし市

全体の生物多様性の向上に資すると考えられる。 

また、樹林の保全管理にあたって、これら企業や東海学園大学などとの連携を図ることが有効

と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

         トヨタ自動車 明知工場             トヨタ自動車 下山工場 

 

 

 

 

  シジュウカラ        コゲラ        カブトムシ        ヤマトタマムシ 
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図Ⅲ-６ 樹林環境のネットワークのイメージ  
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（２）ため池等による水辺ネットワークの形成 

みよし市内には、かつて 100 か所を超えるため池があったが、埋め立て等によって数が減り、

現在 39 か所が残されている。各ため池に生息する生きものの種類や数は、水生植物の有無や岸

辺の護岸、人の利用などによって異なるが、環境の良い場所では、様々な種類のトンボや、カモ

類、サギ類、カワセミなどを見ることができる。 

現在、生きものが少ないため池でも、岸辺の形状の工夫などによって、生きものが生息しやす

くなることから、水生植物帯などの創出等を行い、学校や公園、工場の池など共に、水辺のネッ

トワークをつくることが望まれる。 

また、本市には境川をはじめ、小石川・茶屋川などの河川が流れ、水辺を好むイタチやサギ類、

カワセミ、トンボ類などが生息している。さらに、河川敷はキツネなどの安全な移動経路になる

と考えられる。そこで、河川の岸辺の植物を保全・創出し、水辺ネットワークの拠点や回廊とし

ての機能を高めていくことが望まれる。 

 

トンボの生息場所になっていると想定されるため池 

（抽水植物が多い）                     新池下池                      四井池                            山伏池                       小池  
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水鳥などの生息場所になっているため池 

（人の影響が少ない、餌となる植物が多い等） 

 

 

 

 

 

 

         四ッ池                      舟ヶ峪池 

 

 

トンボや水鳥が少ないため池 

（人の影響が大きい、岸辺の植物が少ない等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

          百々池                       保田ヶ池 

 

 

 

 

 

 

 

            大阪上池                     不動明池 
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図Ⅲ-７ ため池の分布  
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（３）森・草地・農地ネットワークの形成 

過去に、市内の数か所でキツネが確認されている。キツネは、生きものの＜食う・食われる＞

の関係の最上位に位置し、良好な環境を指標する生きものである。安定した生息には、繁殖場所

となる森や餌場になる草地・農地があり、その間を移動できることが必要とされる。 

みよし市の都市構造は、市街地や工場がパッチ状に分布して、その間が草地や農地などでつな

がっており、拠点となる規模の大きい森も残されている。 

キツネを目標生物の一つとして、餌となる昆虫や小動物の豊かな草地などを保全するととも

に、その連続性を確保していくことが、みよし市の生物多様性の向上に役立つ方策と考えられる。 

具体的には、キツネの確認場所への繁殖や採餌に適した小動物の多い場所の保全・創出と、道

路を横断する場所の移動経路の確保等が想定される。 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ-８ キツネの行動 

  

巣穴 

繁殖場所 

餌場 

分散 

分散 
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図Ⅲ-９ 森・草地・農地ネットワークのイメージ  
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（４）東海丘陵要素植物群の生育する湿地の保全 

東海丘陵要素植物群は、東海地方の丘陵地・台地の低湿地とその周辺に固有の、あるいは日本

での分布の中心がある 15 種の植物である。これらの植物が生育する湿地には、日本最小のトン

ボであるハッチョウトンボやこの地域固有の昆虫であるヒメタイコウチが生息しており、地域

を代表する自然といえる。 

みよし市においては、長田池周辺や、三好丘緑地、福谷地区の樹林等に点在しているが、その

種類や数は限られている。植物の多くは移動に時間が必要であり、ヒメタイコウチも移動能力が

低いため、これらの湿地を増やすことは難しいと考えられるため、現在残されている生育地を保

全するとともに、新たな湿地の確認に努め、保全を図ることが重要と考えられる。 

 

表Ⅲ-２ 東海丘陵要素植物群（15 種）（再掲）  
フモトミズナラ・シデコブシ・ヘビノボラズ・ナガバノイシモチソウ、トウカイコモウセンゴケ、 

マメナシ、ハナノキ、ナガボナツハゼ、クロミノニシゴリ、ヒトツバタゴ、ミカワシオガマ、 

ヒメミミカキグサ、ミカワバイケイソウ、シラタマホシクサ、ウンヌケ 

                        
図Ⅲ-３ 東海丘陵要素植物群の確認記録がある場所（再掲） 
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Ⅳ 市民意見交換会 

