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鳥取市環境審議会（平成２３年度第１回）議事録 

１．開催日時  平成２３年８月２９日（月） １３：３０～１５：３０ 

２．開催場所  市役所本庁舎６階全員協議会室 

３．出 席 者（委員） 

        岡崎会長、林副会長、藤沼委員、杉本委員、榎委員、房安委員、 

        清水委員、竹本委員、佐々木委員、外池委員、山本委員、沢田委員、  

        手嶋委員 

      （事務局） 

        加藤部長、山本次長、山本補佐、谷重主査、中林主査、佐々木主査 

        中村主任、浜部主任、浅井主事 

４．審議事項 

    （１） 悪臭規制地域の指定について 

    （２） 悪臭基準について  

    （３） ごみ処理手数料（ごみ袋代）について 

    （４） ごみ処理手数料（焼却施設搬入料金）について  

５．決定事項  議事録署名員  藤沼委員、杉本委員 

６．議事概要  以下のとおり（注：発言内容は一部要約して掲載） 

発言者 発言内容 

事務局 定刻になりましたので、これより平成２３年度第１回環境審議会を開催

します。  

加藤部長  あいさつ 

岡崎会長  あいさつ 

加藤部長  諮問 

事務局  ７番の議事に入りたいと思います。これ以降の進行につきましては、岡

崎会長に議長をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

会長 お手元の審議会日程に沿って進めさせていただきたいと思います。 

 まず、６番目の議事録の署名委員の選出です。議事録署名委員につきま

しては、名簿の順番に、藤沼委員、杉本委員にお願いしたいと思います

が、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 
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次に、７番目の議事というところに行きますが、４項目ほど事務局か

ら用意していただいています。 

 まず最初に、（１）ですけれども、悪臭規制地域の指定についてとい

うことでございます。事務局の方から御説明をお願いします。 

事務局 〔資料説明〕 

事務局 先ほどお手元に追加資料を配付させていただいたと思います。お手元

の配付資料は、先ほど私どもの谷重が、各市町村の資料を説明したと思

いますけれども、その中で、もう一度再調査をして特化をしたもので

す。 

 どういう形かといいますと、養鶏場を持っておるところの臭気指数は

どんな規制がなっておるのかということで、全部が、養鶏場だけではな

かったのですが、水産加工とか、それから養豚場とか、魚のあら処理場

とか、比較的皆さんに、においのことについて言えば、臭いとか、迷惑

だとかそういうような施設に特化した各市町村の入手ができるところの

データを入手したものでございます。 

 傾向といたしましては、においの強いところは、臭気指数１８という

ことで、少し軽減的なことをしておられます。それから瀬戸内関係で、

広島、福山の付近は１５から１８という数値で、少し他の地域に比べれ

ば、養鶏場とか養豚場の臭気が、規制が厳しくなっております。また、

九州の方に行きますと、やはり養鶏場等があるところは、１８から２１

というところで、なかなか対策がとれないということもあって、緩和的

な数値が出ております。 

 前回の平成２２年度第１回環境保全審議会の中では、特化した意見が

あったのが、きょう、これから現地視察をさせていただくのですが、ま

ず現地視察をして、どんなにおいなのか、やっぱり自分たちの目で見た

いというのが、前回の環境保全審議会の委員の中であったので、きょ

う、３時半以降に実際に見ていただくと。 

 ただ、施設の中には許可ができないというのは、やっぱり鳥インフル

エンザとか、ウイルス対策のことがありまして、施設内の中に入ってい
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ただくことは無理ですということで、一応事務所の方で、対策等につい

てのいろんなお話を聞かせていただくと。それから、においについて

は、直接周辺を歩いてもらえれば、どんなにおいがあるのかわかってい

ただけるということです。 

 あと、ジェイエイ畜産の中で、住民苦情がたくさんあるので、何とか

しなければいけないだろうという話の中で、一方で、ジェイエイ畜産の

職員が相当働いておられるので、結局、臭気を余り厳しく規制をかける

ことによって、養鶏場が成り立たなくなるとか、そういうことになる

と、やっぱり雇用の問題があるので、なかなか難しい判断が迫られます

ねという意見も、前回の意見でございました。ですから、住民側の方の

規制の思いと、それからジェイエイ畜産のあり方、経営の問題、雇用の

問題、いろいろ複合的な問題が、この問題については絡んでいるという

御意見があったところでございます。以上でございます。 

岡崎会長 ありがとうございました。以上、悪臭規制の地域指定、それから基準

値、この両方をまとめて御説明いただきましたが、以上に関しまして、御

質問、御意見、コメント、何でも結構ですから、順次お出しいただければ

と思います。よろしくお願いします。 

委員 規制基準地はＡ区域の基準をもとにチェックされていると思います

が、この審議対象区域は現在どの区域に入りますか。それと、住居はこ

の中に結構あるのでしょうか。 

事務局 今のところはＡ区域で住居区域です。このＡ区域の指定は、実は私の

方が直接指定したのでなくて、これはもともと県の事務だったものを引

き継いだものでして、平成１７年に鳥取県の方がまだこの業務を持って

おられるときに、住居地域ということで指定をされました。そのもの自

体は、本来的には住居地域ではないので、図面を見ていただければおわ

かりになると思いますが、この西日本ジェイエイ畜産、養鶏場があるの

に、なぜ県がここをＡ指定、住居の対象にしたのか、そのことについて

は私ども若干疑問を残しております。周辺のところの住宅区域でＡ規制

をされるのならわかるのですが、こういう工場関係的なものを直接住宅
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の規制をかけられた意図は、その当時のことは少しはかりかねるところ

がございます。以上でございます。 

委員 ではＡ地区ということですね。鳥取市のホームページから出したので

すが、悪臭防止法規制地域管内図ですか、それかちょっとよくわからな

いのですが、何かかかっていないような気がするのですけれども、これ

はどうなのでしょうか。ちょっとプリントアウトしたら、何かプリンタ

ーが悪いのかもわかりませんけれども、ちょっとかかってないような気

もするし。 

 それともう１点、悪臭苦情とここの１８年、１９年、２０年、２１

年、２２年のデータがあるのですけれども、どの月で苦情があったのか

わかるでしょうか 

事務局 最初の質問の件ですけれども、６ページをごらんになっていただいている

と思いますが、赤が現在規制の地域になっていて、緑のところをこのたび

新たに規制区域に加えたいということで審議をお願いしたいということな

のですけれども。 

事務局 資料で出されたところは、現在区域の指定に入っていないという。 

委員 入ってないのですね。 

事務局 ええ。新たにこのたび規制区域に組み入れてほしいということで審議

をお願いしたいと。 

 それと苦情の件ですけれども、やはり実際の話をさせていただきます

と、アンモニアとか、物質濃度につきましては、表をごらんになってい

ただきたいと思いますが、２０年に施設を入れられて、濃度につきまし

ては問題ないのですが、結局、先ほどジェイエイ畜産ということで名前

が出ましたので、今３２万羽ぐらい鳥がいるのですが、これの体臭のに

おいではないかということで我々は判断しているのですけれども、やっ

ぱり暖かくなると、物すごく体臭のにおいがしてくるということで、苦

情の時期は別としても、とにかく風向きが住居の方に行けば、とにかく

賀露地区の自治会の方に苦情が入ったり、それを自治会の方がうちの方

に言ってこられたり、直接県に言ってこられたり、そういう苦情が出て
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いるような状況です。 

 

