
 
1 

第４回浅口市環境審議会会議 

日 時 平成 24年 12月 18日（火） 14:00～16：00 

場 所 浅口市本庁舎３階第１会議室 

  

◇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） 

・岡本 明夫 （玉島警察署生活安全課課長） 

・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） 

・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）】 

・井上 明雄 （アセス株式会社） 

 

◇欠席委員 

・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  （浅口市小中学校校長会会長） 

・田淵 純雄 （浅口商工会会長） 

・三宅 秀次郎（寄島町漁業協同組合代表理事組合長） 
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◇ 審議会次第 

１ 開会 

２ 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素案について 

   第１章～第３章（浅口市環境基本計画基礎調査報告書） 

①環境像、基本目標案について・・・・・・（第４章） 

②基本施策案について・・・・・・・・・・（第５章） 

③重点施策（プロジェクト）案について・・（第６章） 

（３）今後の予定について 

（４）その他 

 

３ 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 3回浅口市環境審議会 議事録 

・議事（２）浅口市環境基本計画素案について 

     ①第４章 目指すべき環境像と基本目標 

     ②第５章 基本施策 

     ③重点施策（プロジェクト）案について 
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◇ 議事録 

１ 開会 

事務局   配布資料の確認ほか 

 

２ 議事 

松井会長  環境に取り組むうえでの要素として３つある。適切な技術を適用すること。適切な

政策を導入すること。環境教育を実施すること。技術、政策、教育の大きな三つの

要素がある。環境基本計画は、そういったものを浅口市が政策を実行する上でのも

とになる基本計画となる。皆様方の活発なご意見を頂いて、いろいろなものを盛り

込んで固めて行いきたいと思うので、よろしくお願いする。 

 

松井会長  会議次第の議事に沿って、進めさせて頂く。 

 

（１）前回の環境審議会議事録確認について 

松井会長  まず、事務局から説明をお願いする。 

事務局   第３回審議会議事録要旨説明 

松井会長  議事録の内容について、質問やご意見はあるか。無いようであれば、ご了解頂いた

ものとして、２名の委員から署名を頂きたい。 

事務局   今回の署名は、古川委員と作田委員にお願いしたい。 

 

（２）浅口市環境基本計画素案について 

事務局   資料説明①② 

松井会長  まず第４章から議論させて頂く。Ｐ4-1からＰ4-3までの間。目指すべき環境像とし

て「星の瞬き 水の煌めき 緑の優しさがあふれるまち～次世代に胸を張って渡せ

るまちづくり～」となっている。基本目標として５分野にまとめられている。また、

５分野ではどういったことをするのかを体系に示してある。こういったところの、

足りないものや言葉を変えた方がよいところや、追加・修正があればあげて頂きた

い。キャッチフレーズはいかがか。おおよそこのようなもので良いということでよ

ろしいか。 

委員全員  良い。 

松井会長  では、キャッチフレーズは、このようにさせて頂く。体系図の各分野と中身につい

てはいかがか。私が気づいたのは、基本目標１の５「ごみを減らし、資源活用を進

めます。」は、「基本目標４の持続可能な循環型のまちづくり」に行った方が良いと

思う。基本目標１の「安全に暮らせる」のフレーズとごみの問題は合わない。基本

目標１の５が基本目標４の３ぐらいに入れば良いと思う。みなさんどう思われるか。

変更は難しいか。 

事務局   そういうご意見を踏まえて修正する。 

松井会長  循環型というとごみは入れておいた方が良いように思う。基本目標１の５の「ごみ」

は基本目標４の方に入れるようにお願いする。後ろの方で、基本目標５で環境教育

のとなっているが、環境教育が全てのところに入っているように感じた。他の自治

体の環境基本計画がどう扱っているかも見て、環境教育を基本目標５のところにま

とめるのか、各分野に入れた方が良いのかを整理したほうが良い。環境教育は基本

目標５にあるが、基本目標１～４のところにもいっぱい環境教育の要素が入ってい

る。そのあたりの整理をお願いしたい。私の感想はそのくらい。あとは、言葉使い
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や大きな項目立ては、このような形でよろしいか。それでは、Ｐ4-3 までは、また

