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第３回浅口市環境審議会会議 

日 時 平成 24年 9月 6日（木） 14:00～16：00 

場 所 浅口市ふれあい交流館サンパレア 多目的室 

  

◇出席者 

【委員】 

・松井 康弘 （岡山大学廃棄物マネジメント研究センター准教授） 

・柚木 毅  （浅口市議会議長） 

・伊東 清実 （岡山県備中県民局地域政策部環境課課長） 

・横溝 勇  （浅口市小中学校長会会長） 

・田淵 純雄 （浅口商工会会長） 

・田口 桂一郎（浅口市農業委員会会長） 

・中原 義夫 （浅口市環境衛生協議会会長） 

・横山 多鶴子（浅口市婦人協議会会計） 

・石井 登喜子（浅口市消費生活問題研究協議会会長） 

・西山 富雄 （岡山西農業協同組合理事） 

・三宅 秀次郎（寄島町漁業協同組合代表理事） 

・古川 秀昭 （金光町植木協同組合代表理事） 

・作田 雅利 （アッケシソウを守る会会長） 

・鍋谷 和彦 （岡山県地球温暖化防止活動推進センター推進員） 
 
【浅口市役所・事務局】 

・原田 健次 （生活環境部部長） 

・井上 聡  （生活環境部環境課課長） 

・佐藤 秀志 （生活環境部環境課主幹） 

・谷口 輝昭 （生活環境部環境課主幹） 
 
【委託業者（コンサルタント）】 

・藤本晴男、井上明雄（アセス株式会社） 

 

◇欠席委員 

・岡本 明夫（玉島警察署生活安全課課長） 
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◇ 審議会次第 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

（１）前回浅口市環境審議会の議事録確認 

（２）浅口市環境基本計画基礎調査報告書について 

（３）浅口市環境基本計画策定スケジュールについて 

（４）浅口市環境基本計画について 

  ①全体構成について 

  ②基本理念について 

（５）その他 

４ 閉会 

 

◇ 配布資料 

・第 3回浅口市環境審議会 会議次第 

・浅口市環境審議会 委員名簿 

・浅口市環境審議会 席次表 

・議事（１）第 2回浅口市環境審議会会議 議事録 

・議事（２）浅口市環境基本計画基礎調査報告書 

 ・本編 ・アンケート（本編） 

      浅口市環境基本計画基礎調査報告書（資料編） 

・議事（３）浅口市環境基本計画策定業務スケジュール 

      基本計画策定に向けての検討方法（案） 

・議事（４）①浅口市環境基本計画全体構成と策定の流れ 

        ②望ましい環境像 追加案 

        追加資料 浅口市環境条例 
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◇ 議事録 

１ 開会 

事務局（井上課長） 

委員変更に伴う新委員紹介 

配布資料の確認 

 

２ 会長あいさつ 

松井会長  昨年度までは環境基本計画策定に参考となる基礎調査を行った。これをもとに今年

は、基本計画を策定していかなくてはいけない。基本計画を説明しながら、皆様方

の環境基本計画に対する考え方、どういう項目を盛り込んでいけば良いかなど忌憚

なくご意見を頂きたいと思うのでよろしくお願いしたい。 

 

３ 議事 

松井会長  会議次第に沿って、議事（１）～（５）まで進めさせて頂く。まず（１）前回の環

境審議会議事録確認について、事務局から議事の内容も含めて説明をお願いする。 

 

（１）前回浅口市環境審議会の議事録確認 

事務局   資料の説明 

松井会長  これについて、ご質問とか修正の意見はあるか。 

ご意見が無いようなので、議事録は確認したということにしたい。 

（２）浅口市環境基本計画基礎調査報告書について 

事務局   資料の説明 

松井会長  基本計画を議論していくに当たって、大事な部分はＰ44、45 の現在の課題とＰ46

以降が密接にかかわる部分。課題について、私の方から報告しておきたい。 

（情報共有のため内容説明） 

現状としては、このような形でまとめているが、これ以外に皆様方が感じられてい

る環境の問題や、こういったところを重視してほしい、こういったことが問題だと

感じられているところがあればお聞きしたいが、いかがか。キーワードとして、こ

ういうことを入れておいてほしいなどのご意見はないか。農林水産業に取り組んで

いらっしゃる方もおいでなので、現状認識としてはこういう形でよろしいか。 

意見は無いようなので、基本的にはこういう課題整理を持ったうえで、計画策定の

方を具体的に進めさせて頂きたいと思う。報告書については、本日は全て見ること

はできないので、後日修正等があればお知らせ頂きたい。報告書についてはよろし

いか。ご意見がなければ、この形で了承されたということにさせて頂く。 

 

