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第５回浅口市環境審議会会議 

日 時 平成 25年 2月 28日（木） 14:00～16：00 

場 所 浅口市中央公民館２階大講義室 

  

◇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） 

・代理人   （玉島警察署生活安全課警部補 中村義幸） 

・田淵 純雄 （浅口商工会会長） 

・中原 義夫 （浅口市環境衛生協議会会長） 

・西山 富雄 （岡山西農業協同組合理事） 

・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 

・岡本 明夫 （玉島警察署生活安全課課長） 

・横溝 勇  （浅口市小中学校長会会長） 

・田口 桂一郎（浅口市農業委員会会長） 

・横山 多鶴子（浅口市婦人協議会会計） 

・大本 啓子 （浅口市消費生活問題研究協議会副会長） 

・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） 
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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（案）について 

（３）その他 

３ 閉会 

 

◇ 配布資料 

・第 5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 

・浅口市環境基本計画策定業務スケジュール 

・資料１．パブリックコメント原案の修正 

・議事（１）第 4回浅口市環境審議会 議事録 

・議事（２）浅口市環境基本計画（案） 
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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 

（１）前回浅口市環境審議会の議事録確認 

松井会長  会議次第の議事に沿って進めさせて頂く。事務局から説明をお願いする。 

事務局   第４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。ないようなので、ご確認頂いたも

のとする。署名を頂く委員はどなたか。 

事務局   今回の署名は、鍋谷委員と中原委員にお願いしたい。 

 

（２）浅口市環境基本計画（案）について 

事務局   資料説明（第１～5章までのパブリックコメントからの修正点など） 

松井会長  説明のあった修正点について、ご意見、ご質問をお願いする。 

鍋谷委員  Ｐ70。行政 2行目、水辺の楽校の「楽校」は、これで良いか。 

松井会長  この字だったと思っていたが。 

事務局   これで正しい。「楽校」と書いて「がっこう」と読ませる。これについてはパブリッ

クコメントでもご意見を頂いていた。注釈を入れた方がよろしいか。 

松井会長  注釈はどうか。 

委員全員  入れた方が良い。 

松井会長  では、水辺の楽校が最初に出る場所に注釈を入れるよう対応をお願いする。 

事務局   はい。 

松井会長  パブリックコメントの内容について、資料は配布しないのか。ないならば、簡単に

説明をお願いしたい。 

事務局   電話での問い合わせで、先ほどの「水辺の楽校」についてあった。意見として文章

を頂いたのが 1件あった。内容は、「計画は、達成時期、達成された状況などが示さ

れるべきではないか。第 6章、第 7章について、①目標とすべき指標の明示がない、

②実施施策とスケジュールの明示がない、③評価、改善の仕組みについて不明。Ｐ

ＤＣＡを回すならば、具体的な目標と改善の仕組みが必要である」というご意見で

あった。 

松井会長  目標値を明確にしてほしいということと、達成時期を合わせて示してほしい、チェ

ックしていく仕組みを明確にしてほしいというご意見だった。これを受けて、追加

しているのがＰ48の進行管理指標。この中で、目標数値、達成年度が示されている。

ＰＤＣＡの仕組みの中で、どうチェックを働かせるか、その組織としては、この審

議会でその役割を果たすものと認識している。目標と時期、組織的な裏付けは、パ

ブリックコメントに対応した変更となっている。ということで、まず第 4章 4節（Ｐ

48）の進行管理指標についてご意見を頂きたい。ここは、Ｐ46～47にかけてどうい

う目標を掲げてどう達成するかという具体的な内容を施策として書いてある。この

基本施策のそれぞれに対応する形で、1 つの基本施策に 1 つの目標指標を掲げてい

る。基本目標１では、里見川のＢＯＤの測定値として、基準を達成している現状を

維持する目標としている。浮遊粒子物質も現状維持、土壌についても基準達成の維

持、苦情件数の減少を目標としている。基本目標２は、里山づくり活動支援団体数、

アッケシソウ祭りの参加人数、宇宙自然講座の参加人数を掲げているが、これらに
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ついてご意見を頂きたい。アッケシソウ祭りの参加人数についてはどうか。 

