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鳥取市環境審議会（平成２３年度第２回）議事録 

１．開催日時  平成２３年１１月８日（火） １３：３０～１６：３０ 

２．開催場所  市役所本庁舎６階 第１会議室 

３．出 席 者（委員） 

        岡崎会長、林副会長、藤沼委員、増田委員、外池委員、山本委員、 

沢田委員、手島委員、上山委員  

      （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 

        浜部主任、浅井主事 

４．審議事項 

    （１） 悪臭規制基準について 

    （２） 悪臭規制地域の指定について  

    （３） ごみ処理手数料（焼却施設搬入料金）について 

    （４） ごみ処理手数料（ごみ袋代）について  

    （５） 鳥取市指定保存樹木(名木・古木)の新規指定について 

    （６） その他  

５．決定事項  議事録署名員  増田委員、外池委員 

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２回環境審議会を開催

します。  

部長  あいさつ 

会長  あいさつ 

事務局 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 それでは、お手元に審議会日程という資料があると思いますが、それ

に従って進めていきたいと思います。 

 ３番目、議事録署名委員選出となっております。名簿順にお願いでき

ればと思いますが、増田委員と外池委員にお願いしたいと思います。 
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 では続きまして、４番目の議事に入っていきたいと思います。５点ほ

ど用意していただいていますが、最初に、悪臭規制基準について、資料

１により事務局の方から御説明をお願いしたいと思います。 

事務局 〔資料説明〕 

会長 ただいまの事務局からの御説明につきまして、御質問、御意見、御審議

をお願いしたいと思います。 

委員 臭気指数を設定したときと、しないときとでは何が違うのですか。 

事務局 臭気指数を採用すると、特定濃度物質の濃度測定はしなくてもよくな

ります。 

人間的に近い感覚だけの規制になりますので、少し数値があやふやに

なる分だけ、においがきつい、きつくないなど人間の感覚に近くなるの

で、規制される側は少し厳しい感覚を持たれるという点です。 

委員 ということは、何らかの対応をせざるを得ない。 

事務局 今までの経過がありますので、市としては、特定濃度物質の方は参考

値としてしばらく測ってかないといけないと思っています。 

 ただ、特定濃度物質の濃度測定をしても参考値となるので、法的規制

については臭気指数だけが規制対象になります。 

委員 超えた場合は、法的な規制等はあるのですか。 

事務局 例えば１０回測って１回超えたからではなく、通常的に超えるという

ことになると、まず警告ということになります。警告を出していくと、

今度は規制になります。規制が入ってくると、当然その経営そのものに

も影響が出てきます。 

恒常的に、例えば１０回測って、７回も８回もずっと臭気指数が超え

てしまったということになると、何らかの警告を出していかないといけ

ない。 

警告を出し続けると、そのうち経営者として近隣の市民との関係が悪

くなり、事業が続けられなくなるという感覚になっていくということだ

と思います。 

委員 豊かな海づくり大会へ天皇陛下が来られたときに、においのことをおっ
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しゃいましたね、それはどういうふうなことですか。 

事務局 例えば臭気の薬品を少し強く振るとか、脱臭剤を少し多目に使うと

か、ある程度今回運が働いたこともあったりしまして、南風が吹かなく

て風向きもよかったこともあったり、雨が降って天気よくなかったの

で、多分北側の方の風が主体になったのではないかなと思います。天気

がよければ、ひょっとしたら南の風が吹いたのかもわかりませんが、た

またま、少し天候が悪かったので。 

委員 今のことに関連してですが、薬剤を増やすという対策は、これから可

能なことなのですか。お金のかかることだと思うし、事業者ができるこ

との限りもあると思うのですが、その辺はどういうふうにお考えなので

しょうか。 

事務局 

 

薬剤、脱臭剤の利用的なところは、ＪＡ畜産はある程度今でも応対さ

れておられますので、それはできるのではないかなと思います。ただ、

においを抑える装置の担当課は実は農林水産部の方が担当しており、農

林水産部部長から、脱臭のことについては技術的にはもうこの辺で限界

に近いのではないかと聞いています。今やっていますのは、この間御説

明を受けられたと思いますが、においを出す換気扇とかそういうものに

塀のようなものを作って、そこに出てきたにおいをこの部分に当てて落

とす。そのときに脱臭剤を少し加えることによって、落とす重さを大き

くして、外に出さないということはできると思います。 

委員 その場合は、経営者にとって経費の負担はそんなには大きくないです

か。 

事務局 においを抑える装置を入れたのも、ある程度県と市が補助金を出し

て、事業負担者の部分を限りなく少なくするように努力をして、今の新

しいにおいの抑制装置を作っています。 

なかなか難しい判断を皆様の方にお願いするというのは、事務局も心

苦しいのですが、でも何らかの基準をつくっていただくことを御提案さ

せていただかないといけないのかなと思います。 

委員 そういう装置で、そのようにした場合は、そんなに臭気はしないわけで
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すか。 