（３）浅口市環境基本計画策定スケジュールについて 

事務局   資料の説明 

松井会長  スケジュールとしては、基本計画の素案を 11月までに作成し、11月末～12月初旬

にかけて第 4回審議会を開催する。そこの議論を受けて基本計画案を作成するとい

うのが大きな流れになっている。その流れの中身の部分で、基本理念、基本目標、

基本施策、重点施策がある。基本理念、基本目標を 9月～10月にかけてまとめてい

く。基本計画については、すぐには理解できないと思うので、全体構成の資料を見

ながら確認しておきたい。まず、環境の現状と課題を受けて、浅口市が目指すべき

将来の環境像、あるべき姿や目指す方向性を表した基本理念を固める。これは、ざ
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っくりした言葉になる。これを基に、生活環境や自然環境などの分野ごとの基本目

標を設定する。基本理念を達成するための分野別の目標やビジョン。どういう目標

をもって進めるか。あるいはどう維持していくかという基本目標を立てる。次に分

野別の施策や事業を設定する。重点施策は、具体的な事業。基本理念という大きな、

漠然としたものから、目標を立てて、政策の項目立てをして、実際の施策内容とい

うものを作っていく、どんどの具体化していくというのが全体のイメージになる。

その流れを示したのがスケジュールになる。この 2か月は、基本理念、基本目標を

ある程度固めて行きたい。その中で、市民検討委員会が 2回予定されているが、審

議会と合わせて、市民検討委員会での細かい検討を受けて最初の 2か月で基本理念、

基本目標を固めて行きたい。その後、具体的な基本施策、配慮指針、重点施策を同

じように市民検討委員会での議論を踏まえて、審議会に報告しながら固めて行くこ

とになる。という流れになっているのが全体像となっている。市民検討委員会につ

いては、前回説明されているか。 

事務局   市民検討委員会についての具体的な説明はしていない。 

松井会長  では、こういった流れでよろしいかというところと、市民検討委員会を設定するこ

とについてどうかということになるが、市民検討委員会は、浅口市小中学校長会、

浅口市環境衛生協議会、浅口市婦人協議会、浅口市消費生活問題研究協議会の 4つ

の団体から各地域お一方ずつ参画頂いて、計画策定の具体的な議論をしたいという

のが事務局の案。それとは別に庁内検討委員会もある。庁内で基本理念や目標、施

策を検討して固めて行く。市民の検討委員会と庁内検討員会の中で具体的にまとめ

ていくということになると思うが、そのあたりのスケジュール、組織や進め方とい

うことについて、ご意見などはあるか。進行管理の検討とは具体的になにか。これ

までの検討結果をまとめて何かするのか。 

コンサル  環境施策の進捗の管理や、検証などの体制について検討して頂くもの。 

事務局   環境基本計画の策定後、この計画に沿って、実行されているかをチェックする管理

体制。 

松井会長  環境基本計画の運用を考えることになる。ＰＤＣＡを活用して計画を運用していく

わけだが、それをどういう組織で、どういうスケジュールで行うかのを検討するの

が 12月、ということを確認した。こういうことで、環境審議会でも市民の皆さんか

ら意見を頂く機会というのが、環境審議会、市民検討委員会という二つがある。第

3 回、第 4 回審議会ではある程度、キーワード、こういう政策をやってほしいとい

うことについて意見を出しておきたい。市民検討委員会でもだしてもらう。それ以

外に、1 月から 2 月にかけて基本計画案の公表、意見募集がある。案ができた段階

でさらに追加や修正がないかを見るという、構えになっている。市民の意見を聞く

のは、審議会、検討委員会、意見募集の 3段階となっているが、機会はあまり多く

はないので、今日の審議会でも、理念、目標、施策の意見を出しておきたい。スケ

ジュールの方は、この流れでよろしいか。特になければ、市民検討委員会の方は、

こういう組織でご協力頂ける。あるいは、こんな組織を入れた方が良いというご意

見はどうか。事務局でなにかあるか。 

事務局   事務局案として、市民検討委員会のメンバーを、審議会に参加頂いている 4つの団

体からご推薦頂ければと考えている。小学校校長会を通じて、ＰＴＡ関係の方のご

推薦、環境衛生協議会については三支部の中からご推薦頂いたり、婦人協議会につ

いては、活動状況が分からないが、3 地域からのご推薦が難しければ、他の団体に

ご協力頂いたりということになるかと思う。消費生活問題研究協議会からも 3地域
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にお住いの会員様をご推薦頂き、12 名の組織で検討を進めて行こうと考えている。 