作田委員  ちょっとしんどい。 

事務局   この数字は累計なので、34年に大きなイベントを打って一気に来て頂いても意味が

ない。28 年までには延べ 60,000 人ぐらい来て頂きたいという意味の数値としてい

る。 

作田委員  それなら達成できそうな目標といえる。 

伊東委員  ＢＯＤの数値は、現状 3.4g/ℓで環境基準（8.0mg/ℓ）を達成しており、半分以下の

値である。基本施策には「より良い水環境をつくります」とあるので、単に環境基

準を達成しておればよいのか、という意見が出てくる可能性がある。基準の 8に対

して 3.4だが、これが 4や 5になっても、基準を達成していれば良いということに

なる。それで、基準達成に向けて頑張ってやっていることになるか。ＳＰＭについ

ても同じ。この辺りの目標の立て方がいかがなものか。具体的な数値の設定は難し

いかもしれないが。 

松井会長  この辺り、事務局としてはどうか。 

事務局   基本的には、現状の 3.4mgを維持するということ。 

伊東委員  現状の水質を維持、さらに低い値に向上させるということ、であれば結構だ。土壌

汚染について、ダイオキシン類の達成割合があげられているが、土壌汚染となると、

有害物質を扱っていた工場が廃止になったりすると汚染の原因になる場合もある。

その観点で、基本施策が「土壌汚染、有害化学物質による汚染を防止します」とあ

ることからすると、指標の立て方を、検討できるのであればもう少し検討したほう

が良いのではないか。 

松井会長  市内に、対象となる工場などはあるか。 

事務局   ダイオキシンについてはない。 

伊東委員  有害化学物質による汚染は、事業活動であるとか、そういったところで有害化学物

質を漏洩したり、あるいは意図的に廃棄したりすることで生活している地域の土、

あるいは地下水に有害なものが広がって、それがどういう経路かわからないが人が

摂取することで被害を被るというのが基本的な土壌汚染、有害化学物質対策の考え

方なので、この施策に、この指標は合うのかなと思う。現状、浅口市内には、要措

置区域等が無いので、その状況を維持していく、という考え方があっても良い。 

松井会長  現状、要措置区域や形質変更時届出区域の指定はない。ダイオキシンのモニタリン

グをしているぐらいの状況。 

事務局   県の方で、2 年に 1 回、土壌の関係の調査をして頂いている。それを継続的に続け

ていくということになると思う。あと、指標として出せるのは、井戸水がある。水

質検査を定期的に行っているものがある。土壌の関係でモニタリングができるもの

として、ダイオキシンの関係で、土壌に何かあれば出てくる地下水に影響がでると

思う。 

松井会長  水も難しい面がある。 

伊東委員  測定データがあるものとする考えはある。浅口市には要措置区域とか汚染指定区域

はない。つまり土壌が汚染されているような状況はないということ。これは基準を

達成していることと同じ状況になると解釈できる。要措置区域や指定区域が現状ゼ

ロである。これをこのまま維持するということがある。考え方としては、ＢＯＤ、

ＳＰＭと同じ考え方。それで設定しました、という説明は十分にできる指標になる

と思う。全般的には「土壌汚染、有害化学物質による汚染を防止します」という施

策に対しての指標としては、まったく不都合はないと思うがいかがか。 
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松井会長  ということは、どのように対応すればよいか。 