事務局 実は、市長から、経営者の意見も事前に聞いておけということで、先週

お会いをしました。今の数字は、事業者の方は１６ぐらいを持ってこら

れるのかなというお話をされていたのですけれども、１５ですかと、ち

ょっと厳しいですねとは言いながらも、何とかクリアをできそうな感覚

で物を言っておられました。ただ、やっぱり１５と１６というのは結

構、１つ数字が違うのは大きいみたいでして、何とかクリアできるので

はないかと。私の方も、１０回測ってたまたま１回ぽんと出たぐらい

で、警告書を出すことはないですよと。やはり恒常的にだめだという判

断をしたら、警告の形になるでしょうが、たまたま何かの拍子に、１０

回のうち１回出たぐらいでは、口頭注意ぐらいで済むのではないかと思

っています。 

委員 臭気指数制度を導入したら、これはあと２回ぐらい審議の後に結論を出

して設定をされると、後年に事業者に対する負担が増大したり、地区民の

方からさらに厳しい要求が出てきたりする、そうすれば畜産業者は負担に

なりますよね。 

制度変更というのは後年できるものですか。 

事務局 臭気指数制度を採用すると、特定濃度物質の測定方法に戻すというの

は、ほぼ不可能に近いと思います。 

逆に、住民から、１５は甘い、１４に、１３に、という厳しい要請が来

ることは想定できるのではないかと思っています。 

 

委員 この測定は、事業場の境界ですか。 

事務局 原則境界です。ただ、住民の方の要望がありまして、測定するときは

自治会の方、役員の方等が立会い、風向き等も確認もとに測っておりま

す。 

委員 騒音は境界線上で測るようになっているのですが、そこではクリアす

るのですけれども、そこからかなり離れたところがオーバーしてしまう

のです。 

風の流れとか、建物とかそこら辺で変わってくると思うのですが、そ
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ういった場合の測定は基本的にされないのですね。 

事務局 それをやると、もうとめどもなくやっていかないと、あそこを測れ、

ここを測れということになっていくので、測定方法はある程度環境省が

示した中で実施しないと、住民サイドの要望がどんどんエスカレートし

て、その後の対応が非常に難しくなっていくのではないかなと思ってい

ます。 

委員 例えば基準内に、事業場なり境界線でやっても、それ以外のところで

臭気が強いところがあったら、そこの住民さんは、多分臭い臭いと言う

可能性があるので、そこら辺がどうかなと思うのですよね。 

事務局 そのような要望が出てくることは想定しておかないといけないのかも

わかりませんが、今のところそれをやると、規制という言い方はよくな

いですが、とめどもなく、それこそ何をどこで守ったらいいのかと、養

鶏業者の方も混乱をされて、あそこが臭い、ここが臭いということにな

ると、経営が成り立たなくなっていくということも想定して、やはり境

界のところで監視していくということのラインは崩してはいけないので

はないかと、考えております。 

委員 他県で同じような状況の場合、どういうふうにしておられるのです

か。 

事務局 他県でここまで住居地域が近いところはないのではないかと思いま

す。 

養鶏業者側が私どもに言われるのは、私らが従来からおって、松林の

中でやってきたのですけれども、「も」の言葉の後のてんてんてんは、

大体予測がつく言葉なのですけれどもね。西浜の区画整理が始まったり

して、どんどんどんどん、従来松林で砂浜だったところが開発されてき

て、住居が近くになっているという事実は間違いなくあると思います。 

委員 住民の方が後で住むようになったわけですよね。 

事務局 そこまでは畜産の方は言われませんから。ただ、いろんな思いはある

のではないかと思います。 

委員 先に業者さんがそこにいらして、後で来られたのだったら、大体そう
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いうものがあったら予測できるはずですよね。そして後に来て、そうい

