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川 西 市 環 境 審 議 会川 西 市 環 境 審 議 会川 西 市 環 境 審 議 会川 西 市 環 境 審 議 会会 議 名会 議 名会 議 名会 議 名

（（（（審議会等名審議会等名審議会等名審議会等名））））

事 務 局 部 市民環境 内線事 務 局 部 市民環境 内線事 務 局 部 市民環境 内線事 務 局 部 市民環境 内線（ ）（ ）（ ）（ ）市民生活 室 環境創造 課市民生活 室 環境創造 課市民生活 室 環境創造 課市民生活 室 環境創造 課 ２９３３２９３３２９３３２９３３
(((( 担 当 課担 当 課担 当 課担 当 課 ））））

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年 ２２２２ 月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（金金金金））））１８１８１８１８時時時時００００００００分分分分～～～～２０２０２０２０時時時時３０３０３０３０分分分分開 催 日 時開 催 日 時開 催 日 時開 催 日 時

川西市役所川西市役所川西市役所川西市役所 ４４４４階 庁議室階 庁議室階 庁議室階 庁議室開 催 場 所開 催 場 所開 催 場 所開 催 場 所

、 、 、 、、 、 、 、、 、 、 、、 、 、 、竹岡委員 木下委員 井口委員 豊福委員 中野委員竹岡委員 木下委員 井口委員 豊福委員 中野委員竹岡委員 木下委員 井口委員 豊福委員 中野委員竹岡委員 木下委員 井口委員 豊福委員 中野委員（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、会長会長会長会長 （ ）（ ）（ ）（ ）副会長副会長副会長副会長

服部委員服部委員服部委員服部委員、、、、河野委員河野委員河野委員河野委員、、、、中本委員中本委員中本委員中本委員、、、、深田委員深田委員深田委員深田委員、、、、宮坂委員宮坂委員宮坂委員宮坂委員、、、、越田委員越田委員越田委員越田委員、、、、

勝野委員勝野委員勝野委員勝野委員、、、、水田委員水田委員水田委員水田委員委 員委 員委 員委 員

出出出出

席席席席

そ のそ のそ のそ の 他他他他

者者者者

事 務 局 市民生活部長事 務 局 市民生活部長事 務 局 市民生活部長事 務 局 市民生活部長：：：：多田 仁三多田 仁三多田 仁三多田 仁三、、、、 市民環境室長市民環境室長市民環境室長市民環境室長：：：：福西 義昭福西 義昭福西 義昭福西 義昭、、、、

課長課長課長課長：：：：杢田 功杢田 功杢田 功杢田 功、、、、 課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐：：：：岡崎 健作岡崎 健作岡崎 健作岡崎 健作、、、、 主査主査主査主査：：：：山崎祐美子山崎祐美子山崎祐美子山崎祐美子、、、、

主任主任主任主任：：：：清 正弘清 正弘清 正弘清 正弘

人人人人傍 聴傍 聴傍 聴傍 聴 のののの 可 否 可可 否 可可 否 可可 否 可・・・・不可不可不可不可・・・・一部不可 傍聴者数一部不可 傍聴者数一部不可 傍聴者数一部不可 傍聴者数 ６６６６

傍聴不可傍聴不可傍聴不可傍聴不可・・・・一部一部一部一部

不可不可不可不可のののの場合場合場合場合はははは、、、、

そのそのそのその理由理由理由理由

１１１１ 辞令交付辞令交付辞令交付辞令交付

２２２２ 正副会長正副会長正副会長正副会長のののの選任選任選任選任

３３３３ 川西市環境率先行動計画川西市環境率先行動計画川西市環境率先行動計画川西市環境率先行動計画〈〈〈〈平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度〉〉〉〉実績報告実績報告実績報告実績報告

会 議 次 第会 議 次 第会 議 次 第会 議 次 第 ４４４４ 環境保全条例改正作業環境保全条例改正作業環境保全条例改正作業環境保全条例改正作業のののの経過報告経過報告経過報告経過報告

５５５５ そのそのそのその他他他他

会 議 結 果 詳細会 議 結 果 詳細会 議 結 果 詳細会 議 結 果 詳細はははは別紙審議経過別紙審議経過別紙審議経過別紙審議経過のとおりのとおりのとおりのとおり



審 議 経 過審 議 経 過審 議 経 過審 議 経 過

事務局 定刻事務局 定刻事務局 定刻事務局 定刻になりましたのでになりましたのでになりましたのでになりましたので、、、、川西市環境審議会川西市環境審議会川西市環境審議会川西市環境審議会をををを開会開会開会開会いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

そのそのそのその前前前前にににに、、、、まずまずまずまず会議次第会議次第会議次第会議次第１１１１のののの委嘱状委嘱状委嘱状委嘱状のののの交付交付交付交付をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。

。 、 、。 、 、。 、 、。 、 、水田副市長水田副市長水田副市長水田副市長からからからから交付交付交付交付させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます 委員委員委員委員のみなさまのみなさまのみなさまのみなさま 恐恐恐恐れれれれ入入入入りますがりますがりますがりますが

おおおお名前名前名前名前をおをおをおをお呼呼呼呼びしましたらびしましたらびしましたらびしましたら、、、、そのそのそのその場場場場でででで委嘱状委嘱状委嘱状委嘱状をおをおをおをお受受受受けくださいけくださいけくださいけください。。。。

まずまずまずまず、、、、学識経験者選出学識経験者選出学識経験者選出学識経験者選出のののの委員委員委員委員からからからから行行行行わせていただきますわせていただきますわせていただきますわせていただきます、、、、