伊東委員  現状、「要措置区域や形質変更時届出区域の指定なし」、目標はそれを「維持」する

とする。 

松井会長  ダイオキシンの達成基準割合をあげるのではなく、土壌汚染対策法に基づく「要措

置区域や形質変更時届出区域の指定なし」とするというご提案に対して、事務局は

どうか。 

事務局   それで対応したいと思う。 

松井会長  形質変更時届出区域という表現はわかりにくいが、少なくとも要措置区域の指定は

ない。 

伊東委員  形質変更時届出区域とは、すぐに対策を講じなくても良いが、そこの土壌を持ち出

したり、そこに手を加えたりする時には届け出をして、対策を図らなければいけな

い地域として指定されているもの。 

松井会長  では、この 2つをあげて、指定がないということとすることで良いか。 

伊東委員  そこは、確認してもらえれば良い。 

松井会長  基本的には、これで対応してもらえれば良いと思う。ダイオキシンは、あえてあげ

なくてもよろしいか。 

西山委員  特定した形の文章にせずに、全般でおさえる方が良いと思う。 

松井会長  ダイオキシンは併記するか、しないか。 

事務局   ダイオキシンがでたら、国が補助金を出して処理するような、大変なことになるの

で、ダイオキシンは抑えて、指定区域がないとする形が良いのではないかと思う。 

松井会長  ダイオキシンは外して、地域指定に入れ替えるように対応したいと思う。基本目標

１については、よろしいか。基本目標２のアッケシソウについて何か指標になるも

のはあるだろうか。生息地の面積とか、せっかく自生しているものだから、枯れて

いくのは困るわけで、そういうものを見る指標はあるか。 

作田委員  まあ面積ぐらいになる。 

松井会長  現状、それを厳格に管理されているということはあるか。 

作田委員  面積は測定している。年々の変化については把握している。電波測量をしており、

その図面は残っている。その区域は増えているという記録は残っている。ただ、い

つまで増え続けるかというのは、今後、今までのようにはいかないと思う。現状維

持は可能だと思う。 

松井会長  案では、アッケシソウ祭りへの参加人数としているが。 

作田委員  これなら、記録もとっているし、目標としては良いと思う。人数が累計となってい

るので、いいんじゃないかと思う。 

松井会長  では、基本目標２は、これで良いこととする。基本目標３は、少し難しいが、47ペ

ージでの施策には、星空景観、地域の歴史・伝統文化、安らぎとうるおいという 3

つがあがっている。そういったものを代表する指標として、景観行政団体への移行、

歴史講座への参加人数、清掃美化活動の参加人数をあがっている。人数は累計の人

数となっている。これらについて意見などいかがか。 

      基本目標４は、ごみの減量、資源活用では、資源回収推進団体の資源収集量。この

目標はごみの方の目標値をそのまま入れてあるように思う。2 点目は、省エネルギ

ーを代表するものとして防犯灯の LED電球への交換件数。再生エネルギーは、住宅

用太陽光発電の設置補助件数。温室効果ガスについては、まだ、数字が入っていな

い。 

事務局   現状の数値は、各指標とも 23 年度に合わせているが、23 年度の二酸化炭素排出量
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を出すのが難しいと思う。そこを 22年度にするのか、また、別の指標にするのかは