うふうに余り言われたら、そこも成り立たないし、従業員にしてもそう

だし、一々全部そうやってしたら、私たちも卵を食べていますので、な

かったら困ります。やっぱり住民の食生活にも関係がございますし、安

いですし。それを自分たちもやっぱり食しているわけですよね、してい

ないということはあり得ないと思います。それなのに、後から来てそう

いうふうに言うということは、先におるものを追い出して、後の方が強

いで頑張っているというのは、言いたい放題言うというのは、ちょっと

いかがなものかと思いますがね。 

 私だったら、もうそういうところとわかれば、最初から行きません

ね、幾ら安くても、どうであっても、そういうことを気にするのだった

ら。そういうことは構わないから、安ければいいからと言って行くのだ

ったら別ですが、私の場合はそれはできないと思うので、まずそこには

行きませんね。後から来てそういうふうに言われても、やっぱりそこに

先にいて、陣取ってしているのですから。だから、何かちょっとね、や

っぱり。何かすごくね。 

委員 基本的に臭気の規制というのは、住民の方を守るためのものかなと思

っていまして、ちょっと今、本当に決めかねる、もう少し材料がないと

何ともという気がしています。 

委員 やっぱり両方の人たちが、そこのところを互いにちょっと譲り合っ

て、後から来たのだし、そこもやっていかないといけないし。一方を立

てれば一方がでは困りますので、やっぱり両立できるような中間をとり

まして、何とかできないものでしょうかね。まあそれは理想論でしょう

かね。 

会長 御意見が出ましたけれども、山本委員さんのさらなる資料というのは、

具体的に何か浮かんできますかね。 

委員 そうですね、本当にどういう基準を持ってくればいいのだろうという

ことと、一たん臭気で規制をするということは、もう迷惑施設とはっき

り認定するような部分があるのではないかなと思います。ただ、そうい
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う判断でいいのかというのがちょっともう、判断が今つかないのです。

もちろん、住民の方の立場に立ったら、当然においがある。 

 前回、見学させていただいて、においがする前に、例えばしますよと

いうコミュニケーションがあったらどうだろうかということも思いまし

た。そこら辺の、もう少しソフト面の手だてをした上でもだめだろうか

という思いや、資料というのが数字で、他県の資料、でもどうも参考に

なる部分とならない部分とがある。では、ここの鳥取の地域の中で模索

するしかないということになると、もうあとはコミュニケーションか、

住民の方がその後、土地利用をどうしたいのかという思いも含めて、鳥

取市そのものが卵の産業でも大きい部分があるし、本当にどうしたいの

かというのを、少し長いスパンで考える必要があるのではないかなと、

今の話だけではなくて。 

 ごめんなさい、もう１個気になるのが、市の方に権限移譲される１カ

月前のすべり込み的な、なぜという部分もちょっと今判断に迷う一つか

なと思いますが、過去のことを言っても仕方ないので、これからどうい

う地域にしていくかということを含めて、もう少し議論がなければと思

います。 

 

会長 本日は事務局の方でこんな方向でというのを御説明いただいて、中身

的には事業者の立場、住民の立場の両方を頭に入れながら、まあこのくら

いかなというものを、知恵を絞って用意していただいているのだろうと思

いますが、その事務局案と今日各委員さんからの意見、コメントをいただ

きましたので、それらを合わせて、次回に向けてもう少し結論に近いよう

なものを研究していただいて、熟度を高めていくような形にしていきたい

と思います。 

事務局 今、臭気指数をもう１回測っていて、その結論のデータが出ていな

い。次回の審議会頃には、最後に測った臭気指数の数値が出ますので、

それもどういう影響を与えるのか、一つの参考資料になるのではないか

なと思っています。 
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 それと、畜産事業者には、事業者の方を一方的に悪者扱いして、指数

で規制をかけるのではありませんと伝えております。 

賀露の地域には、例えば魚の加工業とか、臭気原因はたくさんあるわ

けでして、畜産事業者という大きな原因はありますけれども、この地域

については臭気指数という制度を入れますから、例えば他の工場が建と

うと、当然これが規制になります。特定の事業者だけをねらい撃ちをす

るものではありません。これから、例えばいろんな産業が興ってきて、

加工工業とか、沿岸に工場が出てきても、臭気指数という規制をかける

ということですよという話はさせてもらっていますので、畜産という原

因はあるにしても、考え方としては、規制区域を設定するという考え方

でございます。 

会長 それでは、２番目の議題の悪臭規制地域の指定についてということで、

御説明をいただければと思います。 

事務局  今日は手元に資料は準備していませんが、前回の審議会で説明しまし

た、畜産業者横の農地についてです。 

ここは市街化調整区域ですので、この地域をにおいの規制をかける対

象にするのかどうか。臭気指数の規制をかける、かけないかは別して、

まず市街化調整区域で何ら都市計画決定がされていない地域ですが地元

の方から、家が建ち始めているので、何とか規制区域に入れてもらえま

せんかという話があった区域です。 

 冒頭に言いましたように、都市計画決定がされていない地域を規制区

域にするのはどうなのかなと。 

特にここは、家が建ち始めておるとはいいながらも、土地の規制がか

かっていて、一般住宅は建てられないわけです。例えば子供さんの家を

建てるとか、相続とかそういう関係で初めて農地転用の許可ができる方

のところの家ということですから。基本的には、これはやはり農地のこ

となので、ここをどうするのか。このことも、次回には含めまして議論

をいただきたいというところでございます。 

 原則的なことを言うと、本来的には、従前の慣例からいうと、ここは
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都市計画決定区域外ですから、規制対象ではないというところです。 