委員 ということは、この月と苦情とは特にひもつきではないということで

すね。 

事務局 はい特にはひもつきではありません。うちは、これは定例的に悪臭の濃

度を調べさせていただいているという、一番苦情の出そうな７月、８

月、９月に、毎年定期的にはからせていただいているという状況です。

おっしゃられるように、苦情が出てすぐ現場に行って、悪臭の測定がで

きればいいのですけれども、ちょっと難しい機械を使って測定するの

で、業者に委託しているのですけれども、では、においが出ました、す

ぐ準備して来てくださいよというふうにならないのです、今の状況は。

そういう機械があれば、できたらうちの方も手に入れて、苦情があった

らすぐ行きたいなと思っているのですが、今の時点ではそういう状況で

はないということで御理解いただきたいと思います。 

委員 はい、わかりました。 

委員 この悪臭の問題は、随分以前から私たちも言ってきたのですが、それま

ではにおいがあってもずっとそのままだったのですか。今、ここに出て

きたのはどういうことだろうというのをちょっと聞かせてください。 

事務局 実は、この悪臭のことにつきましては、実際は、悪臭に対する対策は農

林水産部が当たっております。それで、民間の事業者さんなので、何か

対策を講じようと思うと、当然経費の問題が出てくるということで、今

までは県と市が何らかの補助金を出して、水でにおいを落としてみたり

とか、いろんなやり方をやってきておるのですけれども、今言いました

ように、アンモニアの方は何とか規制をかけられるようになったのです

が、鳥そのものの持っているにおいについてまだ、逆に、アンモニアの

においになれておられたのが、そのにおいが消えたところが、今度は逆

に、鳥そのもののにおいで臭いという感覚に陥っておられるところが見

受けられます。 

 それで、今年度、すぐ近くの鳥取港で天皇陛下を迎えられて、豊かな
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海づくり大会があるということもありまして、新たな対策を、実は９月

までにとろうということでやっております。その対策が、どの程度効果

が発揮するのかというのは、その対策が行われた後にもう一度においを

計測してみて、どの程度効果があるかということで、特に天皇陛下が来

られますので、国、県、市とも、ここのところのにおいについては、何

とか抑えられないだろうかということで、この９月いっぱいまでに対策

は講じようと思っておりますけれども、何分にもさっき言ったような３

２万羽という鶏の数ですから、効果がある程度は期待をしながらやって

いるというのが実態でございます。 

委員 この緑のとこを新たに規制区域にすることを審議するというふうに言わ

れたのですが、ここは今、あらかた畑ですよね。なぜこの緑のところが

規制区域にならなければいけないのか、そこら辺の必然性を伺いたいの

ですが。 

事務局 図面では余り家がないようですが、実はこの地域はどんどんどんどん家

が建ってきておりまして。 

委員 私は国道９号挟んですぐ前ぐらいにおりますので、大体わかります。 

事務局 実は賀露の方から、農地ですから、一般的に転売できる部分ではな

い、いろいろ農地法上の規制があるのですが、その中でもやっぱり賀露

の方の、旧の集落内から子供さんのうちとか、そういうことが徐々に出

始めて、ここもそういう意味ではすぐ近くなのに、何軒か家が建ってお

るので、規制区域の中に入れてほしいということが賀露地区の方から要

望がありまして、一応この中に対策として入れていこうかなという考え

方で、提案をしたとこでございます。 

委員 おっしゃることはよくわかるのですが、もともとここは養鶏場が先に

あったところですよね。後から越してきて何だかというのは、ちょっと

養鶏場が気の毒な気もするのですけれども。済みません、要らないこと

を。 

委員 ５ページの測定結果というのは、６ページの図面でいうと、どの地域

が測定地点なのでしょうか。 
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事務局 測定場所というのは民地境界、その事業所等の境界線ではかってくださ

いよということで一応規則化されています。７月、８月、９月に現場を

出て測定するときには、賀露の自治会長さん１０名ぐらいの方に立ち会

っていただいて、風下を探して測ります。それが例えば、今、港の方に

できている、かろいちですか、わったいなの方ですか、あっちの方だっ

たり、それからこの図面に落ちています、審議対象区域の辺の左の角の

辺で測ったりとか。ですから賀露の自治会長さんたちと一緒に、一番臭

いところを歩いて探して測っておるのが実情でございます。今日も賀露

で、５時から一番臭い地域を探してはかるように、８月の定期測定をす

るようにしております。 

委員 ということは、養鶏場の敷地境界線ということではなくて、風下側の

集落なり、あるいは民家なり、そこらの一番臭いであろうと思われる地

点で測定ということですね。敷地境界ですか。 

事務局 いや、敷地境界ではございません。おっしゃるように一番臭い地点、

それが民家とかにはまだ行っていませんね。（発言する者あり）いや、

規則はちゃんと敷地境界線に近いところの臭いところで。だから敷地境

界のところに、結局木が立っているのですよ、ジェイエイ畜産は。境界

線になると、そこのところにはにおいが余り来ないので、上の方一旦出

て、すっとまた風が吹いてきて、一番臭い地点は、自治会長さんはここ

だと、境界線は臭くないから、そこで測っても意味がないということ

で、測らせていただいているというのが実情です。 

委員 わかりました。基本は敷地境界ですけれども、それよりも敷地境界に

近いところで一番臭いだろうと思われる辺ということですね。住居とか

そういうことは余り考えないでということですね。住居側は余り考えな

いということですね。 

事務局 はい、それは今、考えていません。 

委員 はい、わかりました。ありがとうございました。 

事務局 ただ今日は、住居、とにかく臭いところに来てくれということで、今

日はそうなるかもわかりません。 
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委員 ではこの緑の、今回審議の対象区域になる中身が、ここが一番臭い地

点になることが多いというわけですかね。 

事務局 いや、そうではございません。うちの次長が言ったように、将来的に

宅地化されるだろうという賀露の思いと、それから大体この周辺、もっ

と右側の方には規制区域とあるのですが、そこの上の辺に住宅がありま

すよね、その辺の方も、もう夕方になると臭いという情報も得ています

し、それこそ風向きでね。 

委員 では、規制はあるけれども、その規制をこの測定しているよりも超えて

いるのではないかという苦情ということで、また規制をかけても、状況

としては……。 

事務局 変わらないです。 

委員 変わらない、はい、了解です。 

事務局 おっしゃるとおりです。規制をかけているのが濃度なので、規則は守

られているという判断です、うちはね。ただ、実際に臭いのは知ってい

ますので、臭気指数に変えてはという賀露の思いと、それにこたえなけ

ればいけないなという思いもあるのですが、次長が言ったように事業所

のこともあるので、きついことはできないなという思いが、我々の今の

気持ちの正直なところです。 

委員 先ほど榎さんもおっしゃっていましたが、このあたりは昔、養鶏場ぐ

らいしかなくて、その北側の部分が非常に再開発されて、住宅地ができ

ました。どこでも一緒だと思うのですが、規制をかけて、においという

のは風向きによって違うので、きょうはここがくさい、きょうはここが

くさいということになるのだろうと思いますが、実際に規制をかけてそ

のにおいを消しなさいということが可能かどうかというのは、ちょっと

よくわからないのですが、最終的に規制をかけて、では農協さん、養鶏

場をどこか別のところに持っていかなければ、根本的な解決にはなりま

せんよね。例えばそこに遮断をするということは、風の流れを遮断する

ことですから、当然もう大変な費用がかかるわけですし、養鶏場の方に

しては、くさいからそのにおいを消しなさいと言われて、果たしてでき
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るだろうかというのが問題ですよね。 