検討中。施策に対する指標としては、温室効果ガスが一番ふさわしいと思い、項目

をあげているが数値は設定していない。 

コンサル  23年度は速報値で出ているが、確定値は 4月以降になる予定と聞いているので、こ

の計画には反映できない。 

松井会長  目標値の考え方はどうか。国の目標値に合わせて入れておくと良いかと思うが、こ

の辺りはいかがか。 

鍋谷委員  P37のリサイクル率を見て不思議に思うのだが、岡山県は 25％。全国よりも 5ポイ

ント高く、浅口市は全国よりも 5ポイント低いということは、上下で 10ポイント違

っている。日常の生活で結構できているように感じているが、県と 10ポイントも違

うのはどういうことなのだろうか。 

松井会長  倉敷市の問題があると思う。倉敷がプラスチックのごみをケミカルリサイクルと言

って、製鉄業の方で燃やしているような形で利用しているところがある。それがか

なり影響している。果たしてそれをリサイクルと言っていいのかというのは、かな

り難しいが、倉敷だけが４割くらいのリサイクル率となっている。 

伊東委員  46％か 47％くらいある。 

松井会長  桁外れのリサイクル率になっている倉敷に影響される面がある。ただ、浅口市はと

ても高いとは言えない。リサイクル目標値は 24％を掲げて目指している。この計画

の目標値は最終年度 8,000ｔとあるが、これはかなり大きな数値だが。 

事務局   これも累計をあげている。少子化で活動が縮小となって回収量が減っているなどの

こともあるため、平成 23年度の 85％をもとに累計をかけている。 

松井会長  基本目標３、４ではいかがか。温室効果ガスについてはどうか思う。 

事務局   二酸化炭素のところは、現状 23年度の数値は入らないので、注釈をつけて 22年度

の実績を入れたいと思う。目標は国の目標値に合わせて設定したいと思う。 

松井会長  では、二酸化炭素については、実績は 22年度の数値を、目標は国の目標に準じて設

定することでよろしいか。 

委員    よろしい。 

松井会長  ほかに何かご意見はあるか。 

伊東委員  基本目標５の環境教育と環境保全活動の基本施策２の「みんなで取り組む活動を推

進する」については P71に施策が書かれているが、これの指標としてこどもエコク

ラブ登録人数があがっている。これに対して基本目標３の３の指標に清掃美化活動

の参加人数があがっている。これは地域の皆さんが出て、活動されているものと思

うが、これは、どちらかというと基本目標５の２、「みんなで取り組む活動を推進し

ます」の指標にふさわしいと思う。いかがか。 

松井会長  基本目標３の３の清掃美化活動は、基本目標５の２にした方が良いのではという意

見に対して事務局はどうか。５の２に入れるのも良いと思うが、３の３に替わりに

入れるものはどうかということについても、ご意見はないか。 

事務局   基本目標３の３については、指標を探すのが難しい。 

伊東委員  提案だが、他の都市では花いっぱい運動、道路のアダプトのような形で、地域で花

を植えて緑化を進めるというような活動がある。そういう団体や活動への参加人数

などを、快適環境での指標にしているところもあるが、浅口市には、そういう団体

とか活動はあるかどうか把握しているか。 

事務局   把握はできていない。県のアダプトでの活動をしている団体があるのは知っている

が。 
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伊東委員  緑化や花いっぱい運動はわからないか。 