会長  以上の御説明につきまして、御質問、御意見、御審議をお願いしたい

と思います。 

 これも、きょう結論を出すというわけではなくて、いただいた御意見

をもとに、また事務局の方で検討いただくということになろうかと思い

ます。現在の市街化調整区域、そこを悪臭の指定地域に追加するかどう

かという話です。 

委員 資料１の４ページの⑤で、国道９号の北、湖山西というのは入るので

すよね、こういう考えであったら。 

事務局  この色を塗っているところは賀露町なので。湖山を規制体制にするか

どうかですが、これも考え方ですね。この湖山を規制対象にするのかど

うか。 

区域としてはこういう形でなっていますけれども。要望は賀露から来

ているので、私ども賀露町対策に特化していますが、確かにおっしゃる

ように、この問題はずっと残っていると思います。 

委員 ９号線から北が入るような表現ですね。 

事務局 北側と言ってもいいのかもしれませんね。 

委員  これも、平成１７年当時ですか、市街化調整地域が規制に入ったという

県の考え方とか経緯が、もう少しわからないと、判断のしようがないと思

います。 

事務局  県の方に確認とらせていただきます。 

委員 もう少し検討材料が欲しいと思います。 

委員  公害問題は、お互いに感情論で、幾ら規制しても多分お互い納得され

ませんよね。 

事務局 通常、年に数回は賀露町の自治会の方に出向いて、畜産業者の社長も出

てこられますし、環境下水道部、農林水産部も出て話をするのですが、お

っしゃるとおり、けんけんがくがくの会議になって、前回出たときは、ど

ちらかというと、私の方に目が向かれて、臭気指数の話一辺倒で自治会の

方はお話をされて、別に住民の方の気持ちもわからないわけではないの
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で、とにかく検討させてくださいということで持ち帰ってきております。 

会議に出ても、お互い、住民さん方の言い分もありますし、ＪＡ畜産の

方は言葉を荒立てることはないのですが、言われ側の弱さというのです

か、それを持ちながらの会議で、なかなか難しい会議になっております。 

会長  次の議題に進ませていただきたいと思います。 

３番目のごみの搬入手数料について、資料の２を事務局より説明して

ください。 

事務局  [資料２説明] 

会長  可燃ごみを焼却処理施設に持ち込んだときの手数料をどうするかとい

う問題ですが、これは日常の収集で持ち込まれたものではなくて、各家

庭とか事業者個人が施設に持ち込んだときの可燃物の手数料料金です。 

この料金を見直に関する問題ですが、先ほど御説明がありましたの

は、現行の料金を決めたとき、これは１７年に設定した数値でしょう

か、処理の原価、それ以降の原価の実績、それから今後二、三年の見通

し、こういったものを計算して眺めてみました。ほとんど原価は変わら

ないでしょう、ということは、料金も現行のままでどうでしょうか、こ

ういうことが読み取れるという御説明ですが、この点につきまして、ま

た御質問、御意見ありましたら、お願いしたいと思います。 

 これも、きょうここで結論というのでなくて、また御指摘があれば、

それを踏まえてという、次回か次々回かということだと思います。いか

がでしょうか。 

事務局  参考値までですけれども、資料の表の下に※印で書いていますが、こ

この処理費の中は、年によっては大きな修繕が出てくるわけですけれど

も、料金にはね返すという意味で、大規模修繕については、項目から除

外をしております。 

 平成１８年のときに、電気集じん機を修繕しております。ちょうどそ

の当時は鳥取市が合併しましたので、通常であれば、何十億という金を

一気に使って、電気集じん機の修繕を行うのですが、修繕費を平年度化

してほしいということで、電気集じん機の入れ替えはしたのですけれど
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も、企業側のリース物として平成２４年度まで分割（１年間に１億５，

７８０万程度を毎年払っていくと、約６年間でリース期間終了）して修

繕費を払っておりますので、その大規模修繕についての費用は、この中

からは除外をしています。 

委員  市民からは、この料金で苦情が出てはないのですよね。 

事務局  ありません。 

委員  この料金設定を変えようという動機づけとか、これに問題があるかど

うかというところを確認したいのですが。 

事務局  特にはないですね。 

もし料金設定を変えようとするのであれば、東部広域が建設を予定し

ている可燃物処理施設が建ったときに、建て方、だれが建てるかによっ

てこの料金体系が変わっていくと思います。 

行政側が主体的に建てる場合と、民間事業者に任せるのかによって、

大きく変わってくるので、多分、手数料収入では、民間事業者が建てた

場合は処理できないだろうと思います。そのときにどういう体制を組ん

でいくかというのは、今度は鳥取市というよりも、東部広域行政管理組

合側が判断をされると。 

施設が完成すると、鳥取市の施設をすべて廃止しますので、そこが一

番大きな部分だろうと思います。 

鳥取市もこのまま続けると、この代金前後でずっと動いていくだろう

と推測はしております。 

委員  その先のことはまだ見込めないというか、わからないので、先を見込

んだ決定もできないということですね。 

事務局  その通りです。 

委員  ５年ぐらいたったので、見直しの時期ということでテーブルに乗って

いるということですね。 

事務局  平成１７年に審議をしていますから、１８、１９と見込みを立ててい

るわけですね。本来であれば、平成２０年度に一度見直しをかけるべき

ところを、実施していませんでした。今後、向こう３年間を見込みます
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から、次回は２６年のときに審議会を開いて、今度は２７、２８、２９