元兵庫医科大学教授元兵庫医科大学教授元兵庫医科大学教授元兵庫医科大学教授のののの 井口 弘 委員井口 弘 委員井口 弘 委員井口 弘 委員ですですですです。。。。

大阪大学大学院教授大阪大学大学院教授大阪大学大学院教授大阪大学大学院教授のののの 木下 修一 委員木下 修一 委員木下 修一 委員木下 修一 委員ですですですです

大阪大学名誉教授大阪大学名誉教授大阪大学名誉教授大阪大学名誉教授のののの 竹岡 敬温 委員竹岡 敬温 委員竹岡 敬温 委員竹岡 敬温 委員ですですですです。。。。

関西大学教授関西大学教授関西大学教授関西大学教授のののの 豊福 俊英 委員豊福 俊英 委員豊福 俊英 委員豊福 俊英 委員ですですですです。。。。

神戸山手大学教授神戸山手大学教授神戸山手大学教授神戸山手大学教授のののの 中野 加都子 委員中野 加都子 委員中野 加都子 委員中野 加都子 委員ですですですです。。。。

今回今回今回今回、、、、新新新新しくしくしくしく就任就任就任就任いただきましたいただきましたいただきましたいただきました兵庫県立大学教授兵庫県立大学教授兵庫県立大学教授兵庫県立大学教授でででで、、、、人人人人とととと自然自然自然自然のののの博物館自博物館自博物館自博物館自

然然然然・・・・環境再生研究部長環境再生研究部長環境再生研究部長環境再生研究部長のののの服部 保 委員服部 保 委員服部 保 委員服部 保 委員ですですですです。。。。

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、市民選出市民選出市民選出市民選出のののの委員委員委員委員ですですですです。。。。

川西市生活学校連合会会長川西市生活学校連合会会長川西市生活学校連合会会長川西市生活学校連合会会長のののの河野 智子 委員河野 智子 委員河野 智子 委員河野 智子 委員ですですですです。。。。

今回今回今回今回、、、、新新新新しくしくしくしく委員委員委員委員にににに就任就任就任就任いただきましたいただきましたいただきましたいただきました猪名川猪名川猪名川猪名川・・・・神崎川水質研究神崎川水質研究神崎川水質研究神崎川水質研究グループグループグループグループ、、、、

世話人代表世話人代表世話人代表世話人代表のののの中本 二郎 委員中本 二郎 委員中本 二郎 委員中本 二郎 委員ですですですです。。。。

川西市商工会副会長川西市商工会副会長川西市商工会副会長川西市商工会副会長のののの深田政宏 委員深田政宏 委員深田政宏 委員深田政宏 委員ですですですです。。。。

なおなおなおなお、、、、川西市川西市川西市川西市コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ協議会連合会理事協議会連合会理事協議会連合会理事協議会連合会理事のののの石井研二委員石井研二委員石井研二委員石井研二委員はははは、、、、本日本日本日本日このこのこのこの時時時時

間間間間にににに地元地元地元地元コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの会議会議会議会議がありがありがありがあり、、、、本日本日本日本日やむをやむをやむをやむを得得得得ずごずごずごずご欠席欠席欠席欠席するとのするとのするとのするとの連絡連絡連絡連絡をいをいをいをい

ただいておりますただいておりますただいておりますただいております。。。。

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、市議会議員選出市議会議員選出市議会議員選出市議会議員選出のののの委員委員委員委員ですですですです。。。。

宮坂満貴子委員宮坂満貴子委員宮坂満貴子委員宮坂満貴子委員ですですですです。。。。

同同同同じくじくじくじく越田謙治郎委員越田謙治郎委員越田謙治郎委員越田謙治郎委員ですですですです。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、関係行政機関委員関係行政機関委員関係行政機関委員関係行政機関委員としてとしてとしてとして、、、、兵庫県阪神北県民局県民生活部兵庫県阪神北県民局県民生活部兵庫県阪神北県民局県民生活部兵庫県阪神北県民局県民生活部、、、、環境担環境担環境担環境担

当参事当参事当参事当参事のののの 勝野聡一郎 委員勝野聡一郎 委員勝野聡一郎 委員勝野聡一郎 委員ですですですです。。。。

最後最後最後最後にににに市職員市職員市職員市職員としてとしてとしてとして、、、、川西市副市長 水田賢一川西市副市長 水田賢一川西市副市長 水田賢一川西市副市長 水田賢一でございますでございますでございますでございます。。。。

以上以上以上以上でででで、、、、委嘱状委嘱状委嘱状委嘱状のののの交付交付交付交付をををを終終終終わらせていただきますわらせていただきますわらせていただきますわらせていただきます。。。。

開会開会開会開会にあたりましてにあたりましてにあたりましてにあたりまして、、、、水田副市長水田副市長水田副市長水田副市長からごからごからごからご挨拶挨拶挨拶挨拶をををを申申申申しあげますしあげますしあげますしあげます。。。。

水田副市長 委員水田副市長 委員水田副市長 委員水田副市長 委員のみなさまのみなさまのみなさまのみなさま、、、、こんばんはこんばんはこんばんはこんばんは。。。。金曜日金曜日金曜日金曜日のののの遅遅遅遅いいいい時間時間時間時間にもかかわらずごにもかかわらずごにもかかわらずごにもかかわらずご参集参集参集参集いたいたいたいた