事務局   環境課では、把握していない。協働推進課で分かるかもしれない。アダプトでは、

県への報告もあることなので分かる。アダプトを指標としてあげることもできるが、

これも地域の活動と同じかとも思う。 

西山委員  花のプランターが置かれているが、あれはどこから。 

事務局   それは協働推進課が担当している。協働推進課に確認してみる。 

松井会長  その他、星空などについてはどうか。修正点として光害の防止とあったが、修正後

普及啓発となっているがこれでよろしいか。 

伊東委員  これよろしいと思う。県の条例で、むやみに空に向けてのサーチライトや照明は控

えてもらうようにしており、あるいはライトの設置の禁止をしているが、あくまで

県の条例で、県の方が指導することになっている。それに、関係市町村にご協力頂

く、また、条例の考え方を皆さんに普及啓発をして頂くということで、この方が書

き方として、よりふさわしいと思う。 

松井会長  うるおいは確認して頂くとして、リーディングプロジェクトの説明をお願いする。 

事務局   資料説明（第 6章） 

松井会長  リーディングプロジェクトについては、大幅な変更はないということで、なにかご

意見はあるか。ないようであれば、ご了承頂いたもこととする。先ほどの件（花い

っぱい運動）は、補足などあるか。 

事務局   協働推進課に確認してところ、花いっぱい運動のような活動があり、プランターや

苗を配っている状況。23年の現状の数字ではないが、24年の数字で 49団体の参加

がある。まだ、参加されていない団体もあるので、そのことから団体数を増やして

いくという目標が良いかと思う。目標値は、28年度で 1割増。34年度で 2割増が、

良いのかどうか、協働推進課とも話をしてみないと何とも言えないが、指標として

はこの数字が使えるように思う。 

松井会長  では、増やすということで、基本目標３の３に入れるか。 

事務局   伊東委員のご指摘のように、３の３の清掃活動については目標５の２に移し、こど

もエコクラブ登録人数は削除する。３の３は、花いっぱい運動の参加団体を指標と

させて頂く。目標は、協働推進課と相談の上で設定する。 

松井会長  検討して頂いて、決まれば皆さんに報告をお願いしたい。 

事務局   基本目標３の１ 景観行政団体への移行の現状の欄に「検討」としているが、検討

は行っていないので、「検討」は削除する。 

松井会長  こどもエコツアーとこどもエコクラブなら、こどもエコクラブが上（１）に行って

も良いと思ったが、どうか。 

事務局   こどもエコクラブの事業は、国の補助事業。市として力を入れて増やすことは、で

きないことはないが、国の事業になるので、それよりも、エコツアーは市が独自で

行っている事業であり、市の力の入れようによってできる可能性多いため、こども

エコツアーの方が良いと思う。 

松井会長  では、こどもエコツアーで行くということで、よろしいか。 

作田委員  Ｐ75の 4行目 「寄島干拓地など」の「など」になにか意味はあるか。 

事務局   身近な体験学習の場として、３町の主だったところとして、円山公園、犬飼川、寄

島干拓地を例にあげて、その他にも適地があればという意味で「など」としている。 

作田委員  アッケシソウの自生地が他にもあるのかと混乱する。 

事務局   混乱しないよう記述を修正する。 

松井会長  その他にはどうか。 
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鍋谷委員  Ｐ４０ 鳥獣害の表。スズメの欄を見てほしい。21 年から 23 年に十数分の一に被

害額が減少している。スズメは、いなくなると害虫が増えるという中国のまちの例

がある。いま、家の周りにスズメがいない。巣がかけられる構造の屋根の家が少な

くなって、スズメが増えない。この表にスズメが載せてあるのが気になる。場合に

よっては益鳥で保護してやらなければいけないかもしれない。 

松井会長  スズメは外した方が良いということか。 

鍋谷委員  そうだ。 

松井会長  これについてはどうか。外すのは簡単だが。 

鍋谷委員  害虫が増えることを危惧している。 

事務局   この点については、この表のデータは、浅口市鳥獣被害防止計画実施報告書の中か

ら引用しているものであり、スズメを削除する問題については担当課と協議の上で

考えたい。ご意見があったことも報告させて頂く。 

松井会長  結果については、鍋谷委員に報告をしてほしい。７章のＰＤＣＡサイクルについて。

ＰＬＡＮの部分は、環境審議会で担当し、ＤＯは浅口市、それをＣＨＥＣＫするの

は、やはり環境審議会にあるだろうと認識している。そのチェックを受けてＡＣＴ

ＩＯＮを立てて動かして頂く。ＰＬＡＮとＣＨＥＣＫのところに環境審議会を位置

付けて頂くのが良いと思う。全体的にはよろしいか。目標指標、スズメの件は、検

討と結果の報告を頂きたい。そのほかなければ、計画はご了解頂いたこととする。 

 

（３）今後の予定について 

事務局   3月 28日を答申としている。それまでに、本日ご意見頂いた件について修正し、委

員の皆さまに結果はお知らせする。答申は、会長、副会長の方から、市町に答申頂

ければと思っているので、よろしくお願いしたい 

 

４ 閉会 

あいさつ 

柚木副会長 委員の皆さまには昨年の基礎調査から本日の審議にわたり、貴重なご意見を頂き、

審議会の進行にご協力頂いた。深くお礼申し上げる。また、市民検討委員会、パブ

リックコメントを通じて市民の皆さんに加わって頂き、浅口市環境基本計画を作る

ことができた。今後は、本計画の主旨に基づき、市民それぞれが責務を果たし、浅

口市の魅力をより一層高め、後世に引き継いでいかなければならないと思っている。

これからも引き続いてご指導頂くようよろしくお願いする。 

 

 