 例えば、僕は青谷ですけれども、泊にも養鶏場が山の上にあります

が、数キロ離れた潮風の丘という、海のとこですけれども、時によって

はあそこまでにおいが流れてきます。何キロ離れているのだろうか、直

線でも数キロ離れていると思うのですけれども、あそこでさえそうなの

に、例えば市街地といいますか、そういう状態にある養鶏場を、規制を

かけて、果たして逃げなさいよと言って、やっぱりお金を払って例えば

規制をかけるのなら、例えばの話ですけれども規制をかけました、にお

いが消えません、では市が代替地を用意しますので、ここに逃げてくだ

さいということまでやられるのですか。それともただ、においきついの

で何とかしなさいというぐらいのことの規制ですか。そういうことを審

議するのですか。 

事務局  まず審議の内容でございますけれども、先ほど説明しましたが、結局

化学物質だけのにおいだと、すべて一応条件的にはほぼクリアしておる

と。しかし、その中で住民サイドの方がまだくさい、違和感がある。そ

ういうものの判定する目安というのが今言った臭気指数で、ですからは

かり方としては、エアーを持って帰りまして、一たん持って帰って、少

しずつ薄めていきます。においがしなくなるところが、指数としてあら

わすということになるわけです。 

 臭気指数を設定するというのは、ある一定の人間の感覚での規制をか

けるということですから、どこに規制をかけるかというと、これから非

常に難しい話ですけれども、まず住民の感情の問題がありますので、一

応そういう規制もかけさせていただくと。先ほど言いましたように、県

と市とが合同でいろんな今、技術的に可能なところで、ＪＡさん側が補

助金の裏を払っていただける範囲の中で、いろいろと今、対策を講じて

おります。 

 対策を講じた結果、先ほど５ページにあったアンモニアがほとんど

今、基準値におさまっていますのは、そういう対策を講じていただい

て、アンモニアだけは何とか抑えることができておるということですか



－10－ 

ら、これから市もそうですし、県の方もそうですけれども、補助金、そ

れからＪＡさんの方の補助金の補助裏を負担していただいて、何とかこ

こで営業していただいて、住民さんとの、少しにおうけれども我慢でき

るにおいというのですかね、そこまで何とか対策を講じていきたいとい

うのを目的にしております。 

 実際、過去にずっと古い話ですけれども、田園町か青葉町か、あの辺

に、昔養豚場がありまして、まだあのときは田んぼのど真ん中に養豚場

の方もおられたと、今、住居が迫っていて今の状態になっておると。同

じようなことで、当時においのお話と、それから養豚場の経営者の方

は、君たちが勝手に来たのではないかと、先ほどのお話のようなことで

いろいろ論議があって、最終的には市の方が仲介に入って、そこの養豚

場は移転をしてもらったというケースはあります。 

 ただ、今回の場合は、余りにもすごい３２万羽という数ですから、そ

う簡単に移転先が見つかるかというとそうはいかないので、何とかここ

の中で、市の方も県の方もそれなりの対策を講じながら、住民の中でに

おいを全くゼロにするわけにはならないのですが、不快感が少し我慢で

きるところまで対策をやっていくと。その中での臭気指数という一つの

目安をこのたび採用をするかしないか。するとすれば、どこを基準点に

持っていくのかということを審議していただくということです。先ほど

言いましたように、対策については農林水産部の方が今、一生懸命やっ

ておるというのが現状でございます。 

委員  ありがとうございました。以前に、下水処理場の秋里の辺が非常に臭

かったですよね。人糞を処理するところ、下水処理場の辺あたりになり

ますと、城北のあたりまで来ると、非常ににおいが以前はきつかったの

に、最近全然あのにおいがなくなったなと思っています。例えばああい

う対策で、においというのは主観的なものだろうと思うのですが、鼻が

きく人ときかない人との違いがあったり、特殊な例があると思うので、

一般的にあそこの下水処理も非常に臭かったのが最近は全然においが苦

にならなくなったというか、においがしなくなったといいますか、そう
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いういい方法は、僕はちょっとわかりませんけれども、そういう形であ

そこのところのにおいが出ないようになれば非常にありがたいなと思っ

ておりますが。 

事務局 今、下水の御質問がありましたが、秋里については、今申されるよう

に、以前は処理槽が全部青空テントになっておりまして、オープンでや

っておりました。言われるように臭気が、日によっては出ていく状況が

ございますので、覆外蓋といいますか、屋根を全部つけて、屋根の中は

気圧をちょっと下げて、全部集めて１カ所で臭気を脱臭する装置をつけ

ておりますので、基本的にはにおいは出ないようになったということで

すし、それとにおいは基本的には汚水の処理場ではなしに、焼却施設の

方からのにおいがどうも多かったようだと、僕もそんな昔からおるわけ

ではないのですが、聞いているのは焼却施設の焼却灰といいますか、焼

いたときににおいが出ていたらしいのですが、そのあたりは大分機械も

新しくなってにおいが出なくなったということと、先ほど申し上げたよ

うに屋根をつけて密封していますので、においが出なくなったという状

況です。 

 ただ、この方法をジェイエイ畜産に求めるというのは、やっぱり費用

的に相当かかると思いますので、していただければ一番いいのですが、

そのあたりが農林水産部の方の補助などでできるようなことがあれば、

そのあたりも含めてお願いすればいいのですが、全部密閉してしまうと

いうのは、恐らく民間でやられる以上は費用対効果が、当然もうけにな

らなければ商売をやめるということになると思いますので、なかなか難

しいかなと思います。 

 それと、この臭気の問題、御審議いただいている中身は、今現在はア

ンモニアの濃度でありますとか物質の濃度で制限を加えておりますもの

が、臭気指数に変えることが果たして妥当なのかどうか。そういう臭気

指数にするのだよということでなしに、臭気指数で置きかえて基準値を

決めることがいいのか悪いのか、そのあたりも含めたところで御審議を

いただきたいなと。確かに複合的なにおいを制限するためには臭気指数
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ということですし、アンモニアなどが減ったことを考えますと、空気中

に流れております物質の濃度で制限を今までどおりやっていくのか、あ

るいは臭気指数なるものに変えていくのか。これはどちらかの選択とい

うことになっているようですので、臭気指数に限定をしますと、補助的

に空気中の物質の濃度も調べるのは調べるのでしょうが、そちらの方の

規制は今度は解除になってくるということになるのかな、いずれかの選

択ということで御審議をいただきたいなと思っております。 

会長  ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

委員 においについて科学的に判定するということを臭気指数という形で、

ある程度今後やっていきたいという意見ですけれども、臭気指数という

のは、臭気判定士とか何かが、オフィシャルに認められた公的な資格を

持った人が判定するわけですよね。これは県内にいらっしゃるのです

か。 

事務局 臭気判定士というのは、国家試験を通った者でございまして、実は２２

年までは財団の鳥取県保健事業団でこの化学物質と臭気指数をはかって

まいりました。 

 実は２３年からは入札にしまして、民間の機関を使って２３年度から

ははかっております。といいますのは、臭気問題があったときに、臭気

指数を見ていただくと、そのときの状態もそうなのですけれども、非常

にばらつきがある数値が出ております。特に２１年度を見ていただく

と、７月を見ますと、臭気指数の判定数の１０から２１を超えたよう

な、それ以上とか、８月になると１０以下という、同じにおいが出てお

るのにばらつきがあるようなこともあったので、やはり人間の感覚です

から、同じ判定士ではなしに、違った判定士の判定の数値もやっぱり入

れておくべきだろうということで、ことしから実はやっております。 

 実は臭気判定士には全国協会がありまして、多分臭気判定士は協会でい

ろんな情報を得ているとか、訓練とか受けておるところが見えたのですけ

れども、実は保健事業団の判定士の方がそちらの協会に所属をされていな

かったということもあったりして、２３年度からは入札で、民間のコンサ
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ルでそういう協会に入っておられる判定士を持っておるという条件で、今