だきありがとうございますだきありがとうございますだきありがとうございますだきありがとうございます。。。。本日本日本日本日はははは、、、、環境審議会環境審議会環境審議会環境審議会のののの委員任期委員任期委員任期委員任期がががが昨年昨年昨年昨年１２１２１２１２月末月末月末月末でででで

満了満了満了満了しししし、、、、新新新新たなたなたなたな任期任期任期任期によりますによりますによりますによります第第第第１１１１回目回目回目回目のののの環境審議会環境審議会環境審議会環境審議会のののの会合会合会合会合でございますでございますでございますでございます。。。。

本来本来本来本来ならばならばならばならば、、、、本日大塩市長本日大塩市長本日大塩市長本日大塩市長がががが、、、、このこのこのこの場場場場でみなさまにでみなさまにでみなさまにでみなさまに委員就任委員就任委員就任委員就任のおのおのおのお礼礼礼礼のごあいのごあいのごあいのごあい

さつやさつやさつやさつや委嘱状委嘱状委嘱状委嘱状のののの交付交付交付交付をさせていただくべきところですがをさせていただくべきところですがをさせていただくべきところですがをさせていただくべきところですが、、、、あいにくあいにくあいにくあいにく公務公務公務公務でででで出張出張出張出張

しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、私私私私がががが代理代理代理代理でそのでそのでそのでその役目役目役目役目をををを行行行行わせていただきますわせていただきますわせていただきますわせていただきます。。。。市長市長市長市長からはからはからはからは、、、、

委員委員委員委員のみなさまによろしくのみなさまによろしくのみなさまによろしくのみなさまによろしく伝伝伝伝えてほしいとくれぐれもえてほしいとくれぐれもえてほしいとくれぐれもえてほしいとくれぐれも言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。

さてさてさてさて、、、、今今今今やややや環境問題環境問題環境問題環境問題はははは、、、、地球的規模地球的規模地球的規模地球的規模でででで取組取組取組取組みがみがみがみが進進進進められておりめられておりめられておりめられており、、、、昨年昨年昨年昨年のののの１２１２１２１２

月月月月ににににデンマークデンマークデンマークデンマークののののコペンハーゲンコペンハーゲンコペンハーゲンコペンハーゲンででででＣＯＰＣＯＰＣＯＰＣＯＰ１５１５１５１５（（（（コップコップコップコップ15151515 国連国連国連国連のののの気候変動枠気候変動枠気候変動枠気候変動枠

組条約第組条約第組条約第組条約第１５１５１５１５回締結国会議回締結国会議回締結国会議回締結国会議））））がががが開催開催開催開催されましてされましてされましてされまして、、、、地球地球地球地球のののの気温上昇気温上昇気温上昇気温上昇をををを産業革命前産業革命前産業革命前産業革命前

からからからから２２２２℃℃℃℃以内以内以内以内にににに抑抑抑抑えるとのえるとのえるとのえるとの目標目標目標目標がががが設定設定設定設定されるなどされるなどされるなどされるなど世界各国世界各国世界各国世界各国がががが一堂一堂一堂一堂にににに会会会会してしてしてして地球地球地球地球

温暖化温暖化温暖化温暖化のののの話話話話しししし合合合合いがもたれましたいがもたれましたいがもたれましたいがもたれました。。。。当初当初当初当初、、、、期待期待期待期待されていたよりもされていたよりもされていたよりもされていたよりも成果成果成果成果はははは少少少少なかなかなかなか

ったとのったとのったとのったとの報道報道報道報道もありましたがもありましたがもありましたがもありましたが、、、、わがわがわがわが国国国国がががが温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガスをををを１９９０１９９０１９９０１９９０年比年比年比年比でででで２５２５２５２５％％％％

削減削減削減削減するとのするとのするとのするとの目標目標目標目標をををを鳩山総理大臣鳩山総理大臣鳩山総理大臣鳩山総理大臣がががが明確明確明確明確にしたことはにしたことはにしたことはにしたことは、、、、よりよいよりよいよりよいよりよい環境環境環境環境をををを次世代次世代次世代次世代

にににに引引引引きききき継継継継いでいくいでいくいでいくいでいく私私私私たちのたちのたちのたちの使命使命使命使命としてとしてとしてとして、、、、良良良良かったのではないかとかったのではないかとかったのではないかとかったのではないかと考考考考えておりまえておりまえておりまえておりま

すすすす。。。。今後今後今後今後、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のののの基本法基本法基本法基本法がががが制定制定制定制定されされされされ、、、、地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体にもにもにもにも努力義務努力義務努力義務努力義務がががが課課課課せせせせ



られることもられることもられることもられることも予想予想予想予想されますがされますがされますがされますが、、、、本市本市本市本市としてもできうるとしてもできうるとしてもできうるとしてもできうる限限限限りのりのりのりの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めてめてめてめて

いきたいといきたいといきたいといきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

またまたまたまた、、、、当審議会当審議会当審議会当審議会におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては 「「「「新新新新しいしいしいしい課題課題課題課題にににに適応適応適応適応したしたしたした環境施策環境施策環境施策環境施策のありのありのありのあり方方方方」」」」、、、、

につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、これまでこれまでこれまでこれまで鋭意鋭意鋭意鋭意ごごごご審議審議審議審議いただきいただきいただきいただき、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年１２１２１２１２月月月月にににに「「「「環境基本環境基本環境基本環境基本

条例条例条例条例のありのありのありのあり方方方方」」」」のののの答申答申答申答申をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。これをこれをこれをこれを受受受受けけけけ、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年６６６６