  「みよしの環境・市民意見交換会 環境について、みんなで楽しく話し合おう」を全体テーマ

として 4 回開催した。 

参加者は、別紙チラシ 5,000 部を作成し配布したほか、市の広報などにより公募した。 

   

第１回 カードゲームで SDGs を体感しよう 

  ■日時：令和元年 12 月 7 日（土） 午後 1 時 40 分から４時 30 分まで 

  ■講師：「2030SDGS カードゲーム」 

ファシリテーター 網岡健司 八百屋さやか 

  ■会場：みよし市図書館学習交流プラザ・サンライブ 

  ■参加：18 人 

  ■概要：SDGs の概要説明に続き、グループに分かれ「2030SDGS カードゲーム」を実施。 

  ■アンケート結果  総回答数 14 カッコ内は回答数 

    質問１ SDGs について、あなたの理解はすすみましたか？ 

     ①とてもよく分かった（5） ②よく分かった（9） ③まあまあ分かった（0） 

  ④あまりよく分からなかった（0） ⑤全く分からなかった（0） 

    質問２ 暮らしや仕事の中で、今日の経験を活かすことはできそうですか？ 

     ①すぐにでも活かすことはある（5） 

②活かすためのヒントは得ることができた（9） 

     ③活かすことはあまりなかった（0） 

     ④ ①②の具体例（主なもの） 

      ・行政がリードしながら、市民一人ひとりが自分事として捉えられるように具体的な

取組と目標を明確にする（それぞれの立場で）。 

      ・価値観が違っても、価値観の違いを認識してもらうことが前へ進む。 

      ・商品の選択や製品の製造過程に気にすることができる。 

      ・帰宅したらすぐに子どもたちに今日のことを話す。 

    質問３ みよし市の計画などに SDGs の考え方を取り入れると良いと思われたことはあ

りますか？ 

     ①環境基本計画に SDGs の考え方を取り入れると良い（5） 

     ②教育や福祉など、一部の計画に取り入れると良い（1） 

     ③すべての計画に取り入れるべきだ（7） 

     ④取り入れるべきものはない（0） 無回答（1） 

    質問４ ゲームの進行、運営などについてはいかがでしたか？ 

     ①とても良かった（9） ②良かった（5） ③まあまあ（0） 

     ④あまり良くなかった（0） ⑤良くなかった（0） 

  質問５ 感想その他（主なもの） 
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      ・SDGs に取り組んでいる自治体等の具体的な取組内容を紹介していただけるとあり

がたい。 

      ・周りの人とディスカッションすることなど、違う思いや考えに触れることができま

した。この時間がとても大切だと思いました。 

 

第２回 資源循環の問題を知り、話し合おう 

  ■令和元年 12 月 14 日（土） 午後 1 時 40 分から４時 30 分まで 

■講師：東洋大学情報連携学部 後藤尚弘教授 

  ■会場：みよし市図書館学習交流プラザ・サンライブ 

  ■参加：24 人 

  ■概要 

   ＜講師からの説明＞ 

     ・廃棄物焼却熱の高度利用（二酸化炭素排出削減） 

     ・ごみ焼却に必要な経費（焼却炉の建設費・運営費） 

     ・ごみ減量の必要性 

・ごみ発生量を減らす（ごみになるものはもらわない、ごみ袋を有料化する、 

エコクッキング） 

     ・ごみをリサイクルする（ごみを分別する） 

   ＜意見交換＞ 

     ・なぜ、ごみを減らせないのか？ 

     ・なぜ、ごみを分別できないのか？ 

     ・ごみを減らす方法 

     ・ごみを分別する方法 

  ■アンケート結果  総回答数 16 カッコ内は回答数 

    質問１ 家庭から出るごものリサイクルや処分について、理解できましたか？ 

     ①とてもよく分かった（6） ②よく分かった（9） ③まあまあ分かった（1） 

  ④あまりよく分からなかった（0） ⑤全く分からなかった（0） 

    質問２ 「いままで知らなかった」「誤解していた」など、今日、参加して気づいたことは

ありましたか？ 

     ①あった（9） ②あまりなかった（7） 

     ①の具体例（主なもの） 

      ・廃熱利用が架空のもの、またはひとつの案だと思っていたが実際に利用されていた。 

      ・人口一人あたり、ごみ処理に 16,000 円のかかっていること。 

      ・ごみを資源化することへの熱意がすごい。市と市民で、考え方に乖離がある。 

    質問３ 「身の回りの人に伝えたい、教えてあげたい」と思ったことはありましたか？ 

①あった（11） ②あまりなかった（5） 

①の具体例（主なもの） 

 ・資源循環全般に関する講習会等に積極的に参加してほしいと感じます。 
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      ・みよし市の生活ごみ一人一日あたりの排出量が 641 グラムなど、具体  