と決めていくという、その繰り返しをしていかないといけなかったので

すが、１回抜いてしまったということで、その辺はお断りをしないとい

けないところです。 

会長 そうすると、今後３年ぐらいの間は、こういう処置にしたらどうかと

言うことですね。 

事務局  その通りです。 

委員  搬入手数料は、これを見ると余り変化はないと思うのですが、別に変

えても変えなくても影響はないのですね。 

委員  基本的には市民の方全体に係る料金ではなく、例えば引っ越しで大量

にごみが出て、ステーションに出すのが無理なごみというのがあります

よね。そういうものを直接施設に持っていったとき、１０キロ当たり１

２０円、３０キロ搬入すると３６０円、その場で払う料金ですから、全

市民にこのお金、全部負荷がかかるというわけでないとです。 

委員 この値段で、別に困ることもないですよね。 

事務局 ありません。 

委員  高いから不法投棄が多いとか、そういうことであったら、いやですね。 

委員  現在のところは、それで維持できるということなのですね。 

事務局  維持できるといっても税金が相当入っているのですが。 

委員  ですよね、こういうのはね。 

委員長  この持ち込み手数料の収入というのは、年額幾らぐらいですか。 

事務局 ２ページの下に、収入として可燃ごみ搬入手数料（Ｂ）というのが手

数料収入になっており、２０年度は２億８，５００万円です。 

委員  結構な額ですね。 

事務局  この料金は、事業系のごみを持ち込まれた方も対象になります。 

春先になると、例えば植木屋さんが刈られたごみなどもここに大量に

入ってきます。事業系一般廃棄物が結構あるので、この額になっていま

す。事業者の方が持ち込まれるごみは、この中の手数料となりますの

で、これぐらいの額となるということです。 
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会長 金額をどんどん上げていくと、影響が出るのは一般市民というより

も、事業者の方への影響が大きいということでしょうかね。 

委員  不法投棄されない程度に上げれば税金が少なくて済むということです

ね。 

委員  結構高いですよ、庭木でも。 

一般の家庭の、広い、狭いはあるでしょうが、捨てるのに１０００ｋ

ｇ当たり１万２，０００円かかりますが、そういう話です。だから、そ

う安くはないです。 

委員  料金が上がれば、不法投棄が増えるということもあり得ますよね。 

委員  ２億８５００万円ですから、軽トラ半分ほどで３００円や５００円と

いう話ではないのです。 

委員  結局、料金値上げをすれば自分に返ってくるのですね。先の庭木の話

ではないですけれども、上乗せして一般のお客さんの料金が上がるので

すね。 

委員  処理量はふやしたいのですか、減らしたいのですか。 

事務局  ３ページの表を見ていただくと、神谷清掃工場というのは２４時間燃え

ています。皆さんは焼却炉というと、絶えず重油を使ったりするだろうと

思われるのですけれども、実は神谷清掃工場のような２４時間炉というの

は、燃え始めと消すときに３日間ぐらい炉の温度管理ために重油を使用す

るだけで、一度点火すると燃料を使用することなく燃え続けます。それに

対して、国府からクリーンセンター八頭までは８時間バッチ炉といって、

毎朝点火して夕方には消しますから、ここにたくさんごみが入ってきたり

すると、燃やすのに毎日重油を使っていますから、経費がたくさんかかる

ということはありますが、神谷のような２４時間炉は、１回点火すると、

１カ月近くずっと２４時間燃やし続けますから、その間に重油を使用する

などはよほどのことがない限りありません。ですから、ある程度ごみがふ

えても、維持管理費についてはそれほど変わりません。 

委員  変わらないということですね。 

会長  次の４番目の議題ですけれども、同じくごみの手数料なのですが、ごみ
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袋について、これも事務局の方から御説明をお願いしたいと思います。 