松井会長  小中学校長会 横溝委員はどうか。 

事務局   各地域のＰＴＡ連合会からご推薦頂ければと思う。 

横溝委員  お願いできると思う。 

松井会長  衛生協議会は各地域の推薦はできるか。 

中原委員  各支部から適任者にお願いしたいと思う。 

松井会長  婦人協議会はどうか。 

横山委員  私は鴨方だが、金光と寄島がどういう状況かを把握していない。問い合わせをしな

いとわからない。 

松井会長  追って検討頂くということで良いか。できれば 3地域から推薦頂きたい。 

横山委員  検討する 

松井会長  消費生活問題研究協議会はどうか。 

石井委員  3地域で出てもらうよう考える。 

松井会長  基本的には、市民検討委員会を構成して検討するということで進めたいと思う。よ

ろしくお願いする。スケジュール進め方は良いか。 

委員全員  了承 

松井会長  ご了解頂いたということで、次に移りたい。こちらが一番大きな課題。理念、目標

について説明を頂いて、皆さんからの意見を伺いたいと思う。 

 

（４）浅口市環境基本計画について 

事務局   資料の説明 

松井会長  議事（４）①の資料としては、全体構成と策定の流れでよいか。 

事務局   さきほどスケジュールの検討のなかで、全体の構成について説明頂いたので、骨格

については既にご説明させて頂いたことになるかと思う。具体的な内容について紹

介させて頂くと、基本理念については、まちづくりの方向性に沿う環境像の設定と

なり、基礎調査の報告Ｐ46に案 1.2.3をあげているが、このようなキャッチフレー

ズになるような環境像をあげて頂ければと思う。基本目標は、生活環境の分野では、

大気質、水質、土壌等の問題について、市民が思い描けるような具体的な目標の例

としてあげている。こちらをたたき台として、皆さんの意見を頂ければと思う。そ

れぞれの分野についても同様にご意見を頂ければと思う。 

松井会長  資料としては、Ａ3の資料と報告書のＰ46以降を見て頂きたい。報告書Ｐ46には案

があがっている。追加案としてＡ～Ｅ案までがあがっている。Ｐ47には、基本目標

の 5つの分野と、それぞれに目標案が示されている。では、具体的にはどういう政

策をするかというところで、Ｐ48～56まで事例が書かれている。こういうところを

見ながら、基本施策、重点施策を組み立てることになる。現時点で、こういう言葉、

お考えを入れたら良いということについて、お聞きしたい。 

用意されたカードを配って頂きたい。 

（記入についての説明・板書） 

項目 ①基本理念、②基本目標、③基本施策、④重点施策 

内容 キーワード、理念、考え方、固有名詞 など 

（カード記入） 

事務局   環境条例、計画の位置づけ等について説明 

 

（カード回収） 
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松井会長  基本理念としては、「星がまたたく緑の大地」 「人と自然の共存」は理念に重要と