結果を出しております。夏の１回の結果は、臭気指数は１６ぐらいの値で

した。 

会長  ほかにいかがでしょうか。 

委員  先ほどから出ている、どちらが先に立地していたかという環境問題

で、いつも出てくる問題ですけれども、もともとこれ、都市計画法上の

用途地域というのはちなみにどういう区域になっているのでしょうか。

６ページの図から言って。 

事務局 済みません、ちょっと今、都市計画図面を持って上がってきますので。 

委員  恐らく用途地域を参考に決めたのがもとの分で、それで畜産の施設そ

のものまで規制の区域に入ってしまっているということではないかなと

は思うのですがね。本来おかしいですよね。 

 規制するのはね。今度新たに、さっきのお話だと、緑の区域が、本当

はここは住宅ではない、農業地域。 

事務局 農業地域です。市街化調整区域だと思います。 

委員  実際には住宅、住居は本来は建ててはいけない場所。それで抜けてい

たのかもしれませんね。 

事務局  ですから、多分、賀露の御家庭がどんどんそこに、今出てきておられ

ますので。先ほどちょっとお話しましたが、結局、農地法による規制は

かかっている区域だろうと思うのですけれども、結構兄弟とか子供さん

とか、もともと賀露の町中は皆さんも御存じのように狭いので、分家と

かまたは自分自身が大きなうちに建てかえておられるところは結構あり

ます。そうなると農地でも建てられるということがありますので、多分

賀露の町中の狭さを解消するために、今、外にどんどん出ておられる、

実際私どもの職員などもどんどん出てきておりますので、こういう実態

だろうと思います。スピードは遅い、速いはあるかもわかりませんけれ

ども、そういう傾向にあるということです。 

委員  本来よくある都市計画法上の不備というか、それが後回しになったため

に、環境の方がみんなしりぬぐいをするという、よくある例の一つですか
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ね。 

副会長  済みません、ちょっと私の方からも１つ確認を事務局の方にさせてい

ただきたいのですが、今回の問題は都市計画法上の話が今出たのですけ

れども、それはそれである、一方で。要は、原因者は鶏の鶏舎なのです

よね、鶏なのですよね。それで、このにおいの問題を我々に審議をして

くださいよと。そして、これは鶏がいなくなれば一番いいと思うのです

が、そうもいかないので、しからば、今まで特定悪臭物質で測定をして

いた。これでは解決しない、要はにおいの臭気指数もプラスしていこう

ということだろうと思うのですが、においというのは、さっき委員の方

からたくさん出ていたのですが、風向きとか、季節とか、それから特に

鶏の鶏ふんのにおいということもどうなっているか、きょう見せていた

だくのですけれども、私の家も智頭で、高校ぐらいのときに６６０羽ぐ

らい飼っておりまして、いわゆる原因者の方だったのです。 

 ですから、鶏のにおいというのは私も知っているのですが、古い話に

なるのですが。なかなかこれは３２万羽というすごい数で、鶏舎が何ぼ

あるかわかりませんが、さっきのごみのにおいとは違って、多分密閉で

きないと思います、完全密閉は。とてもこれは平行線たどっていくよう

な感じがするのですがね、この臭気指数を何ぼ追及して、それ以下に抑

えてみても。そこらはどういうふうに始末をつけていかれればいいのか

と。これは審議会の審議事項でもあるとは思うのですが、どういうふう

に考えておられるでしょうか、事務局さん。ちょっと今、現在わかって

いるといいますか、お考えがあれば聞かせていただきたいのですが。 

事務局  感想ということでお聞きいただければと思います。 

 やはり企業者の方が成り立たないような厳しい基準というのは、なか

なか難しいと考えております。それで先ほど言いましたように、豊かな

海づくりがちょうど１０月２９、３０日にあるわけで、それを目がけて

というわけではないのですが、今実際に臭気対策をやっております。そ

の結果がどうなるかということもあるのですが、企業側ができるところ

の範囲のぎりぎりのところの数値数を設定していって、少なくともそこ
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の業者ができるところの数値は、絶対に業者も守ってくださいねという

指導をしていくしかないのかなと。 

 ですから、できないような数値、例えば１０とか１３とかそこまでの

規制はなかなか難しいと。そうすると実際に技術的にできる１８とか１

６とか、今、先月はかったものが１６ですから、１６ぐらいだったら１

６で、この値だけは絶対守ってくださいねというやり方しかないのかな

というのが、今思っている感覚でございます。 

副会長  それともう一つ、済みませんがお尋ねしときたいのは、さっき農地の

ところに家が子供だ、親戚だと、農業委員会通さなくても、なれ合いで

通してもらって、家が建っているのではないかなという感じがするので

すが。それは、これは縁故関係でやるものだからどういう形で抑えてい

くかということもありましょうし、あるいは宅地で売買するという、こ

れは宅地業者に指導して、いわゆる瑕疵宅地になると思うのです。瑕疵

というのはにおいという欠陥があると。そんなことで規制をかけていく

とか。こういった新しく線引きをされた中もそういったことで抑えてい

かないと、次から次から何ぼしても出てくると。今までの規制が、今度

のやったところでですね。いうことで、いつになっても収束しないとい

うことになりそうな気がするのですが、そこらも皆さんとともに考え、

審議をさせていただければなと思っていますが、そこらはどうでしょう

か。 

事務局  前回の会議の中で、１人の委員さんが今のことでこういう発言を行っ

ておられます。先ほど杉本委員さんからもあったのですが、都市計画法

上のことも含めて検討しないといけない問題ですよという提言をされた

委員もおられまして、この区域指定についてもいろんな方面から検討し

て、指定を広げるのか広げないのかということはしていかないといけな

いと、そこまでの御指摘があったところです。済みません、私の方も都

市計画法を調べずにここに来たのですけれども、それらも含めて、これ

から議論をしていただければと思っております。 

会長  大分この議論で時間を使ってしまいましたが、ほかにこれだけはちょ
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っと確認というのはあるでしょうか。 

委員  実際に今、私もこの養鶏施設は行ったことがないからわかりません

が、密閉して悪臭の処理をすれば、それは確かにとれるのでしょうが、

現実にはできないとすれば、においのもとがこの養鶏場の中の、例えば

鶏ふんをこの中で何かの形で処理しているのか、それとも普通、鶏舎

は、一生ずっと大きくなって出荷するまで、ブロイラーなどの場合は下

にたまりっ放しで、とらないというケースが多いですよね、山となって

いる。そういう飼育の仕方をしているのか、それともその都度それを処

理しているのか、鶏舎から取っているのかとか、いろいろまだ不明なこ

とがあるので、そういう中でどこまでジェイエイ畜産さんが悪臭対策の

努力をされているのか、あるいはまだそういう余地があるのかというこ

とも含めて考えないと、ただ単に現状、精いっぱいがここまでです、だ

からこれ以上はちょっとという単純なものではないような気がします。

確かにお金さえかければできるのでしょうが、そういった無理な基準を

定めても何にもなりませんし、その辺の中身をいろいろ聞いてみたり、

調査してみたいなと思います。以上です。 

会長  ありがとうございました。 

 何か都市計画の資料が出てきましたか。 

事務局  今、直近の都市計画図を手に入れておるのですけれども、６ページの

図面等を見ていただくと、６ページのまず西日本ジェイエイ畜産という

のは、これは市街化調整区域になっております。市街化区域ではありま

せん。 

 それと緑のところから両サイド、これも市街化調整区域です。後ほど

この図面を回していきますので、それを見ていただければと思います。 

会長  ほかにないようでしたら、こればっかり議論するわけにもいかないの

で、このくらいで切らせていただきます。先ほどの会議の日程の御説明

ですと、次に、１１月ごろ、さらに１月ごろともう２回ぐらい用意され

ているようですので、きょうこれから現場を見て、またいろいろお考え

いただいて、１１月のときに、きょう出していただいた議論も踏まえな
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がら、さらに御議論いただいて、それで一番落ちつくところの結論にた