事務局  〔資料３を説明〕 

会長  御質問、御意見、御審議をお願いします。 

委員  ５ページですが、今、鳥取市のごみ袋の金額の話ですが、他の町村の

話をしたらすごくおかしいのかもしれませんが、鳥取市の可燃ごみ処理

場に運んでくるのは、この市町村の中では鳥取市と岩美町、八頭町、若

桜町、智頭ですね。でも、金額が違う。他の市町村さんのお話なので、

参考の質問と思っていただいたらいいのですが、ごみの減量化にはよそ

の市町村さんも協力いただいているとは思いますが、こういう状態とい

うことですね。ごみを減量した方がいいのかどうかという前提がまずあ

るのでしょうが、あとごみの焼却場の問題を、改めて考えて、不思議な

感じがしました。以上です。 

事務局  実態を言いますと、ごみの有料化をしたのは、鳥取市が一番遅かった

のです。なぜ鳥取市が遅かったかというと、鳥取市のごみ袋というの

は、もともと指定袋制でして、形を市が決めましてそれを一般スーパー

が売っていたので、どっちにしても、値段が高い安いは別にして、従来

から鳥取市の住民の方は、袋を買うということだったのです。そういう

意味では、こういう価格設定をしていないだけで、住民の方は袋を買っ

ておられるということで。ですから、どうしても他の市町村の方は、先

にこういうことをしかれたので、多分こういう値段になっておるのだろ

うと。逆に智頭町は後から追従されたのかなということだと思います。 

委員  買うことには抵抗はなかったですが、料金が高くなりました。 

委員  反対意見です。１枚１００円ぐらいで良いと考えます。 

委員  実際かかっている金額は６００円ですからね、４０リットルで。 

委員  これからの問題として、岩美町も鳥取市に入れているということを考

えれば、ちょっと検討していただく余地はあるのではないかという気は

しますが、いかがでしょうか。 

委員  また新しいごみ処理場をつくるという問題も含んでいるので、ここで

の議論ではないかもしれないですが。 
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委員  安いところはその町で補助しているのと違うのですか、その町民だ

け。 

委員  そうですね。補助するということと、その処理料を多分鳥取市という

か、東部広域に払ってらっしゃるのでしょうが、住民のいわゆる減量の

意識において、どうかという話です。鳥取市が６０円にした減量化、有

料化というのはそこだったと思いますので。 

事務局 収入はそれぞれの市町村に入りますので、このごみ袋の手数料は。で

すので、その不足分はそれぞれの市町村の税金で賄われるわけです。そ

のものは、それぞれの市町村の施策なのですが、委員さんがおっしゃる

のは、もともと鳥取市でもごみの減量化のためにこの有料指定とか制度

を取り入れたので、他町さんにおいてももっと料金をまた検討するなり

して、ごみの減量化に努められてはどうかという御趣旨ということです

ね。 

委員  ここで話し合う話かどうかはあれなのですが、そういうことです。 

委員  よその市町村からいったら、余計なことだという。 

委員  基本的には税金プラスごみ袋はどこでも一緒ということですね。 

事務局  ごみ袋の製造価格、製造費はどこでも一緒です。 

委員  若干の差はあるけれども、一般廃棄物は東部広域に持ってくるわけで

しょう。その場合、ごみ袋の値段プラスの税金は４町であろうが、鳥取

市であろうが一緒でしょうねということです。そうしないと、アンバラ

ンスですよね。ごみ袋の違いはあるにしても。 

事務局 処理代金含む料金です。  

委員  処理代金を付加するわけだから一緒でしょう。 

委員  ごみ袋が安い分だけは、税金が入っているよということですよね。 

事務局  払うお金はそれぞれ、量によってそれぞれで負担金を鳥取市の方で請

求しますので、払うお金は、それぞれのごみ処理量なりにおいては平等

です。 

委員 平等ですね。 

事務局 歳出においては平等です。 
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委員 要は袋代金が見かけ上は違うということですね。 

事務局 歳入としての処理手数料がそれぞれの自治体の施策によって、手数料が

まちまちだという現状です。 

委員 ごみの袋を有料で買うと、買っている人はもうそれでペイしているとい

う意識が非常に強いと思うので、袋代金は処理経費の１割ですよという

ことはもう少しみんなにアピールする必要があるのではないでしょう

か。 

それと同時に、広域でやっているのだったら、袋も共通でできないか

なと考えます。例えば、八頭の袋をいっぱい持っていても、鳥取市では

使えませんから、東部で全部共通の袋にして、値段も同じにすると、ど

こでもその袋が、買えると、使えるとなります。 

最終的にはそうやって持っていってもらうのがありがたいなと思いま

す。 

委員 料金とか、配るのをどうするか。また新しい問題が出る。 

委員 市民としては、６０円で全部処理できるという感覚なのでしょうね。 

ですから、今言われたように、１割ですよということをやっぱりＰＲ

も必要な気はしますね。 

委員 お知らせをごみ袋に印刷してもらったらいかがですか。 

委員 実際には６００円かかっているのですよと。そのうちの１割しか負担 

していないのですよというＰＲをしないと。 

委員 それでも高いと思っていますからね、６０円でも。 

事務局 耳に入っています。 

委員 特に、周辺市町村が安ければ特にそうなると思いますので。  

委員 ごみの減量は右肩下がりになっていますものね、随分。やっぱり大切

だと思います。 

委員 ４ページでも減っているけれども、減る割合が頭打ちなのかどうかと

いうのがちょっとわからない。リーマンショックで全体としてはもっと

減ってもいいのかもしれない時期に、そんなに減らないのだなという気

が私はちょっとしていまして、プラごみがちょっとふえたのは、分別が
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徹底されたのか、なれてしまったのかというところ。 