なる。「将来へ引き継ぐ」これはまさに、条例にも書いてある理念に一致するところ。

「豊かなふるさと」「うつくしい自然を守る」などもある。「星」は、天文台があり、

「光害がないまち」という点も基本計画に特徴的な部分としても盛り込みたい。基

本目標として、「自給自足のできるまち」「安全・安心して暮らせる」。「天文台への

道が汚い」や「人と人の絆づくり」もある。「絆」も入れられればいいと思う。「助

け合い」もキーワードになるかと思う。悪臭と騒音もあげられている。鍋谷委員か

らの意見だが、悪臭はあるか。 

鍋谷委員  悪臭はある。牛のふん尿の悪臭。若い衆が夜通し歌を歌っていたりする。 

松井委員  浅口市としての、天文台、周りの部分も含めて考えないといけない。伊東委員から

「独自の景観施策」と出されているが、少し補足を頂きたい。 

伊東委員  景観法という法律で、景観行政団体になると独自の景観行政を行えるようになる。

岡山県内には 6つの景観行政団体がある。浅口市さんは、そちらに移項したいとい

うご意向は持たれているのは聞いているが、まだ移項されていない。報告書のなか

にも「地域の特性を活かした景観形成に配慮したまちづくりを進める」とも書かれ

ているので、そういうところも浅口市の重点プログラムとして、考えられてもいい

のかなと思った。今、県の景観条例に沿って、浅口市さんも景観施策を行って頂い

ている。そこを一歩踏み込んで、市独自の条例をつくったり、そういう施策を進め

るということをお考えになることも、独自の環境基本計画をつくる上ではキーワー

ドとして考えられても良いかと思う。 

松井会長  浅口市で特徴的なまち並みや自然の景観としてはどこかあるか。固有名詞としてあ

れば、あげてほしい。 

事務局   金光町の「大谷」地区、鴨方町鴨方「町家公園」周辺、寄島町の「安倉」地区など

特徴的なまち並みはあるが、景観条例を策定するまではいっていない状況。 

松井会長  光害対策としては、市の取組はあるか。 

事務局   特別規制を掛けているというわけでは無いが、天文台の観測の関係で、大型の商業

施設などには、光自体が天文台の方を向かないだとか、公共施設については、観測

が行われる新月の時に、球場やテニスコートの照明などのナイター施設を休止する

などは行っている。 

松井会長  県の、光害防止の具体的な取組はどうか。 

伊東委員  「快適な環境の確保に関する条例」の設定をしている。全県下に適用になっており、

そのなかで大規模店舗の駐車場の照明を上に向けないとか、星空を守るとか夜間の

快適な生活環境を守るうえで、サーチライトの使用を原則的に禁止するとかなどは

やっている。天文台の関係では、観測のための環境確保のために、連絡協議会が 3

年に 1 度開かれている。先ほどの商店の照明や、2 号線で大きいのはガソリンスタ

ンド。大きな照明が観測方向にあったということで、照明を変えるなどして環境を

確保した実例は浅口市にある。そういうことからも、キーワードとして「天文台」

「光」というのは良いと思う。 

松井会長  「光害」はキーワードとしてあげられると思う。あとは、海のごみ問題の指摘があ

ったが、どうか。 

三宅委員  山や川は、ごみが目に見えるが、寄島の漁法は底引き網で、網に大量にごみがかか

る。目に見えないごみが、漁業をして初めて分かる。そういう環境問題もあると思

う。 

松井会長  「海ごみ」もキーワードとしてある。あと、「休耕田・休耕地」をいくつかあげられ
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ているが、休耕田はどうしたらよいだろうか。 