どり着ければと、１月ごろを目標にということで進めさせていただけれ

ばと思います。ありがとうございました。 

 それでは、もう一つの議題ですけれども、ごみの手数料、それから搬

入廃棄物の手数料、これについてまた事務局の方から御説明いただい

て、３時半と言っていましたでしょうか、それまでまた御議論いただけ

ればと思いますが、よろしくお願いします。 

事務局 〔資料説明〕 

事務局  追加で１つ説明をさせてもらいます。１６ページの処理施設で、２番

のところで神谷からながおのクリーンステーションまで書いております

けれども、実は平成２１年６月に、クリーンセンターやずという３４ト

ンの焼却炉があったのですが、地元との協定の約束がありまして、２１

年６月で実は閉鎖をして、今、解体作業に入っております。そのため

に、実際は鳥取市だけの施設ではあるのですけれども、神谷清掃工場に

おいては、岩美、智頭、若桜、八頭それぞれのごみをすべて受けており

ます。それからあとの残りの国府町クリーンセンター、レインボーふく

べを含め、ながおクリーンステーションについては、一部岩美のごみだ

け受けております。鳥取にある４施設ですけれども、可燃ごみについて

も、東部圏域すべてのごみをこの４施設で受けておるというのが実態で

ございます。以上でございます。 

会長  ありがとうございました。 

 本日いただきました市長さんからの諮問というのが、ごみ処理の手数

料、ごみ袋代、それから搬入の廃棄物の料金、この料金についていかが

しましょうか、今のままでいいでしょうか、それとも変えた方がいいで

しょうか、こういうのが私たちの委員会がいただいた宿題というのでし

ょうか、問題。これに対してどういう答えを用意していくかというの

が、きょうすぐ結論というわけではないのですが、次回、次々回あたり

議論を深めて、答えにたどり着くということが求められているというこ

とを頭に置きながら、ただいま事務局の方で御説明いただいた情報に対
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する質問、あるいは基本的な考え方に関するフリーディスカッションと

いう形で議論を進めていただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

委員  審議事項を検討するに値する資料がまだ足らないのではないかと思い

ます。 

 というのはまず、ごみを処理するのにどのくらい実際経費がかかって

いるのか。例えば搬入するときでも、１トンで１万２，０００円取って

いると。では例えばごみ袋を買ったものをそれと同じような形で並べた

ときに、ではごみに関係する収入的にはどのくらいあるのかと、経費が

どのくらいあるのかと、そういうものが全然このデータからだと見えて

こない。そういうところがわからないことには、審議はどうにもならな

いのではないかと思います。 

 それと、せっかくこれだけ資料を集めていただいているのであれば、

例えばごみ袋の開始が多分２０年か１９年か、どっちかと思いますが、

その辺をもう少し明確に図に書いておけば、ここから画期的に減ってい

るのだなと実感的にわかるのですけれども、私は３年前から来たので、

その辺がよくわからないというところがあるので、もう少し優しい説明

をしていただけるとありがたいなと思いました。以上です。 

事務局  ごみの有料化をやりましたのは、１９年１０月からでございます。見

ていただきますと、急激に１９年から２０年に、ごみ量が落ちておりま

す。これはごみの有料化の措置を行った結果、こういう形で出ておりま

して、実は私の方は、１年か２年たつとリバウンドという形が見えるの

かなということを予測しておったのですが、２２年度まではリバウンド

という状況は見当たらないと。若干、プラスチックだけが２２年度は一

部１．２％増と書いております。これは多分、今のところ予測しており

ますのは、高齢社会になったりして、社会構造が変わったことによっ

て、料理をするといった生活習慣が、だんだんなくなってきているのだ

ろうと。でき合いものとかそういうものでプラスチックの量がふえてい

っているのだろうと予測しております。 
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 なぜこんなことを言えるかといいますと、実は鳥取市の方ではなし

に、鳥取県の東部広域行政管理組合の方で、新しい焼却施設２９年４月

稼働を目がけて、今、地元の方とやっておるのですが、その前提となる

調査として、ここ二、三年ぐらいですか、神谷清掃工場のピット、ごみ

をためる広い大きなところがあるのですが、そこからごみを取り出し

て、ごみの組成調査をしております。その中で、生ごみの可燃ごみの中

で、ペットボトルが１本か２本ぐらいしか出てきません。それぐらい分

別が、可燃ごみはよくなっていますので、それでなおかつプラスチック

ごみがふえているというのは、やっぱり社会生活の変動が何かあるので

はないのかなと。高齢者社会化によって、でき合いものを買って帰られ

るとか、そういうことではないのかなと。 

 もう一つは、可燃ごみのごみ調査をした中に、不思議なことは、魚の

骨が一切出てこない。魚の骨を探す方が大変なのですね。魚の頭などは

まず出てこないのです。そういうことを考えると、多分、社会生活が変

わっていって、魚などもすべてスーパーで料理をされたりとか、でき合

いものを買われたりとか。ここ３年ほどやっているのですけれども、本

当に何が楽しみかというと、魚の骨がいつ出てくるかという状況であり

ます。 

 もう少し資料を整理しておけばよかったのですけれども、時間の関係

があって、とりあえず現状ということで、次回には、前回どういう形で

ごみの手数料を決めていったのかとか、そういう比較表をもって、議論

の資料をつくっていきたいと思います。 

 それで、今のごみ手数料の代金、６０円を決めていったのは、収集運

搬とか処理代金も全部総額を含めて、それの大体目安１０％をごみの手

数料に充てておると。ですから収集運搬経費処理代金、そういうものを

含めて、全体のごみ処理代金の１０％を今手数料の６０円に充てている

と。一番大きい袋が６０円ですけれども、そこに充てておるというのが

従来の考え方でございます。 

委員  この諮問の資料をいただいたということは、ごみ袋代を上げたいと事務
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局の方でお考えなので、こういうのが出てきたのでしょうか。ごめんなさ