月月月月にににに「「「「川西市環境基本条例川西市環境基本条例川西市環境基本条例川西市環境基本条例」」」」をををを制定制定制定制定しししし、、、、条例条例条例条例にににに基基基基づきづきづきづき環境環境環境環境のののの保全保全保全保全とととと創造創造創造創造にににに関関関関すすすす

るるるる施策施策施策施策をををを総合的総合的総合的総合的かつかつかつかつ計画的計画的計画的計画的にににに推進推進推進推進するするするする条例条例条例条例をををを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための「「「「川西市環境基本計川西市環境基本計川西市環境基本計川西市環境基本計

画画画画」」」」をををを平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年４４４４月月月月にににに策定策定策定策定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

計画策定後計画策定後計画策定後計画策定後、、、、３３３３年年年年がががが経過経過経過経過しますがしますがしますがしますが、、、、今後今後今後今後ともともともとも市民市民市民市民やややや事業者事業者事業者事業者のののの方方方方々々々々になおになおになおになお一層一層一層一層

周知周知周知周知をををを図図図図りりりり、、、、環境環境環境環境へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを、、、、市市市市、、、、市民市民市民市民、、、、事業者事業者事業者事業者のののの連携連携連携連携・・・・協力体制協力体制協力体制協力体制のもとのもとのもとのもと

にににに進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい、、、、そしてみんなでそしてみんなでそしてみんなでそしてみんなで良好良好良好良好なななな環境環境環境環境をををを将来世代将来世代将来世代将来世代にににに引引引引きききき継継継継いでいきたいでいきたいでいきたいでいきた

いといといといと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

これにこれにこれにこれに関連関連関連関連してしてしてして、、、、本市本市本市本市ではではではでは今月今月今月今月２０２０２０２０日日日日にににに、、、、第第第第１０１０１０１０回川西市環境市民会議回川西市環境市民会議回川西市環境市民会議回川西市環境市民会議をををを開開開開

催催催催するするするする予定予定予定予定でございますでございますでございますでございます。。。。このこのこのこの会議会議会議会議でででで、、、、市民市民市民市民のみなさまののみなさまののみなさまののみなさまの環境問題環境問題環境問題環境問題にににに対対対対するするするする意意意意

識識識識のののの高揚高揚高揚高揚やややや地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進みますようみますようみますようみますよう情報提供情報提供情報提供情報提供などをなどをなどをなどを計画計画計画計画しししし

ているところでございますているところでございますているところでございますているところでございます。。。。またまたまたまた、、、、毎年毎年毎年毎年このこのこのこの会議会議会議会議でででで実績報告実績報告実績報告実績報告をいたしておりまをいたしておりまをいたしておりまをいたしておりま

すがすがすがすが、、、、地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策につきましてにつきましてにつきましてにつきまして市市市市もももも一事業者一事業者一事業者一事業者、、、、一消費者一消費者一消費者一消費者としてとしてとしてとして、、、、平成平成平成平成１２１２１２１２

年年年年からからからから環境率先行動計画環境率先行動計画環境率先行動計画環境率先行動計画をををを実行実行実行実行しておりますしておりますしておりますしております。。。。

委員委員委員委員のみなさまにはのみなさまにはのみなさまにはのみなさまには、、、、今後今後今後今後ともともともとも、、、、地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策をををを含含含含めためためためた本市本市本市本市のののの環境施策環境施策環境施策環境施策のののの

推進推進推進推進につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、ごごごご協力協力協力協力とごとごとごとご指導指導指導指導をををを賜賜賜賜りますようおりますようおりますようおりますようお願願願願いいいい申申申申しあげしあげしあげしあげ、、、、審議会開審議会開審議会開審議会開

会会会会にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、またまたまたまた市長市長市長市長のののの名代名代名代名代としてごとしてごとしてごとしてご挨拶挨拶挨拶挨拶とさせていただきますとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきます。。。。

何何何何とぞよろしくおとぞよろしくおとぞよろしくおとぞよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

事務局事務局事務局事務局 どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。

副市長副市長副市長副市長のののの挨拶挨拶挨拶挨拶にもありましたがにもありましたがにもありましたがにもありましたが、、、、本日本日本日本日はははは、、、、昨年昨年昨年昨年のののの１２１２１２１２月末月末月末月末でででで委員委員委員委員のののの任期任期任期任期がががが満満満満

了了了了したしたしたした後後後後のののの、、、、１１１１月月月月からのからのからのからの新新新新しいしいしいしい任期任期任期任期によりますによりますによりますによります第第第第１１１１回目回目回目回目のののの会議会議会議会議ですですですです。。。。新会長新会長新会長新会長がががが

選出選出選出選出されるまでされるまでされるまでされるまで、、、、事務局事務局事務局事務局でででで進行進行進行進行をさせていただきますのでをさせていただきますのでをさせていただきますのでをさせていただきますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしいしいしいし

ますますますます。。。。

次次次次にににに、、、、事務局事務局事務局事務局のののの紹介紹介紹介紹介をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。

市民生活部長市民生活部長市民生活部長市民生活部長のののの多田多田多田多田ですですですです。。。。

市民生活部市民環境室長市民生活部市民環境室長市民生活部市民環境室長市民生活部市民環境室長のののの福西福西福西福西ですですですです。。。。

環境創造課主査環境創造課主査環境創造課主査環境創造課主査のののの山崎山崎山崎山崎ですですですです。。。。

同同同同じくじくじくじく、、、、主任主任主任主任のののの清清清清ですですですです。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、私私私私、、、、環境創造課長環境創造課長環境創造課長環境創造課長のののの杢田杢田杢田杢田でございますでございますでございますでございます。。。。