お気づきのことがあれば事務局の方にお知らせ頂きたい。 

松井会長  ５章以降に進む。第１節「１ 良い水環境をつくります。」として水に関する取り組

みがあげてあるが、この辺りで問題、修正等はないか。「２ きれいな空気を守りま

す。」として、自動車の排出ガス、野外焼却、公害防止等があがっている。「３ 土

壌汚染、有害化学物質･･･」、「４ 騒音・振動･･･」「５ ごみを減らし･･･」「６ 安

全・安心･･･」。第１節のところで、いかがか。もれなどはないか。審議会でこれま

で発言して頂いたところが入っているかをチェックして頂ければと思う。私が気に

なったところで、Ｐ4-8 騒音・振動について、新幹線のトンネルの話があったと思

う。それも交通騒音としてとり上げた方が良いと思う。審議会での議論の内容をざ

っと洗い出してみてほしい。 

鍋谷委員  Ｐ4-5、１行目。「化学肥料や農薬を低減する･･･」について、私が、完全無農薬で黒

豆を作ってみた。害虫にやられるとこうなる。（現物）自家使用と友人にあげる目的

で作っている。 

松井会長  有機農業、環境保全型農業について、ここの記述は問題ないか。 

鍋谷委員  これで良い。 

松井会長  岡山市で環境教育の関係でヒアリングをしているが、その時に地域の環境点検とい

うのを小学生、中学生がやっていて、水路の水質の点検なども小中学生がやってい

る。地域の環境を把握するということと環境教育が目的。実態調査とその原因を考

えてもらうのも課題としてとり上げれば面白いと思う。 

鍋谷委員  Ｐ4-9 マイバッグについて。市内の大手のスーパーでは、マイバッグを持参すると、

計算の時に２円引いてくれる。２円を、１０円にでもすれば一気に普及するかと考

えている。 

松井会長  有料化する場合は、だいたい５円でやっているところが多い。袋の原価は 1.5円か

ら２円前後かと思う。あるスーパーでは、レジ袋有料化で、５円で販売し、得られ

た収益を市町村に寄付する取り組みを行っている。あるいは植林事業に寄付をする

ということをやっている事業者もいる。そういう形で進めば理想的。レジ袋の削減

と、レジ袋で得られた収益は、市町村や環境団体に寄付などするのが望ましいと思

う。他にはいかがか。私が気づいた点で、普及啓発をすると書かれているが、今エ

コドライブ、あるいはノーマイカーデーの普及啓発はどれくらいされているか。 

事務局   県が取りまとめを行っている事業。市町の方に、県ではこういう事業をしています

というぐらい。役所の方では、事業者としてノーマイカーデーに参加している状況。 

松井会長  公共交通機関は難しい状況もあるかもしれないが、浅口では公共交通の整備状況は

どうか。買い物などは、車なしでも可能か。 

中原委員  なかなか難しい。まちの中心が主。マイカーがなければ買い物ができない地域が多

い。 

松井会長  福祉バスはあるか。 

事務局   市内で運行していたバス事業者が廃業という事態になった。市では、ふれあいバス

を走らせている。市内くまなく回れれば良いのだが、どうしても幅員の問題などが

あり、利用率は高いと聞いてはいるが、全てをカバーするところまではない。 

松井会長  交通網の整備に連携した取り組みが必要になると思う。次にＰ4-13 からの第２節。

Ｐ4-20までのところでいかがか。 

古川委員  Ｐ4-15 外来生物対策。藤波池キャンプ場の池にもブルーギルやブラックバスがお

り、従来からいたシマエビがいなくなっている。こういった問題をどうするか。市
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民の取組の中に、「釣りなどのレクリエーションでは･･･幼魚や稚魚を逃がす･･･」と