的で良かった。 

      ・資源なのにごみになっているものが多い。 

      ・ごみを減らすことが大きな問題であること、個人的な問題ではないこと。 

    質問４ 今後、みよし市が政策として取り入れると良いと思われたことはありましたか？ 

①あった（14） ②あまりなかった（２） 

①の具体例（主なもの） 

 ・みよし市として宣言してほしい。 

 ・分別品目の細分化 

 ・武蔵野クリーンセンターのようなシステム 

 ・リサイクルステーションの分別種類数、収集物の細分化。 

 ・まずは、市の削減目標（量・時期）を決めて欲しい。 

 ・具体的な数値目標は必要だと思う。 

 ・リユース推進の仕組 

 ・ごみ袋の値上げ、リサイクルステーションの利活用（ポイントは止めた方がいい） 

 ・啓発、ごみ教育 

質問５ 今日の進行、運営などについてはいかがでしたか？ 

     ①とても良かった（7） ②良かった（7） ③まあまあ（0） 

     ④あまり良くなかった（1） ⑤良くなかった（1） 

     ④⑤の記述 

      ・得るところが少ない（市の現状を知る数字を配布してほしい）。 

      ・ファシリテーターをもう少し・・ 

  質問 6 感想その他（主なもの） 

    ・不用品＝ごみではないと思います。消費を減らせばよいのではなく、ごみにしない

方法を考えたい。 

    ・私が考えもしなかったユニークな減らす方法を様々な形で知ることができ、非常に

興味深くそして楽しむことができたと思う。 

 

  第３回 地球温暖化の問題を知り、話し合おう 

■令和２年 1 月 18 日（土） 午後 1 時 40 分から４時 30 分まで 

■講師：名古屋大学工学部 小林敬幸准教授 

   ■会場：みよし市図書館学習交流プラザ・サンライブ 

   ■参加：24 人 

   ■概要： 

 ＜講師からの説明＞ 

     ・地球温暖化のしくみ 

     ・地球が温暖化して困ること 

     ・農作物のカーボンフットプリント 
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・エネルギーの大きさ（1 キロカロリーを実感する、ダイエット） 

     ・みよし市環境基本計画 地球にやさしい低炭素都市づくり 

      （エネルギー問題への対応、環境負荷の少ない交通の推進） 

     ・技術の進歩（テレビの販売動向、動画ストリーミングサービス、エアコン） 

     ・野菜の旬と投入エネルギー 

     ・家庭のなかの消費電力 

     ・フードマイレージ 

     ・太陽光発電の実際と可能性 

     ・自家用車の電気化のインパクト 

    ＜意見交換＞ 

     ・エネルギー節約のために、実践していることを教えてください。その理由 

も教えてください。 

     ・私たちが、無理なく長続きする低炭素行動には何がありますか？その理由 

も教えてください。 

      ・低炭素行動がさらに進む、みよし市の街づくりへの提言を考えてください。 

■アンケート結果  総回答数 15 カッコ内は回答数 

    質問１ 地球温暖化やエネルギーの問題について、理解できましたか？ 

     ①とてもよく分かった（9） ②よく分かった（0） ③まあまあ分かった（5） 

  ④あまりよく分からなかった（0） ⑤全く分からなかった（0） 無回答（1） 

    質問２ 「いままで知らなかった」「誤解していた」など、今日、参加して気づいたことは

ありましたか？ 

     ①あった（15） ②あまりなかった（2） 

     ①の具体例（主なもの） 

      ・フードマイレージ等、CO₂を排出することが理解できた。 

      ・農業での CO₂排出量の多さ。 

      ・食材ごとの CO₂排出量、旬のものとそうじゃないものの CO₂ 

      ・動画ストリーミングサービスは環境に悪影響、フードマイレージを考えたことがな

かった。 

      ・温暖化のメカニズム 

      ・旬の作物の何倍ものエネルギーを使った野菜 

      ・本音と建て前のこと。「腑に落ちる」「欲を認める」これをなくしては絵に描いた餅

になる。 

      ・木の CO₂吸収はプラスマイナス 

    質問３ 「身の回りの人に伝えたい、教えてあげたい」と思ったことはありましたか？ 

①あった（13） ②あまりなかった（2） 無回答（1） 

①の具体例（主なもの） 

      ・地産地消、旬のものを食べる。 

      ・食材ごとの CO₂排出量、旬と旬でないものの CO₂ 
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      ・地産地消は経済だけでなく、環境にも良い。 