事務局 こちらの方の分析だと、おっしゃったように、可燃物はある程度、頭

打ちに、横ばい状況になるだろうという。 

ただ、リバウンドまではいかなかったという点では、ほっとしている

部分があります。 

 それともう一つ、ここに出てきてないのですが、ちょうど平成１８、

１９から、ちょうどリーマンショックのあったころのごみは、非常にご

み質が悪くて、神谷に持ち込まれるごみのピットの中の色が黒っぽい、

紙ごみがなかった時期がいっときありました。ちょうどそのリーマンが

あった前後の月は紙ごみがなくて、さっき燃え続けると言いましたが、

若干、途中で灯油をぶち込んだ経過があります。今はもとに戻って、少

し紙ごみもふえています。 

 可燃については、もうそろそろ頭打ちになるだろうという予測はして

おりますが、プラスチックについては、多分、ふえるのは分別がよくな

ったというよりも、生活形態が変わったのだろうと。社会生活が、瓶が

プラスチックになり、それから高齢社会になればなるほど、プラスチッ

クの処理量が多くなります。自分で食べ物をつくるにはちょっと量が多

過ぎる、でき合いものを買ってくる、そういう社会生活の中で、どうし

てもお一人で暮らすとか、若い方もそうなのですが、そうなると、プラ

スチックのそういう容器類がふえていくというのは、それは仕方がない

のかなと分析しております。 

 鳥取の方は非常にまじめな方なので、分別は本当に一生懸命していた

だくので、急に分別がよくなったということではないと思っています。

それは多分、生活形態の変化がどこかで起こっているのだろうと。それ

はその世代の構成の問題とか。やっぱり家族が多いと、自分でつくられ

ます。家族が少ないと、やはりでき合いものを買われたりされますの

で、そういう社会生活の変化が少しずつ起こったと思います。 

 これは東部広域のやっていることなのですが、実際のことを言います

と、ここ４年間ぐらい、年に４回に分けてごみ質調査をやっているわけ
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です。その中で、不思議なことに、魚が出てこないのですね。魚の頭と

魚の骨が出てこないのですよ。 

 

委員 調理済みの魚を購入しているということですね。 

 はい、それが一つの特徴です。 

 それから、もう一つは、可燃物の中にペットボトルがないです。ペッ

トボトルは、ごみ質の分析検査を１６回ぐらいしていますけれども、数

本です。非常に分別はいいです。 

ですから、ごみ質の問題だろうと思います。 

委員 生ごみが少ないというわけではなく、魚が少ない。 

事務局 魚の骨が出てこない。なぜか出てこないのですよ。 

委員 見えないように、袋に二重とか三重にしているのでは。  

事務局 いや、それはないですよ。ごみの分析は、全部ばらします。百何十種

類に全部分けます。 

委員 でも買い物に行くと、魚はよく売れていますよ。スーパーも魚はたく

さんありますのでね。 

事務局  調理済みのものを購入していると思われます。 

委員  産業廃棄物に回っているのですね。 

委員 本日も結論は、後日ですか。 

会長 そうですね、これも、きょう結論というわけでなくて、まとめてとい

う事になります。 

委員  すべて先送りになっています。 

会長 大体の方向は、きょうの議論でだんだん、煮詰まってきているという

感じはします。 

委員  結論は出ないですが、そういうことになりますね。きょう全部、決定

するということではなくて、だんだん議論しているうちに答えが出ると

思います。 

委員 プラスチックごみの分別はどうなのでしょうか。 

事務局 本日の委員の中にも、東部広域の可燃ごみの委員もいらっしゃいます



－19－ 

が、そのプラスチックの扱いをどうするかというのは、焼却施設につい

ては決めていかないといけません。東部広域では新しいごみ焼却施設の

建設については、プラスチックをどうするのかという議論をしていると

ころであり、プラスチックを燃料として発電材料に使用することによっ

てプラスチックを集めている車両は全部要らなくなると思います。プラ

スチックを可燃ごみとして収集すると、今の可燃ごみの車両だけで十分

収集ができます。収集経費が、年間何億か削減できると予測できます。

ただ、一たん始めたプラスチックの収集をやめることを住民の方理解し

ていただけるかどうか、そういう住民意識の問題も大きいので、広域側

の方で慎重に検討をしていただかないといけないだろうと思っていま

す。 

会長 最後の議題の指定保存樹木、新規指定について、資料の４を御説明いた

だきたいと思います。 

事務局 〔資料４の説明〕 

会長 ありがとうございました。現地を見てからということかもしれません

が、ただいまの御説明の範囲で、御質問とか御意見ありましたらお願い

したいと思います。 

委員 資料内の専門家の意見のところですが、これは何かその対策をしないと

いけないではなくて、こういう状況だけれどもそのまま指定をして、も

し枯れるのであれば、仕方ないかということですか。何か対策をすると

いうことではないわけですね。 

事務局 見解といたしましては、指定云々というよりも、単純に木についてお

尋ねをしたところです。指定された木の中には、「サルノコシカケ」と

いうのはないのですが、「うろ」が発生したという例もありまして、そ

ういった木につきましては、市が半額の補助金を出して治療をしたとい

う例もありますので、「うろ」や「サルノコシカケ」があるということ

がイコール名木・古木としてどうかというところの判断になるかどうか

というところはちょっと難しいところであります。 

委員 マイナス要因ではないということですね。 
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委員 例えばうがった見方で言うと、指定を待ってそれで治療すると、する