い、もうちょっと補足させていただきますと、ごみ袋の代金を決めたとき

に、そのごみ袋代というのは、本来はごみ収集手数料に充当するのではな

くて、広報事業とかそういうのに充当するというふうにあのときは説明を

いただいたように思うのですが、これを見ますとちゃんとごみ収集代に入

っていますよね。それで、ごみの処理原価が高くなっていますよね、今。

２１ページの年間当たり、ごみ処理原価が、１８年から比べると、２２年

度は大分上がっていますよね。それでお金が足りなくなって上げたいとお

考えなのでしょうか。 

事務局  まず、上げたいのか上げたくないのか、そこですが。 

委員  そうです、それを聞き……。 

事務局  実は私どもとしては、そこまでは考えておりません。といいますの

が、処理手数料を決めてから５年たっておるので、一度きちっと再検証

をすべきだろうと。ですから、これでいいよということであればこのま

まいきたいという思いです。上げたいとか上げたくないとかそういう意

図は、実はこのときはありません。 

 見ていただいたらわかるのですけれども、２２ページ、ちょっと見て

いただけますか。１９年度については、確かに１２．３円、一番下のと

ころの家庭ごみのリットル当たりの処理原価を見ていただくように、収

集運搬も処理費も全部総額で入れているところでございます。実際に２

０年度からの状況を見ますと、結局１９年のときに単価を決めたのは、

将来の数値を見ながら単価を決めておりますので、そうすると２０年、

２１年、２２年を見ていただくと、そんなに変動は起こっておりませ

ん。ただ、数字のマジックというのがありまして、処理費とか収集運搬

経費というのは、ある一定の固定費というどうしても要る経費がござい

ます。それに対して、処理量が減ってきますと、割る分母が小さくなる

と、割り算するとどうしても単価が上がっていくという計算上の問題が

あるのですが、何とかかんとか処理費とかそういうものが少しずつ経費

が安く済んでおりますので、それほど処理原価については、影響が今、



－21－ 

起こっていないというのがここの資料でございます。 

委員  平成１９年度のごみ処理手数料の料金について審議会で一緒に審議し

たメンバーが何名かいます。その中でもまだ高くしろとかそういう話も

ありましたが、そろそろ見直しの時期なのだなということと、鳥取市さ

んが考えていらっしゃる今後のごみ処理の方向性等、大きな流れなどが

わかればと思います。それがプラスチックをずっと分別していくのか、

それともしないのかということも含めてと思っています。ごみ処理の１

リットル当たり、トン当たりの単価もそれによって変わっていくのかな

とも思いますし、そもそも４０リットルの可燃ごみを処理してもらおう

と思ったら、本来は、今でしたら１４掛ける４０ですから、結構な額に

なっているわけですが、私たちはそれに６０円しか払っていないという

こと。 

 足りるか足りないかの問題ではなくて、そもそも大量の税金を投入し

て処理しているので、そこの考え方をもう少し情報として、市民なり、

東部圏域の住民になり知らせていきつつ、減らす努力もしながら単価も

下げて、税金がもう少し有効に使えるようにならないかなという思いも

ありますので、大きなごみ処理の、ある程度中期ぐらいの流れがわかれ

ばお願いします。 

事務局  今のお話は少し重たい話なのですが、実は東部広域の方で、先ほど言

いましたように平成２９年４月に新しい焼却施設を稼働させるために、

今、地元といろいろと話をしておるところです。それは新聞報道等でも

何度か見ていただいていると思っています。 

 先ほどプラスチックの話が出ました。東部広域の中では２９年ですか

ら、まだまだ年月があるので、もう１回ぐらい、本当はこの単価につい

ては話し合う委員会を、例えば２５年ぐらいには開かなければいけない

だろうなとは思っておりますが、今おっしゃったプラスチックについて

どうすべきかという議論は、今、東部広域の方の別の審議会で議論をし

ております。そこのポイントになっておりますのは、東日本等で、大き

な地震で被害があって、電力不足ということが今大きく騒がれているわ
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けですけれども、環境省のような指導についても、ごみ発電を中心に物

事を考えようとされておられます。せっかく出た大切な燃料を、これを

ただ単にお金をかけて、電気をかけてリサイクルするよりは、直接ごみ

としての力があるうちに燃やして、電力に変えると。２４時間燃やしま

すから、ある一定の安定した電力がある。自然、風力とか太陽光に比べ

れば、一定電力が確保されるので、ごみ発電ということを環境省の方も

真剣に考えてくださいということで今、市町村側の方にも新しい焼却施

設についてはごみ発電という発想で、環境省の方は主張されておりま

す。 

 さっき、山本委員さんの方からおっしゃったのは、プラスチックとい

うのは、実は非常に混焼率のいいものです。ところがごみに出てくるプ

ラスチックは、ペットボトルと、それから食品とで、ああいう単一プラ

スチックは、もう一度ペットに戻したりとか食品トレーに戻すことがで

きるのですけれども、他のプラスチックはいろんなプラスチックの混在

しておりますので、なかなか単純にはリサイクルができない。それを燃

料化しなさいという動きもあります。これは最終的には東部広域の委員

会の方で、焼却施設の能力とか、それから処理方式とか、そういうこと

の中で最終決定が判断されていくと思いますので、ここではまだ方向性

というのは定まってはおりませんけれども、そういうことも今、含めて

検討をされておられます。 

委員 実家に帰りまして、ほかの市と鳥取市とを比較した場合、鳥取市の袋

の値段が高いなということをよくうちのも言うのですが、この処理費用

は、実際かかった費用を 排出した費用を全部賄うのか、あるいは一部

でも税金で賄うのか、そこら辺はどうなのでしょうか。 

事務局  今現在の袋の代金の設定は、ざっくりした話ですけれども、全体の処

理にかかる経費の１０％相当分を袋代金にかけておると。ですから、こ

の袋代金ですべて吸収ができるかといえば、できていないと。残り９

０％相当分は税金投入をしておるというのが実態でございます。 

委員  ということは、ちょっと安いというところは、税金がまだ多いという
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ことですね、逆に言うと。基本的にはそんな大きな処理費用は変わらな

いだろうと思いますので、そういうことになるのですかね。 

事務局  収集運搬等の人件費の問題はあるのでしょうけれども、施設で、例え

ば２４時間炉とか、８時間バッチ炉とか、そういう処理をするための運

搬経費というか、管理経費はそれほど大差ないとは思います。あとは焼

却方式によって、大きく変わることがあります。例えばシャフト炉とい

って、これは松江市が今、新しく採用したのですけれども、実はシャフ

トの中の、シャフト炉というのはコークスを使って燃やします。ところ

が、ここ一、二年前に、中国からのコークスが輸出を禁止してしまいま

したので、実はコークス代金が何十倍にも今はね上がっていて、シャフ

ト炉を使っておられるところのコークス代の経費が非常に高くかかって

おるということがあります。具体的には大分の清掃工場などでは、シャ

フト炉なのですが、コークスが手に入らなくて、補正で１億５，０００

万、コークス代に補正を組んだというところもありますので、今、経費

が一番高いのはひょっとしたらシャフト炉、コークスを使った燃やし方

が一番高いのかもわかりませんけれども、基本的には、例えばストーカ

ーならストーカーという焼き方は、そんなに大差はないと思っていま

す。 

委員  皆さんの今までのお話と重複するようですが、いずれにしても、お示

しいただいた資料の中で、これは料金の手数料の値上げをしないという

ことも含めて、審議会で審議してくださいということなのですが、現実

に、例えばどこが問題、あるいは課題になっている、なりそうなのか。

いつごろには、今のままでいったらこういう状態になるとか、あるいは

こういうことを新たにやりたいために、ここをこうしておいたらどうだ

ろうかとか、あるいは一般財源、税金からの充当が非常に困難になって

いるから、さっきの１０％も少しでも上げたらどうかと、何かそういう

ものがないと、果たしてこれでこの、私はそうなのですが、皆さんどう

かわかりませんが、この資料だけで値上げした方がいいとか、幾らにし

た方がいいとか、しない方がいいではないかとかというのが、非常に判
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断しにくいような気がします。一般論からいったら、それは安い方がい