書いてあるが、外来生物の対策をどうするかが具体的にあっても良いと思う。あの

辺りの池ににいるといういことは人がやったこと。市内のため池には、ほとんどい

ないところはないのではないか。植物もあるが、魚が特に目につく。 

松井会長  外来生物の実態を把握して、それに対して適切な対策を図るということで、計画と

しては、そういう書き方であげさせて頂きたい。これらも環境教育のタネになる。

どうしてこうなっているのか子供たちに考えさせる。行政課題を子供たちに調査さ

せるというのも面白いこと。 

中原委員  Ｐ4-15にある野生動植物の保護と全く反対の意見だが、イノシシやカラスの食害が

相当出ている。山の中に住んでいる農業者は相当の被害をこうむっている状況。そ

れがこの中に入っていないので、入れてもらえればと思う。 

松井会長  表現としてどう入れるかは検討が必要。 

中原委員  それと、有害雑草の問題。農業をしていくうえで難しい問題。ものすごく強い。 

松井会長  農政の問題としてとり上げるもの。食害については表現を工夫して、盛り込めるよ

うに検討して頂きたい。 

古川委員  外来植物について、２号線バイパスの工事が進んでいるが、法面の保全に吹き付け

る植物はどういうことになっているのか。外来植物をまき散らすようなことになっ

てはいないか。 

松井会長  公共事業で扱われているものを、一度確認をして頂ければと思う。 

古川委員  そこから広がっていく可能性がある。生命力が旺盛。 

鍋谷委員  そのことについて、この植物（現物）を畑から採ってきた。これがどこから入って

きたかを調べた。肥料の鶏糞が原因だが、その元は鶏が食べた輸入飼料に種子が入

っていたもの。植物の名前は調べていない。 

松井会長  それはかなり難しい問題。議事録としては残して頂きたい。外来生物は対策が難し

い。道路の緑化、飼料の中となると難しい。課題としては残しておく。農政との関

連や、長期的な課題として記録にあげておいてほしい。 

中原委員  写真に撮って、みんなに分かるようにする方法もある。 

松井会長  第４節 地球環境 ではどうか。気付いた点として、Ｐ4-24 「地球環境を考え

て･･･」の取組項目に地球温暖化が入っていない。低炭素社会の構築が行政課題であ

るはずなので、位置付けておいてほしい。 

松井会長  第５節 環境教育。「２ 地域の環境学習･･･」と「３ みんなで取り組む･･･」の内

容がかぶっているところがあるので整理してほしい。時間も少ないようなので、順

番にお気づきの点などをお聞きしていきたい。 

岡本委員  特にはない。外来生物の件で、ブルーギルは獲って、放している。保護の関係があ

るかもしれないが、例えば獲って処分ができればどうかと思う。 

松井会長  外来生物は、コントロールが、減らして行かないといけないので、取り組みも計画

的にやらないといけないとも思う。 

田口委員  Ｐ4-17 史跡の記述。田中索我も入れた方が良い。魚の件。これは業者が入れてい

るという話を聞いたことがある。釣ったら逃がすような釣りをやっている。 

松井会長  警察としては、禁止するということはできないか。 

岡本委員  外来種は、ここの池で釣った魚を別の池にリリースするのはダメ。その池で獲った

魚をそこの池に戻すのは良いことになっている。それではいつまでたっても減らな

い、食べてもおいしい物ではない。引きが強いので、釣ったときの感触が良い。 

田口委員  天草池で、ハスを魚が食べてくれる、という理由もあった。 
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中原委員  特に意見はない。 