以上以上以上以上でででで、、、、事務局事務局事務局事務局のののの紹介紹介紹介紹介をををを終終終終わりますわりますわりますわります。。。。

本日本日本日本日のごのごのごのご出席出席出席出席のののの委員数委員数委員数委員数はははは１４１４１４１４名中名中名中名中１１１１１１１１名名名名でででで過半数過半数過半数過半数のののの出席出席出席出席をををを得得得得てますのでてますのでてますのでてますので、、、、会会会会

議議議議がががが成立成立成立成立していることをごしていることをごしていることをごしていることをご報告報告報告報告しますしますしますします。。。。

それではそれではそれではそれでは、、、、会議次第会議次第会議次第会議次第２２２２のののの「「「「正副会長正副会長正副会長正副会長のののの選出選出選出選出」」」」にににに移移移移りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

審議会審議会審議会審議会のののの会長会長会長会長････副会長副会長副会長副会長のののの選出選出選出選出はははは、、、、川西市環境審議会規則第川西市環境審議会規則第川西市環境審議会規則第川西市環境審議会規則第２２２２条第条第条第条第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定にににに

基基基基づきづきづきづき、、、、委員委員委員委員のののの互選互選互選互選によりによりによりにより定定定定めるとされてますめるとされてますめるとされてますめるとされてます。。。。いかがさせていただきましょいかがさせていただきましょいかがさせていただきましょいかがさせていただきましょ

うかうかうかうか。。。。

（（（（事務局一任事務局一任事務局一任事務局一任のののの声声声声ありありありあり））））

僭越僭越僭越僭越ではございますがではございますがではございますがではございますが、、、、事務局事務局事務局事務局としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、前回前回前回前回にににに引引引引きききき続続続続きききき竹岡委員竹岡委員竹岡委員竹岡委員にににに会会会会

長長長長をををを就任就任就任就任いただければといただければといただければといただければと考考考考えておりますがいかがでしょうかえておりますがいかがでしょうかえておりますがいかがでしょうかえておりますがいかがでしょうか。。。。

（（（（異議異議異議異議なしのなしのなしのなしの声声声声ありありありあり））））

ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、竹岡委員竹岡委員竹岡委員竹岡委員、、、、ごごごご就任願就任願就任願就任願えますでしょうかえますでしょうかえますでしょうかえますでしょうか。。。。

竹岡委員了承竹岡委員了承竹岡委員了承竹岡委員了承

、 、 。、 、 。、 、 。、 、 。続続続続きましてきましてきましてきまして 副会長副会長副会長副会長のののの選出選出選出選出にににに移移移移りますが いかがさせていただきましょうかりますが いかがさせていただきましょうかりますが いかがさせていただきましょうかりますが いかがさせていただきましょうか



（（（（事務局一任事務局一任事務局一任事務局一任のののの声声声声ありありありあり））））

事務局事務局事務局事務局としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、会長会長会長会長からごからごからごからご指名指名指名指名していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと考考考考えますがいかがえますがいかがえますがいかがえますがいかが

でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。

「「「「異議異議異議異議なしなしなしなし」」」」のののの声声声声ありありありあり

それではそれではそれではそれでは、、、、竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長、、、、ごごごご指名指名指名指名をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 それではそれではそれではそれでは、、、、私私私私のののの方方方方からからからから指名指名指名指名させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。前回前回前回前回にににに引引引引きききき続続続続きききき木下委員木下委員木下委員木下委員、、、、

おおおお忙忙忙忙しいでしょうがしいでしょうがしいでしょうがしいでしょうが、、、、副会長副会長副会長副会長をおをおをおをお願願願願いできますでしょうかいできますでしょうかいできますでしょうかいできますでしょうか。。。。

木下委員了承木下委員了承木下委員了承木下委員了承

事務局事務局事務局事務局 ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。それではそれではそれではそれでは本審議会本審議会本審議会本審議会のののの会長会長会長会長にはにはにはには竹岡委員竹岡委員竹岡委員竹岡委員、、、、副会長副会長副会長副会長にはにはにはには

木下委員木下委員木下委員木下委員におにおにおにお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

それではそれではそれではそれでは、、、、正副会長正副会長正副会長正副会長がががが決決決決まりましたのでまりましたのでまりましたのでまりましたので、、、、竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長、、、、木下副会長木下副会長木下副会長木下副会長、、、、正正正正・・・・副会副会副会副会

長席長席長席長席におにおにおにお移移移移りくださいりくださいりくださいりください。。。。

それではそれではそれではそれでは、、、、会議会議会議会議のののの進行進行進行進行をををを竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長におにおにおにお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長よろよろよろよろ

しくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

竹岡会長 議事録竹岡会長 議事録竹岡会長 議事録竹岡会長 議事録にににに残残残残さなければならないためさなければならないためさなければならないためさなければならないため、、、、マイクマイクマイクマイクをををを使用使用使用使用しますしますしますします。。。。

本日本日本日本日はおはおはおはお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、おおおお集集集集まりいただきましてありがとうございますまりいただきましてありがとうございますまりいただきましてありがとうございますまりいただきましてありがとうございます。。。。審議審議審議審議にににに