いでしょうということになるし、でもそうは言っても、ある程度ここま

で来ているから、必要だったら、４年たっているのだったら、必要な見

直しというのはする時期には確かに来ているのでしょうけれども。理由

はないけれども、そろそろもう５年目になるからちょっと上げましょう

ということでは困ります。ですので、何かそういうものを次回までに示

していただけたらと思います。 

 それから２点目は、諮問の中にごみ袋代というのと、それから２番目

がごみ処理手数料で、焼却施設搬入料金ということになっているのです

が、これは不燃物の持ち込み料金は入らないということなのですね。 

事務局  済みません、資料関係につきましては、次回にもう少し細かい分析を

したり、前回どういう形で手数料を設定したかということについてはお

出しをさせていただきます。今回お示ししたのは、ごみのとりあえず今

現在の状況についてお話をさせていただいて、次回からその辺の詳しい

データをお出ししていきたいと考えております。 

 それから、不燃物につきましては、これは１６ページをお開き願いた

いと思います。１６ページの（２）のところで、不燃物処理施設という

ことで、鳥取県の東部広域行政管理組合という一部事務組合の施設が管

理をしておりまして、不燃物につきましてはすべてこちらの方の施設で

処理をしております。指定袋、ごみの有料化の対象になっているのは、

可燃ごみとここに書いてある、いなばエコ・リサイクルセンターに持ち

込んでおるプラスチックごみが手数料の方の対象になっておりますし、

施設の方の代金につきましては、この鳥取県東部広域行政管理組合の方

で、この積載を１０キロごとに３３０円とかそういう手数料の処理代金

については、別の審議会があって、手数料を決めておりますので、それ

はそちらの方で不燃物の処理施設の処理手数料は決めていくということ

になっております。 

委員  ４年たっているから見直したいということなのでしょうか。それと

も、このまま維持していくか。上げたいのか、どうするのか、そこのと
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ころはどういうお考えなのでしょうか。 

事務局  実は、この委員会で、このごみ手数料等の代金の審議の諮問をさせて

いただきましたのは、昨年の、６月議会でしたか、鳥取市議会の、済み

ません、何月だったかちょっと記憶に定かでないのですが、そちらの方

でごみの手数料が高いという一般質問がございまして、その中で、見直

しをしないのかということで、市長の方が、上げるとか上げないという

ことではなしに、手数料を決めたのが平成１９年で、それから何年も同

じ手数料で来ておるので、もう一度検証をかけますということで、です

から、上げたいのか下げたいのか、維持したいのかということではなし

に、まず最初に検証をかけて、その結果で上げる必要があるのであれば

上げるような答申の形になるでしょうし、そのままでいいということで

あればそのままの答申になるということで、一応、まず最初に検証して

くださいと、委員会の方でしっかりその判断をしていただきたいという

のが今回の大きな目的でございます。 

委員  では結局、４年もたっているからそのままをずっと維持するというこ

とは、高いのではないか、少しそれだけこうしているから、ごみが減っ

ているし、下げてもいいのではないか、そういう御意見があるわけです

か。だから結局、どうするかということを審議するわけでしょう。 

事務局  この手数料につきましては、前回、環境サイド側に足を持っておられ

る方はもう少し高くてもいいと。もっとごみについて、リサイクルと

か、それから分別とかそういうことの方に重きがある方は、ある一定の

負担を市民が講ずることによって、それが徹底されるのだという意見を

お持ちの方もあれば、先ほどちょっと紹介したように、経済的に少し負

担が大きくないですかという意見もいろいろあるわけでして、その中で

これはこれぐらいだったらというお話をさせてもらう。ですから、先ほ

ど藤沼委員さんからいろいろ審議するのに資料不足だよという御指摘ご

ざいますので、次回にはもう少し分析したような基礎データを、きちっ

と分析したデータを出させていただきたいと思っています。 

委員  よくわかりました。ありがとうございました。 
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委員  ごみの手数料の話で、だんだんごみが少なくっていきますよね。そう

すると、このぐらいの目標であった値段を決めているのに、このぐらい

になっているので、ではもう少し安い方がいいのではないかという発想

が出てくると思うのですが、ただ、ここの部分を、先ほど山本さんがお

っしゃったように１０％に今決めているのだということですが、そこの

部分をでは７％にするのなら、もう少しごみの量が、値段が安く済むわ

けですから、その１０％そのものが適当なのかどうかという基準がちょ

っとないのですよね。では１５％がいいのか、５％がいいのか、１０％

がいいのか。そこらあたりの首長さんの考え方がはっきりしないと、

我々は、僕は自治会の立場ですので、できるだけ住民の負担を少なくし

てほしいというのが願いですので、そこらあたりも考えていただきたい

と思っています。 

 それから、東部広域の方の委員もここの中には３人も４人もおられる

ので、そこの中でもいろんな話が出ておりますけれども、２９年度に目

指して、例えばプラスチックも、熱効率が非常にそこをやればいいとい

う話が出てきますが、そこの部分ができればもう少し安くできるのかな

ということも、重量が少なくて済みますから、そのあたりもいろんな資

料を、先ほど各委員さんもおっしゃっていましたが、基準の資料と、そ

れからいわゆる方針ですね、１０％がいいのか７％がいいのかというそ

こら辺あたりを聞かないと、我々が勝手に、ではできるだけ安い方がい

いからと、１０円にしなさいよという話にはなかなかならないだろうと

思うので、そこらあたりができれば、今度のときに必要なのかなと思い

ます。 

 それから例えば、先ほど出ましたけれども、ここの委員会でどこら辺

まで例えば決めるのか。東部広域の方で山本さんもいらっしゃいました

けれども、あそこらあたりで決めることとここで決めることとの振り分

けをきちっとされた方がいいのかなと思いました。 

委員  ２５ページに料金設定の、ごみ袋代の云々というのが出ているのですけ

れども、以前に論議されたときに、類似の町村といいますか、例えば近く
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ですと米子市とか倉吉市とかあるわけですし、そういう他の市町村との比

較みたいなものはあったのでしょうか。そういう資料ができるようであれ

ば、次回にでも見せていただけたらと思うのですが。 

事務局  それは私どもですべて調査をしようと思っています。特に１９年度の

ときは、ちょうど全国的にごみの有料化というのがすごく話題になって

おりまして、全国的にごみの有料化をするんだということであっちこっ

ちあって、するしないという議論もあった時期ですので、その時期は一

たんおさまっておりますので、相当多分、ごみの有料化の手数料を取っ

ている市町村は多くなっていると思いますので、改めてその辺の集積デ

ータは集めさせて、皆さんの方に提供するようにいたします。 

委員  有料化で、ごみがだんだん減ってきていると思いますが、これが安い

だ、高いだといって、今度安くすれば、やっぱり住民の方は安いにこし

たことはないのでしょうけれども、安くすれば安くしたでリバウンドを

する可能性があると思います。また、逆に高くすれば不平が出ると思う

し、そこら辺がどうなのかなという気がいたします。 

委員  １９年のことを思い出してみると、鳥取市は県内で唯一、市でした

か、市町村だったのかもしれませんが、ごみ有料化、いわゆる有料化、

全額というわけではないですが、袋代というわけではなくて、手数料を

取るのを最後に踏み切った市町村で、米子市と並んで４０リットルが６

０円で一番高かったというのを覚えています。その後、鳥取県内で、値

下げをしたり、値上げをしたりした市町村はまだないと思っています

し、全国でも値下げをしたという話は聞いていないので、万が一値下げ

をした場合、いろんな意味で話題提供だと思いますし、全国の市町村

で、４０リットルだと思いますが、１００円をつけているところは、本

当に有名な、市長さんが有名なところで、６０円というのは高いけれど

も、市民感情の中では許せる範囲だったのではないかということと、事

務局さんからの６０円という目線も、なきしにもなかったかとは思って

います。そのような状況で、上げるも下げるも維持するも、一たん見直

しだとおっしゃるので、また市民の議論も、いろいろあるでしょうし、
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各審議委員さんにもさまざまな方面からコンタクトがあるのではないか