石井委員  家の周り休耕田がいっぱいある。それをどう活用するか、活性化したらいいかと常

に思っているので書いた。 

松井会長  「休耕田」、これも重要な課題。「環境かるたを教育に活用する」案もある。有害鳥

獣は、深刻になっているか。 

柚木副会長 イノシシもあるが、最近ではヌートリア。南の方では、ヌートリアが繁殖している。

あとはカラスもある。 

松井会長  農業の方ではかなり問題になってきているか。 

柚木副会長 問題になっている。 

松井会長  植木の方では、どういった問題があるか。 

古川委員  大量に出る剪定枝を雑草と一緒にエネルギー利用することを考えている。 

松井会長  国のエネルギー政策は、脱原発の方に向かいそうなので、再生可能エネルギー、バ

イオマス、メガソーラー、海洋風力発電などもキーワードとしてあると思う。浅口

市としても、再生可能エネルギーにどう取り組んでいくかが課題であると思う。下

水道の整備、合併浄化槽の整備がある。具体的な名称が出ていたのが、オニバス。

アッケシソウももちろんあるが、こういう固有名詞をあげることも必要である。今

回、急に意見を出して頂いた形になったが、これらについては、ある程度時間を取

ってお聞きしたほうがいいのかなと思う。なにか皆さんにお聞きする、依頼書とい

うかフォーマットのようなものがあればお願いしたい。 

事務局   お聞きするご意見は、次回の案内をする段階での取りまとめでよいか、その間で取

りまとめた方がよいか。 

松井会長  スケジュールを頂いた中で、市民検討委員会において基本理念を検討する段階があ

るが、その検討資料として出せるように、初回の市民検討委員会の前に意見を頂い

て取りまとめた方が良いと思う。検討委員会が 10月初めなら、9月中を目途にご意

見を頂くようにしてはどうか。 

事務局   それでは、そのようにフォーマットというか、そのようなものを作らせて頂いて、

お送りし、こちらの方に返して頂きたい。 

松井会長  できるだけ広く意見を頂くという意味もあるので、その形で、9 月中を目途に、ご

意見を伺うように進めてもらいたいと思うが、それでよろしいか。皆さんのご意見

を基本理念、基本目標などにできるだけ反映させるようにしていきたいと思う。そ

のように決めさせて頂きたいと思うのでよろしくお願いしたい。 

松井会長  県の環境政策についてお聞かせ頂きたい。 

伊東委員  報告書の位置づけにもあるように、国の環境基本計画に基づいて、県が環境基本計

画を作っている。これが、平成 20年に 32年を目標に策定した「エコビジョン 2020 

新岡山県環境基本計画」。浅口市環境基本計画と同じようなつくりになっている。県

として、県の環境をどうしていくかという基本的な理念をつくって、それに向かっ

ていく具体的な施策や事業をそれぞれ下に落としていく、という構成になっている。

県の場合は、基本理念の下に主要施策がある。主要施策を実現するための重点プロ

グラムというかたちで、一つ一つの事業を位置づけしている。現在、平成 20年に作

った計画の中間年として、重点プログラムの見直しをしている。今までの達成状況

はどうか、ということを踏まえて継続していくのか、達成しているものは一歩踏み

込んでいくのかということを県民の皆さんからも意見を頂きながら、今年度中に見

直しをして、新たな重点プログラムを掲げるという、平成 32年の目標に向かってス

テップを踏んでいる状況にある。国の方は、この 4月に、第 4次の環境基本計画が
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閣議決定され、今は第 4次の環境基本計画に則った施策が始まっている。その中で

は、当然に原子力発電所の問題がある。復興、復旧と併せて、放射性物質による環

境汚染の問題をどう解決していくかの国としての取組の大きなキーワードが入って

いる。それぞれの自治体が地元の環境をどうしていくべきかというキーワードとし

ての基本理念や基本目標は、どのレベルであっても同じだと思う。目指すのは、き

れいな空気があって、きれいな水があって、住みよいまちがあって、いつでも緑に

親しめて、生き物に囲まれて、子供たちがのびのびと安心して遊べ、皆さんが快適

に暮らせる環境であり、これをどう表すかは言葉の問題。それをどう表すかが、地

元への想いやキーワードが基になって浅口市環境基本計画の基本理念や、基本目標

の表現になってくる思う。そこから、基本施策や具体的な事業になる。現在、県で

は具体的な事業のプログラムの部分を見直している。浅口市さんの環境基本計画が、

そことリンクすると非常にタイムリーなものになる。 

松井会長  県のエコビジョン、上位計画県の計画との整合性を図ることと、アッケシソウなど

の独自性を出すことの両面が必要と思う。施策上のメリハリと言うか、県の方で、

例えばこれからの環境政策で柱になるもの、3 本柱というと何があげられるか。こ

の後 10年、20年を考えた場合。 

伊東委員  循環型社会の形成、安全な生活環境の確保、自然と共生した社会の形成。その中で

重点的に取り組むとすれば、再生可能エネルギーの推奨とか、ＥＶなど環境にやさ

しいものの導入、公共交通機関の推進、といったものが柱となる。中山間地域は自

然との共存、生物多様性がキーワード。 

松井会長  アッケシソウなどは特徴的なものになる。再生可能エネルギーは大きな分野だと思

う。そういう可能性も県とリンクして検討して頂ければと思う。市の環境基本計画

について、その他ご意見はいかがか。それでは、引き続き 9月中にご意見を伺うと

いうことでよろしくお願いしたい。 

 

（５） その他 

事務局   市民策定委員会の委員推薦については、ご了承頂いた４団体にお願いを送らせて頂

きたいと思う。審議会委員の方には、改めて 9月末までにご意見を頂く様お願いの

文章を送らせて頂く。 

松井会長  委員の推薦はいつごろまでか。 

事務局   9月 20日までにお願いしたい。文書はこれからお配りする。第 2回の議事録への署

名は、前回出席頂いた委員で、席次表の順で、石井委員と西山委員にお願いしたい。

後程、ご署名をお願いしたい。 

松井会長  議事は以上としたい。 

 

４ 閉会 

あいさつ 

柚木副会長 本日の審議会は、環境基本計画策定に向けた今後のスケジュール及び全体構成や基

本理念について審議であった。今後、より具体的な基本計画の内容をご審議頂くよ

うになると思う。委員の皆様にはよろしくお願いしたい。 

 