入入入入りますりますりますります前前前前にににに、、、、一言一言一言一言ごごごご挨拶申挨拶申挨拶申挨拶申しあげますしあげますしあげますしあげます。。。。

先程先程先程先程、、、、水田副市長水田副市長水田副市長水田副市長よりりっぱなよりりっぱなよりりっぱなよりりっぱな挨拶挨拶挨拶挨拶があったのでがあったのでがあったのでがあったので、、、、私私私私のののの方方方方からからからから改改改改めてしませめてしませめてしませめてしませ

んがんがんがんが、、、、委員委員委員委員のみなさまにはのみなさまにはのみなさまにはのみなさまには川西市川西市川西市川西市のののの環境行政環境行政環境行政環境行政にににに対対対対してごしてごしてごしてご協力協力協力協力をををを賜賜賜賜りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いいいい

ますますますます。。。。

それではそれではそれではそれでは、、、、議事議事議事議事にににに入入入入りますりますりますります。。。。

それではそれではそれではそれでは、、、、会議次第会議次第会議次第会議次第にににに沿沿沿沿いましていましていましていまして、、、、議事議事議事議事をををを進進進進めてめてめてめて参参参参りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

まずまずまずまず、、、、議題議題議題議題３３３３のののの第第第第１１１１のののの川西市環境率先行動計画川西市環境率先行動計画川西市環境率先行動計画川西市環境率先行動計画〈〈〈〈平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度〉〉〉〉実績報告実績報告実績報告実績報告にににに

つきましてですつきましてですつきましてですつきましてです。。。。これについてこれについてこれについてこれについて、、、、事務局事務局事務局事務局からからからから報告報告報告報告をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

事務局事務局事務局事務局 それではそれではそれではそれでは 「「「「川西市環境率先行動計画平成川西市環境率先行動計画平成川西市環境率先行動計画平成川西市環境率先行動計画平成２０２０２０２０年度実績報告年度実績報告年度実績報告年度実績報告」」」」をさせていただきをさせていただきをさせていただきをさせていただき、、、、

ますますますます。。。。おおおお手元手元手元手元のののの資料資料資料資料をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

１１１１ページページページページ目目目目はははは表紙表紙表紙表紙となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、環境率先行動計画環境率先行動計画環境率先行動計画環境率先行動計画のののの推進推進推進推進・・・・点検点検点検点検のののの仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを

図図図図でででで表示表示表示表示していますしていますしていますしています。。。。上上上上からからからから二二二二つめのつめのつめのつめの川西市環境率先行動計画推進本部川西市環境率先行動計画推進本部川西市環境率先行動計画推進本部川西市環境率先行動計画推進本部によるによるによるによる

目標設定目標設定目標設定目標設定にににに基基基基づきづきづきづき、、、、統括推進委員会統括推進委員会統括推進委員会統括推進委員会というというというという組織組織組織組織でででで各所属各所属各所属各所属でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが確認確認確認確認ささささ

れますれますれますれます。。。。そのそのそのその下下下下にににに、、、、各所属各所属各所属各所属でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを推進推進推進推進するするするする推進員推進員推進員推進員がありがありがありがあり、、、、そのそのそのその指示指示指示指示にににに

基基基基づきづきづきづき、、、、各所属各所属各所属各所属でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進められていますめられていますめられていますめられています。。。。

取取取取りりりり組組組組みみみみ結果結果結果結果はははは推進員推進員推進員推進員、、、、統括推進委員会統括推進委員会統括推進委員会統括推進委員会などでなどでなどでなどで結果結果結果結果のののの検討等検討等検討等検討等がなされがなされがなされがなされ、、、、推進推進推進推進

本部本部本部本部にににに報告報告報告報告、、、、承認承認承認承認、、、、見直見直見直見直しししし等等等等がががが行行行行われますわれますわれますわれます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその結果結果結果結果をををを公表公表公表公表するといするといするといするとい

うううう流流流流れになっていますれになっていますれになっていますれになっています。。。。本日報告本日報告本日報告本日報告させていただくさせていただくさせていただくさせていただく内容内容内容内容はははは、、、、こうしたこうしたこうしたこうした流流流流れをれをれをれを経経経経てててて

既既既既ににににホームページホームページホームページホームページ等等等等でででで公表公表公表公表いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。

なおなおなおなお、、、、このこのこのこの率先行動計画率先行動計画率先行動計画率先行動計画はははは川西市川西市川西市川西市がががが、、、、一事業者及一事業者及一事業者及一事業者及びびびび一消費者一消費者一消費者一消費者としてとしてとしてとして、、、、ガソリガソリガソリガソリ

ンンンン、、、、紙紙紙紙、、、、ごみごみごみごみ、、、、電気電気電気電気、、、、水水水水などのなどのなどのなどの省省省省エネエネエネエネ・・・・省資源省資源省資源省資源をををを通通通通じてじてじてじて、、、、地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止のたのたのたのた

、、、、めにめにめにめに温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス削減削減削減削減にににに向向向向けてけてけてけて平成平成平成平成１２１２１２１２年度年度年度年度からからからから取取取取りりりり組組組組んでいるところですがんでいるところですがんでいるところですがんでいるところですが

１２１２１２１２年度年度年度年度からからからから５５５５年後年後年後年後のののの１７１７１７１７年度年度年度年度にににに計画計画計画計画のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行いいいい、、、、現在現在現在現在はははは第第第第２２２２期期期期のののの取取取取りりりり組組組組