なということと、上げればある程度また議論も再熱する部分ですし、下

げるには本当にそれなりの、ごみは結局、私たちが出すだけではなく

て、地球にも未来にもある程度の影響を起こす部分でもありますし、こ

の焼却施設の問題は、この市の審議会で話すわけではないとは思います

が、そこにもかかわってくる、私たちのライフスタイルを考える大きな

問題だと思いますので、じっくりと、ただし、さまざまな状況も判断し

て、これは考えて、本当に根気というか、高い見識も要る話ではないか

なと思っています。 

委員  １９年のときに、杉並区がやった黄色い袋というのは検討されたので

しょうか、大分。黄色いごみ袋、カラス対策。 

 あわせて、もしよろしければ次回までに、杉並区がかなり実験してい

るのですよね。黄色だったら何でもカラスが嫌うのではないみたいで

す。よく市内でも黄色い網を張ったりしてやっておられますが、あれで

はほとんど効果ないみたいで、ある波長の黄色い色、半透明の黄色い色

というものに、特異的にカラスが反応というか、それが見えなくて近寄

らないということが何かあるようなことを杉並の分で、何かで読んだこ

とありますので。ただそれは原価が倍ぐらいかかるそうです。あるメー

カーしかやってなくて。この袋代６０円なりのうちの、本当の袋代の原

価がどれだけかかっているかという部分で、ある程度原価の値上がりと

いうものも許されるのだったら、あるいは選択制にするなりして、ちゃ

んとうちはかごに入れるから要らないよというところは、それはそのま

までして。やっぱりカラス対策というのはかなり困っている自治体もあ

るようですから、そのこともあわせて検討の中身に、資料として出して

いただけたらと思います。 

委員  料金について、ごみ処理という事業ベースの問題と、それから各家庭

で出されるということになると、１つが６０円等とあるのですけれど

も、出す側の感覚からして、現在の所得からするとどうなのかというと

ころもあるのでしょうから、逆に言うと、現在の、別の角度で市民の家
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庭というか、１人当たりでもいいのでしょうけれども、所得というのが

１７年ぐらいからどうなっているかというところも、できたら資料とし

て出していただけるとありがたいと思います。 

委員  この可燃ごみ袋については、確かに税金のようなもので、ごみ袋の件

は低所得な方には負担が大きいということで、１９年の審議会では、そ

れでは袋代は袋代として６０円ということで、ただし、福祉的な観点か

らいって、例えば赤ちゃんが生まれたところには、出生届のときに袋を

何袋か、あとは福祉的に在宅介護の方、紙おむつとかがたくさん出るで

しょうからそういう方には物品で支給するという形で、ある程度負担を

軽減するような施策は市の方にとっていただいていますので、そこら辺

もわかるような形で資料が出てきたらなと思います。 

委員  だからそういう助成策みたいなものも含めて、全体像がわからない

と、高いのか安いのか議論しろと言われていましても、なかなかわかり

にくいものですから。 

事務局  資料不足については、すべてちょっと補完をするようにいたしますの

で、済みませんでした。 

会長  ほかにいかがでしょうか、大体目標の時間には来ましたが、この際、

特に確認しておきたいとか、御指摘ありましたら。 

委員  事務局にお願いです。この資料を事前にいただきましたけれども、い

ただいた資料ではきょう何をやるのか全然見えなかった。それでここに

来て皆さん、多分わかったのではないかなと思います。審議する事項

の、例えばきょうはこういうことをやりたいのですよと。そのために

は、例えばそれの前提とか、あるいはその経緯とか、そういうことを含

めてもう少し、こういうオフィシャルな資料には載せられないのだった

ら別の資料でも結構ですから、加えていただければもう少しスムーズな

会ができるのではないかなと思うのですが、よろしくお願いいたしま

す。 

委員  諮問の内容とはちょっと違うのですが、事業系の一般ごみというのは

ごみステーションに持ち込まないでくださいということですけれども、
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現実的に、鳥取市の場合どうされているのでしょうか。例えば二、三人

の事務所みたいな、紙くずしか出ないようなところはどうされているの

でしょうか。 

事務局  今、収集運搬業者の方、相当数ありまして、収集運搬業者の方から、

極端なことを言いますと、飲食店で、スナックとか、あの付近まで声を

掛けていただいて、事業系ごみの取り扱いということでやってはいただ

いております。 

 ただ、おっしゃったように、自分の生活ごみも、それから商売もほと

んど区別がつかないような方は、多分ステーションの方に出しておられ

ますけれども、基本的には今言った、事業者となる方については、収集

運搬業者の方の方から、許可業者の方から契約をしてくださいというお

願いで、その収集運搬業者の方の事業展開をしていただいております。 

委員  現実的には、小さいところは一般ごみ、家庭ごみとして出しているよ

うなとこもあるということですね。 

事務局  可能性としてはあると思っています。 

委員  済みません、他府県では何か、事業系用のごみ袋ということで、特別

にごみ袋、この袋と同じように、何かされているところもあるみたいで

すね。それでごみステーションに出しているようなとこもあるのですけ

れども。こういったことは、鳥取市は考えていないですね。 

事務局  事業系のごみというのは、基本的には事業者の責任で処理をするとい

うことの考え方で、今言ったように、ステーションに事業系のごみを出

すのではなしに、原則的には許可業者の方を経由して、ごみ処理をして

いくという考え方にしております。 

 それから、特に不燃系のごみについては、事業系ごみというのはまず

できないのです。というのは、プラスチックとか金属のごみというの

は、事業者から出れば、基本的には産廃になりますので、そこの部分に

ついてもやはり事業者の方に、それぞれ許可業者の方で事業者について

アクセスをかけていただいて、そちらの方で契約をしていただくという

のが、今の考え方です。それから流れ的にも、今、特に不燃関係のごみ
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については、先ほど言った東部広域行政管理組合の方の環境クリーンセ

ンターの方については、一切受け取らないということにしておりますの

で、不燃系のごみはほとんど、もう今は産廃という位置づけで、一般家

庭のごみのみを処理をしているというのが実態でございます。 

委員  済みません、ちょっと説明不足だったのですけれども、先ほどの事業

系のごみというのは、紙くずみたいなものなのです。それを市か、ある

いは自治体か、町内会かわかりませんけれども、何か申請して、ステー

ションごみに出しているような、そういうことを聞いておるのですけれ

ども、要はそういうこともされないということですね。量が少ないとい

う意味です、紙くずみたいな。 

事務局 事業系のごみですけれども、これは条例改正がありまして、平成１８年

４月に、ステーションに出していたごみを、条例が変わりまして、出す

ようになりました。それに従いまして、各市報等、分別化で説明してま

いりましたが、なかなか統一が図られなかったという経過があります。

その際に、周知するために、各商工会、いろんな組合があります、各種

団体の、そこを通じまして、事業系のごみはステーションに出せないと

いう説明をしてまいりました。ずっと足を運びまして、各市内、いろん

な組合があります、そこを逐一回りまして、条例変わりましたので、今

度からはステーションに出さないようにということを説明してまいりま

した。それが大分周知して図られてきたわけですが、先ほど次長の方が

申し上げましたけれども、許可業者の方も協力しまして、そういう事業

系のごみにつきましては、契約を結んで処分するという方向で、今進め

ております。 

会長  ありがとうございました。 

 それでは、大体時間にもなりましたので、悪臭の関係、それからごみ

の手数料の関係、また引き続き次回に少し配付資料を充実させていただ

いて、継続して審議してまいりたいと思います。 

 その他ということで用意されていますが、これは何かございますでし

ょうか。 
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事務局  特にございません。この後、現地の方にマイクロバスが出発いたしま

す。庁舎の玄関の横につけておりますので、この後よろしくお願いいた

します。 

会長  それでは、本日の審議会、これで閉会にさせていただきたいと思いま

す。 

 どうもありがとうございました。 

 

 

 