      ・食生活、体重減量策、フードマイレージ 

      ・フードマイレージの各国の違いと野菜の自給率は意外と 8 割、穀物が大量。 

      ・プリウスの事例 

      ・伝えられるほど理解できなかったから。 

質問４ 今後、みよし市が政策として取り入れると良いと思われたことはありましたか？ 

①あった（11） ②あまりなかった（0） 無回答（4） 

①の具体例（主なもの） 

 ・地産地消のためのマップを作り配布してはどうか。 

 ・PR に力を入れる。 

 ・プラスチックごみの回収 

 ・石川県の給食の例をみよし市にて応用 

 ・生産者への支援 

 ・無理なくできる参加事業、講師の小林先生も良かった。 

 ・給食の地産地消、学校教育にももっと取り上げる。 

 ・政策の PR を市からもすると良いという意見があった。面白いと思う。 

 ・地産地消の仕組みづくり 

 ・むずかしい問題過ぎて。 

質問５ 今日の進行、運営などについてはいかがでしたか？ 

     ①とても良かった（4） ②良かった（5） ③まあまあ（6） 

     ④あまり良くなかった（0） ⑤良くなかった（0） 

  質問 6 感想その他（主なもの） 

    ・普段、これが普通だろうと考えていた環境行動が思いのほか効果がないことに非常

に驚かされた。 

    ・少々、時間不足であったが、参加して十分に満足できた。本市の環境基本計画にか

らめたお話は良かった。 

    ・おもしろかった。 

    ・環境行動に価値を見いだし投資をするなどの行動促進は難しいですね。 

    ・本日は地球温暖化と家庭生活との範囲だったが、温暖化対策を中心に各自各家庭で、

各地域とした問題点としたら、と考えますが？ 

 

第 4 回 生物多様性の問題を知り、話し合おう  

■令和２年 1 月 25 日（土） 午後 1 時 40 分から４時 30 分まで 

■講師：ビオトープネットワーク中部 長谷川明子会長 

   ■会場：みよし市図書館学習交流プラザ・サンライブ 

   ■参加：19 人 

   ■概要： 

    ＜講師からの説明＞ 
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     ・生物多様性のベースと目指すべき方向性 

      ・外来種と固有種 

      ・生物多様性ホットスポット 

     ＜意見交換＞ 

      ・みよし市の地図に、今ある自然で守りたいところをマーク 

      ・その場所を守るための課題 

      ・課題解決のための施策案 

      ・生態系ネットワークにおける点や線となりうる場所を地図にマーク 

      ・その場所の課題 

      ・課題を解決するための施策案 

      ・生物多様性保全のための施策案 

■アンケート結果  総回答数 16 カッコ内は回答数 

    質問１ 生物多様性の問題について、理解できましたか？ 

     ①とてもよく分かった（5） ②よく分かった（11） ③まあまあ分かった（0） 

  ④あまりよく分からなかった（0） ⑤全く分からなかった（0）  

    質問２ 「いままで知らなかった」「誤解していた」など、今日、参加して気づいたことは

ありましたか？ 

     ①あった（14） ②あまりなかった（1） 無回答（1） 

     ①の具体例（主なもの） 

      ・国内、外来が理解できた。 

      ・花の種類 

・外来種の名前は知っていたがパネル写真により具体的に分かった。 

      ・植物の知識がなく、外来種と固有種の区別ができなかった。 

      ・二ホンタンポポが酸性の土壌が好きで、セイヨウタンポポはアルカリ性が好きだと

いうこと。 

      ・みよし市もホットスポットだということ、NPO 団体があったこと。 

      ・ホットスポットである。 

      ・みよしに豊かな自然がまだ残っている、と知らないこと。 

      ・市内に分布している生物の状況 

      ・外来種の認識を改めて知ることができた。日本固有種を知ることができた。 

    質問３ 「身の回りの人に伝えたい、教えてあげたい」と思ったことはありましたか？ 

①あった（14） ②あまりなかった（1） 無回答（1） 

①の具体例（主なもの） 

      ・外来種の中で、これ以上増えない方が良い種については人に伝えたい。 

      ・NPO 団体の情報 

      ・みよし市が意外と動植物にとって大切な場所だということ。 

      ・みよし市内でやれることがある。情報交換のための人のたまり場、情報のたまり場

をつくる。 
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      ・このような機会に是非参加してくれることが第一歩。今後も継続してほしい。 