みをみをみをみを進進進進めているところですがめているところですがめているところですがめているところですが、、、、そのそのそのその計画期間計画期間計画期間計画期間もももも今年度今年度今年度今年度がががが最終年度最終年度最終年度最終年度となりますとなりますとなりますとなります。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの計画計画計画計画のののの目標目標目標目標はははは平成平成平成平成１６１６１６１６年度年度年度年度のののの実績値実績値実績値実績値をををを基準値基準値基準値基準値としてとしてとしてとして、、、、計画期間内計画期間内計画期間内計画期間内

のののの達成達成達成達成にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行うこととしていますうこととしていますうこととしていますうこととしています。。。。

、 。 。、 。 。、 。 。、 。 。それではそれではそれではそれでは ２０２０２０２０年度年度年度年度のののの実績実績実績実績についてについてについてについて報告報告報告報告いたしますいたしますいたしますいたします 資料資料資料資料をおをおをおをお開開開開きくださいきくださいきくださいきください

１１１１番番番番「「「「低公害車低公害車低公害車低公害車・・・・低排出低排出低排出低排出ガスガスガスガス車車車車のののの導入導入導入導入」」」」についてについてについてについて

数値目標数値目標数値目標数値目標はははは公用車公用車公用車公用車をををを更新又更新又更新又更新又はははは新規購入新規購入新規購入新規購入するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、低公害車低公害車低公害車低公害車あるいはあるいはあるいはあるいは低排低排低排低排

出出出出ガスガスガスガス車車車車とすることをとすることをとすることをとすることを原則原則原則原則とするとしていますとするとしていますとするとしていますとするとしています。。。。



２０２０２０２０年度年度年度年度のののの低公害車低公害車低公害車低公害車はははは、、、、天然天然天然天然ガスガスガスガス車車車車１１１１１１１１台台台台（（（（このこのこのこの１１１１１１１１台台台台のののの内訳内訳内訳内訳はごみはごみはごみはごみ収集車収集車収集車収集車

４４４４台台台台、、、、小型貨物車小型貨物車小型貨物車小型貨物車１１１１台台台台、、、、軽四自動車軽四自動車軽四自動車軽四自動車６６６６台台台台ですですですです））））そしてそしてそしてそして、、、、ハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッド車車車車３３３３台台台台とととと

なっていますなっていますなっていますなっています。。。。またまたまたまた、、、、低排出低排出低排出低排出ガスガスガスガス車車車車（ＬＥＶ（ＬＥＶ（ＬＥＶ（ＬＥＶ７７７７＝＝＝＝京阪神京阪神京阪神京阪神７７７７府県市自動車排出府県市自動車排出府県市自動車排出府県市自動車排出ガガガガ

スススス対策協議会対策協議会対策協議会対策協議会がががが定定定定めためためためた排出排出排出排出ガスガスガスガス基準基準基準基準にににに適合適合適合適合したしたしたした自動車自動車自動車自動車））））はははは、、、、計計計計１１５１１５１１５１１５台台台台となっとなっとなっとなっ

ていますていますていますています。。。。全保有台数全保有台数全保有台数全保有台数にににに対対対対するするするする低公害自動車等低公害自動車等低公害自動車等低公害自動車等がががが占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合はははは４９４９４９４９．．．．４４４４％％％％となとなとなとな

っていますっていますっていますっています。。。。

次次次次にににに２２２２番番番番「「「「用紙類用紙類用紙類用紙類のののの使用量使用量使用量使用量のののの削減削減削減削減」」」」ですですですです。。。。

１７１７１７１７年度年度年度年度にににに立立立立てたてたてたてた数値目標数値目標数値目標数値目標はははは、、、、用紙類用紙類用紙類用紙類のののの総使用量総使用量総使用量総使用量をををを平成平成平成平成１６１６１６１６年度年度年度年度をををを基準基準基準基準ににににＡＡＡＡ

４４４４換算換算換算換算でででで１０１０１０１０％％％％以上削減以上削減以上削減以上削減するとしていますがするとしていますがするとしていますがするとしていますが、、、、２０２０２０２０年度年度年度年度のののの用紙類使用量用紙類使用量用紙類使用量用紙類使用量はははは、、、、前前前前

年度年度年度年度にににに比比比比べべべべ５９５９５９５９万枚万枚万枚万枚、、、、１１１１．．．．５５５５％％％％のののの増加増加増加増加となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。 コピーコピーコピーコピー用紙用紙用紙用紙などなどなどなど庁内庁内庁内庁内でででで

使用使用使用使用するするするする枚数枚数枚数枚数はははは前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べるとべるとべるとべると１５３１５３１５３１５３万枚減万枚減万枚減万枚減っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、外注外注外注外注などのなどのなどのなどの印刷印刷印刷印刷

物物物物がががが２１２２１２２１２２１２万枚増万枚増万枚増万枚増えておりえておりえておりえており、、、、全体全体全体全体としてとしてとしてとして１１１１．．．．５５５５％％％％のののの増加増加増加増加になったものですになったものですになったものですになったものです。。。。まままま

たたたた、、、、基準年度基準年度基準年度基準年度とととと比比比比べるとべるとべるとべると１１１１１１１１．．．．５５５５％％％％のののの増加増加増加増加となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。なおなおなおなお、、、、用紙類用紙類用紙類用紙類のののの使使使使

用量用量用量用量にににに占占占占めるめるめるめる再生紙再生紙再生紙再生紙をををを利用利用利用利用したしたしたした割合割合割合割合はははは８５８５８５８５．．．．５５５５％％％％でございますでございますでございますでございます。。。。