と半額出ると。 

委員 早く指定してあげて、早目に治療していただくということもあるのか

なと思うのですが。 

こういうのは、集落ごとに１本ぐらい欲しいなという感じをみなさん

感じているのでしょうかね。 

委員 この指定に至った経緯というか、要望が集落からあったということです

か。 

事務局 初めの話としましては、所有者の方からうちの木はどうだろうかとい

う相談がありまして、条例の中で地域の美観、風致を維持するという目

的がございますので、町内会の推薦をいただいております。本人につき

ましては、不特定多数の方が敷地内に入ることや、指定された後はしっ

かり維持していくという旨の同意をいただいております。 

委員 指定は以前からあったわけですか。周知はしないのですか。 

事務局 昭和５３年から指定していまして、一番近年が平成１８年。これは合

併地域に呼びかけをして指定されたものです、それを最後に、ここ数年

は指定ということはしていません。いわゆる推薦なりがなかったという

ことです。 

現在、年に２回、名木・古木の観察会を当課が実施しておりまして、今

週の金曜日にもあるのですが、とても人気が高くて定員を超えておりま

す。参加を希望される方は、また次回お申し込みください。 

委員 スタンスとしては、特に広く皆さんに周知して募集するというのでは

なくて、申請が出たら審査、検討をするという形でよろしいですか。 

会長 よろしいでしょうか。またこの後引き続き、現地で見ていただきなが

らということにしたいと思います。 

会長 会議日程では、（6）としてその他と言うのが用意されていますが、何

か事務局の方でありますでしょうか。 

事務局 〔資料５を説明〕 

会長 何か質問とか、確認はありますでしょうか。 
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委員 温暖化対策といえば、消費者というか、生活関係では家庭の省エネ、

温暖化対策と、事業者さんもそうなのですが、大きい意味で交通という

ところがあると思います。トラック協会さんの御意見もわかるのです

が、二酸化炭素を削減するという意味での公共交通機関の方は入られな

いものでしょうか、どうなのでしょうか。ちょっとまた計画の案とずれ

ていきますが、やっぱりまちづくりという意味では大きいかなと思うの

です。 

事務局 具体的にはバス会社。 

委員 ＪＲさんよりバスなのかなと思うのですが。 

事務局 それらの代表ということでトラック協会さんにしたのですが。 

事務局 このメンバーはこのメンバーにして、これに追加というか、そこら辺

をちょっと確認します。 

会長 追加するのか、個別にまた御意見をお聞きしてとか。 

委員 バス協会とか、ハイヤー協会とかという意味合いですか。審議の中

身。 

委員 追加というのは、後年度で追加というのは、できないことはないです 

事務局 委員会でこういう話があったので入れますと言ったら、いいよとなれ

ば入れますので。 

委員 事業の内容は、審議事項ですか。 

事務局 ただいまの説明は、次回以降の審議会でこの環境基本計画と地球温暖

化対策実行計画について御審議させていただきたいと思いますので、ス

ケジュールが非常にタイトになりますし、回数も頻繁に開催させていた

だくことになると思って、大変恐縮ですが、何とぞよろしくお願いしま

すということのお願いと、それから委員につきましては、環境基本計画

につきましては、この環境審議会での議論でよろしいのですが、地球温

暖化対策の実行計画の方については、事業者代表というメンバーがござ

いますので、この環境審議会の委員さんにこの委員を兼ねていただい

て、この環境審議会の委員を１５人プラス、先ほどの３名で委員会を設

置したいと思っておりますので御承諾を何とぞよろしくお願いしたいと
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いう意図でございます。 

会長  それでは、本日の議事（１）から（６）までということで、長時間あ

りがとうございました。 

事務局 早速次回は１１月２５日に開催を計画させていただいて、環境基本計画

と温暖化対策計画の方を審議したいと考えております。 

 その委員会につきまして、別々にやると日程、２回集まるというのも

不合理ですので、同じ日に時間をずらして、１時半から審議会を開催し

て、時間をずらして委員会ということに切りかえして、３人の委員さん

にその時間目がけて来ていただいて、それ以降に温暖化計画の方を審議

するというやり方で考えておるのですが、何とぞよろしくお願いしま

す。または、その日程的に逆。協議会の方を先にして、３人さんはお帰

りいただくと。環境基本計画の方をその後に審議するというやり方をさ

せていただきましょうか。 

会長 以上で第２回目の環境審議会、閉会と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。 

 

 

  