      ・二ホンタンポポがあると思っていなかったです。 

      ・市内に自然があって、いろんな生き物がいるということ。 

      ・現在、少なくなった土筆を子どもたちに知らせ、一緒に調理する。 

      ・外来種の見分け方 

質問４ 今後、みよし市が政策として取り入れると良いと思われたことはありましたか？ 

①あった（10） ②あまりなかった（2） 無回答（4） 

①の具体例（主なもの） 

      ・絶滅危惧種について市民に PR すること。 

      ・本日のような生物多様性に関するセミナーをもっともっと増やしてほしい。 

      ・子どもたちの学校教育にもっと自然を取り入れるような時間を取って欲しい。 

      ・情報の拠点をつくる。先生を市に呼ぶ。 

      ・市として発信してほしい。 

      ・情報を集める拠点づくり。学校での話し合いの場を設ける。 

      ・子ども（小学生）への教育、保全できる場をつくる。 

      ・みよし市に残っている草木を大切に保全する政策を取り入れる。 

      ・環境教育、土壌調査 

質問５ 今日の進行、運営などについてはいかがでしたか？ 

     ①とても良かった（6） ②良かった（6） ③まあまあ（1） 

     ④あまり良くなかった（0） ⑤良くなかった（0） 無回答（3） 

質問 6 感想その他（主なもの） 

      ・この講座の狙いはどこにあるか。もっと広く市民に PR して市民の意識を高めるよ

うにすると良い。 

      ・とても勉強になりました。情報収集して活動に参加してみようと思います。 

      ・とても勉強になりました。市に期待したいです。 

      ・市が情報発信しなければいけない。 

      ・各自意見を出し合うのは、多種にわたる意見が出て良い。 

      ・生物多様性の、特に植物の観点から見ることが多かったため、地域に生息する虫や

魚、動物等の生物の話も少しあった方が良く感じた。しかし、植物（特にオオキン

ケイギク）がどういった特徴があるか、改めて知ることができ、とても参考になっ

た。 
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参考）市民意見交換会の所感 

 

１ 参加者の傾向 

 みよし市としては、環境問題のテーマごとに有識者の講演と意見交換会を行ったのは初の企画であった。 

 チラシ 5,000 枚印刷して中学生全員に配布したほか、高校・大学にも配布したが、参加者は中学生 1 名、

大学生 1 名であり、残念ながら若年層の意見を充分に聞き取ることはできなかった。 

 また、基本的に 4 回通しでの参加を呼び掛けたが、結果的には参加者それぞれが興味のあるテーマに参加

することとなった。 

 環境基本計画の改訂年度のみに実施するのではなく、定期的に開催することでより幅広い参加を得ていく

ことが望ましい。 

 

２ 環境意識の特徴（アンケートに残らない発言から） 

 環境問題の中でも資源循環は市民の理解が最も高いと思われるが、現在、大都市圏では、若年層の意識低

下と高齢化によるごみ分別の悪化、資源ごみ収集量の減少が大きな問題となっていることを考えると、今の

うちに若い世代に対する啓発を充実しておく必要があるだろう。 

今年度、エックス都市研究所は名古屋市の大学生及び若手社会人の意見交換会を行ったが、「母親が（事業

所では環境担当者が）ごみの片づけをやっているので、自分はルールすら知らない」「そもそも何のために分

別するのか、分別するとどうなるのか知らない」「それって俺たちの問題なんですか？」などといった発言が

目立ち、「ごみ非常事態宣言」の経験が世代間で受け継がれていないことが浮き彫りになった。みよし市にお

いては、まだそのような状況とはなっていないとは思われるが、将来に向け、今回のような機会を継続的に

設けることが必要だろう。 

生物多様性については、市町村の取組による違いが大きい。みよし市においては生物多様性に関する計画

がこれまでなかったこともあり、行政としてはスタート地点に立とうとするところである。一方、NPO によ

る自然環境保全活動が比較的活発に行われており、今後、市の取組によって成果を挙げる可能性があると思

われる。一般的には活動団体の後継者不足が問題であるが、学校や大学。企業との連携によって活性化させ

ている例もあることから、市の施策をどのように行っていくのかが検討課題である。 

地球温暖化対策については、上の二つのテーマに比べて参加者の基礎的な知識が少なく、勉強会という感

覚であった。また、高齢の参加者の中には、まだ使うことができる家電製品を高効率機器に更新すべきとい

った意見に対して「理解できない」「もったいないからやりたくない」といった拒否感を示す方もあり、やは

り継続的に啓発事業を行っていくことの必要性を感じた。 

SDGs については、「どんなものなのだろう」といった興味・関心からの参加者が多く、楽しくゲームを行

ってもらった。しかし、上に述べたように個々の目標についての理解を深めていく必要がある。今回は冒頭

の第一回目に実施したが、ひととおり環境問題についての理解を深めた上で最終回にまとめとして実施する

方が良かったかもしれない。 