横山委員  ごみの減量化、分別は浸透して、ずいぶんできていると思うが、年末になると家の

中のごみが随分出てきて、燃やすようになるという話があるが、こういうところを

もう少し個人個人の意識の中でできる部分は改善していきたいと感じる。 

松井会長  環境教育は、大きなテーマ。一つは、市民の価値観、意識を変えるような計画をす

るということ。もう一つは、強化月間など、やってもらうきっかけ与えてあげるこ

と。また、具体的にこういうことをやってくださいということを説明して、定着を

する工夫をする。ということが必要かと思っている。そいういう形で環境教育に取

り組んで頂ければと思う。岡山市のヒアリングの中でおっしゃっていたのは、50

代・60代と小中高校生は、割と環境教育ができるが、20代～40代のコアな年代が、

環境教育が非常に難しいらしい。そこの部分で、岡山市では、親子で参加するイベ

ントなどで工夫をされているので、そういう部分も取り組んで頂ければと思う。 

鍋谷委員  Ｐ4-21 環境教育。環境のシンボルはクジラ。長年、個人的にクジラを研究してい

る。地域、小学校などで講演をしている。クジラの話が必要なときは、声をかけて

ほしい。 

松井会長  環境教育には指導者やリーダーが必要。今、活動されている人のネットワークをつ

くるということにも取り組んで頂ければと思う。 

作田委員  アッケシソウをこのように取り上げてあるので有難いと思う。野生動植物の保護。

例えば希少動植物の保護について、岡山県が保護条例を制定している。県の希少動

植物への指定をすると、今以上に保護しやすくなる。条例指定してもらうと、繁殖

地を荒らすなどした場合に罰則規定がある。そういうことから、もう少し保護の規

制を厳しくしておけば抑止力にもなるかと思うが、これは計画に書かなくても良い。

もう 1点は、最後のところ。指導者やガイドの育成を図るというのは、非常に大切

だなと思っている。文化財の話も出たが、市の指定している文化財については、こ

れを活用するということが、市民がこれを見学したり、観察をしたりすることによ

って、いろいろな想いもできてくるし、非常に大切だと思う。それについて特に指

導者・ガイド、浅口の場合は、文化財を見学に来た人にきちっとガイド活動ができ

るという人が少ない。これをしっかりやって頂きたいという想いを持っている。指

導者・ガイドの育成という記述が入るのは、非常に良いと思っている。 

松井会長  環境教育の指導者、ガイド、そういった人たちの組織化が大事だと思う。 

古川委員  Ｐ4-23 再生可能エネルギー利活用推進がをあげてもらっている。この点は非常に

大事。ペレットや木質チップをの活用を進めていくことで、里山保全とか、環境の

整備につながっていくと思う。ぜひ、再生可能エネルギーの利活用推進を強調して

おいてほしいと思う。 

松井会長  この記述でよろしいか。 

古川委員  この内容でよい。 

西山委員  教育の関係。昔はここにいたようなところにシマエビやカニを持っていったりして

いるが、育つところと、育たないところがある。その原因はよくわからない。そう

いう調査とかを、小中学校の教育の一環として、年一回でも実施すると、浅口市の

生態系というものが大体分かるのではないか。 

松井会長  環境点検のような形。浅口にいた在来種の復活をテーマにした調査というと環境教

育として非常に面白いものになる。 

西山委員  親子でやると、親もいろんなことに関心を持つようになる。 

松井会長  親子でやることは、かなり大事なこと。それは農協の方でされているのか。農協で
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環境教育もされているなら市の方と連携して頂ければ良いと思う。 

石井委員  Ｐ4-27 環境学習・教育。先だって、文化祭があった時に、あちこちに触れ合いが

あってすごく楽しかった。それはいいことなのだが浅口祭りがなくなった。今まで、

浅口祭りですごく交流があったのが、今はなくなって、すごくさびしくなった。そ

れが残念。先日、中央公民館あたりのクリーン作戦を行った。その際、ペットボト

ルが風に吹かれて、たくさん溜まっている。消費者のマナーが悪い。消費生活問題

研究会でも話にはするが、言葉だけが先行して、行動の結果にはなかなかつながら

ない。 

松井会長  20代～40代のコアのところが難しいというところか。 

石井委員  全てにおいてチェック機能が働かなくてはいけない。このように 100％の資料がで

きているが、チェックしていかなくてはいけないと思う。 

松井会長  それはおっしゃるとおり。こういった目標を立てて、それをどう推進していくかと

いうことは、運用の段階では必要になる。この運用でチェックをどうするかを考え

て行かなくてはいけない。 

石井委員  ごみも大量生産、大量廃棄で、ごみをしっかり作るからごみになる。 

松井会長  事業者さんのところで、しっかりやって頂かないといけない。量り売りなどについ

て書かれてはいる。これは市だけではできないが、項目としてあげている。 

柚木副会長 有害鳥獣の関係。狩猟許可をとるためのもっと簡単な講習などがあれば、鳥獣被害

が減るのではないかと思う。 

松井会長  大きな問題だが、検討をして頂ければと思う。これで一度、4章、5章の議論を終え

させていただく。 

事務局   資料説明（審議会の意見、市民検討委員会、庁内検討委員会の意見） 

 

（３）今後の予定について 

事務局   資料説明（プロジェクト作成、パブリックコメントの実施など） 

松井会長  プロジェクト案ができるタイミングはいつか、1月のはじめぐらいか。 

コンサル  それくらいになる。 

松井会長  それは、一度皆さんに送った方が良いように思う。プロジェクト案については、こ

れを見て頂いた、皆さんから意見があれば、事務局に知らせて頂いて、それも反映

して頂くのがよい。今回は、持ち帰って頂く様になるが、もっとこういうことも取

り入れておかなくてはいけないというような意見は、事務局に知らせて頂きたい。

それを受けて 1月初旬には、組み立てて皆さんに送る。その段階で、意見を頂いて

からパブリックコメントに回すということだが、タイミング的には厳しくなってい

るのではないか。 

事務局   パブリックコメントは、1 月 10 日から 2 月 10 日で考えていたが、パブリックコメ

ントの期間は 2週間の予定。 

松井会長  2月 10日の間で、2週間なら 1月下旬から 2月 10日辺りをパブリックコメントの期

間とするといういことで、可能であれば 1事次案的なものを頂いて、皆さんに見て

頂いて、それに対しての意見を反映したものでパブリックコメントをするという形

にするか。 

事務局   はい。 

松井会長  一回は、年内に皆さんから意見を頂く。それをもって１次案を作って、１月１０日

くらいに皆さんに送る。１月中旬くらいまでに意見を頂いて、その後にパブリック

コメントに回すということで、進めて頂きたいと思う。 
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事務局   年内に今回の資料について意見があればご回答を頂いきたい。それを持って１次案

を創り次第、また皆さんに送らせて頂き、パブリックコメントを迎えるようにした

いと思う。 

 

 

（４） その他 

松井会長  その他は何かあるか。 

事務局   ない。 

松井会長  無いようなので、これで閉会とさせて頂く。 

 

４ 閉会 

あいさつ 

柚木副会長 今回の審議会では、基本理念、基本目標、基本施策についてご議論頂いた。この結

果をもって、環境基本計画を作成し、年明けにはパブリックコメント実施の運びと

なる。委員の皆さんには引き続きご協力をお願いする。 
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