３３３３番番番番「「「「電気使用量電気使用量電気使用量電気使用量のののの削減削減削減削減」」」」ですがですがですがですが、、、、数値目標数値目標数値目標数値目標はははは電気電気電気電気のののの総使用量総使用量総使用量総使用量をををを平成平成平成平成１６１６１６１６年度年度年度年度

よりよりよりより１０１０１０１０％％％％以上削減以上削減以上削減以上削減するとしていますするとしていますするとしていますするとしています。。。。２０２０２０２０年度年度年度年度のののの実績実績実績実績はははは、、、、前年度前年度前年度前年度よりよりよりより１１２１１２１１２１１２

万万万万kwhkwhkwhkwh（（（（キロワットアワーキロワットアワーキロワットアワーキロワットアワー））））減少減少減少減少しておりしておりしておりしており基準年度基準年度基準年度基準年度にににに比比比比べべべべ１０１０１０１０．．．．５５５５％％％％のののの減少減少減少減少となとなとなとな

っていますっていますっていますっています。。。。

次次次次にににに４４４４番番番番「「「「水使用量水使用量水使用量水使用量のののの削減削減削減削減」」」」ですがですがですがですが、、、、数値目標数値目標数値目標数値目標はははは水道水水道水水道水水道水のののの使用量使用量使用量使用量はははは平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年

度度度度からからからから増加増加増加増加させないこととしておりさせないこととしておりさせないこととしておりさせないこととしており、、、、２０２０２０２０年度年度年度年度のののの本庁舎及本庁舎及本庁舎及本庁舎及びびびび分庁舎分庁舎分庁舎分庁舎のののの水使用量水使用量水使用量水使用量

はははは、、、、基準年度基準年度基準年度基準年度にににに比比比比べべべべ６６６６．．．．００００％％％％のののの減少減少減少減少となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。

次次次次にににに右右右右ののののページページページページにににに移移移移りましてりましてりましてりまして、、、、５５５５番番番番「「「「市施設等市施設等市施設等市施設等でででで使用使用使用使用するするするする燃料燃料燃料燃料のののの削減削減削減削減」」」」についについについについ

てですてですてですてです。。。。

数値目標数値目標数値目標数値目標はははは、、、、市施設及市施設及市施設及市施設及びびびび公用車公用車公用車公用車でででで使用使用使用使用するするするする燃料燃料燃料燃料をををを平成平成平成平成１６１６１６１６年度年度年度年度のののの１０１０１０１０％％％％以上以上以上以上

のののの削減削減削減削減をめざすとしていますをめざすとしていますをめざすとしていますをめざすとしています。。。。２０２０２０２０年度年度年度年度のののの実績実績実績実績ではではではでは、、、、全全全全てのてのてのての燃料種燃料種燃料種燃料種でででで基準年度基準年度基準年度基準年度

、 、 、 。、 、 、 。、 、 、 。、 、 、 。をををを下回下回下回下回っておりっておりっておりっており 特特特特にににに灯油 重油灯油 重油灯油 重油灯油 重油 ＬＰＧＬＰＧＬＰＧＬＰＧについてはについてはについてはについては目標値目標値目標値目標値をををを達成達成達成達成していますしていますしていますしています

次次次次のののの６６６６番番番番「「「「廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減量減量減量減量」」」」ですですですです。。。。数値目標数値目標数値目標数値目標はははは、、、、市施設市施設市施設市施設からからからから排出排出排出排出されるされるされるされる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの

総量総量総量総量をををを平成平成平成平成１６１６１６１６年度年度年度年度をををを基準基準基準基準にににに１０１０１０１０％％％％以上減量以上減量以上減量以上減量をめざすとしていますをめざすとしていますをめざすとしていますをめざすとしています。。。。

２０２０２０２０年度年度年度年度のののの実績実績実績実績はははは、、、、市施設市施設市施設市施設からからからから排出排出排出排出されるされるされるされる可燃可燃可燃可燃ごみごみごみごみ・・・・粗大粗大粗大粗大ごみのごみのごみのごみの廃棄物総量廃棄物総量廃棄物総量廃棄物総量

はははは、、、、基準年度基準年度基準年度基準年度にににに比比比比べべべべ１６１６１６１６．．．．９９９９％％％％のののの減少減少減少減少となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。

またまたまたまた、、、、古紙回収量古紙回収量古紙回収量古紙回収量はははは平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度はははは１２８１２８１２８１２８ﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝとなっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。

次次次次にににに７７７７番番番番「「「「公共工事公共工事公共工事公共工事におけるにおけるにおけるにおける建設副産物建設副産物建設副産物建設副産物のののの再利用再利用再利用再利用」」」」ですですですです。。。。

数値目標値数値目標値数値目標値数値目標値はははは、、、、公共工事公共工事公共工事公共工事におけるにおけるにおけるにおける建設副産物建設副産物建設副産物建設副産物、、、、建設廃棄物建設廃棄物建設廃棄物建設廃棄物ともともともとも言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、

そのそのそのその発生発生発生発生をををを抑制抑制抑制抑制しししし、、、、再利用率再利用率再利用率再利用率８０８０８０８０％％％％をめざすとするものですをめざすとするものですをめざすとするものですをめざすとするものです。。。。

公共工事公共工事公共工事公共工事におけるにおけるにおけるにおける建設副産物建設副産物建設副産物建設副産物のののの再利用再利用再利用再利用についてはについてはについてはについては、、、、各項目各項目各項目各項目ごとにそのごとにそのごとにそのごとにその再利用再利用再利用再利用

率率率率をををを掲載掲載掲載掲載していますがしていますがしていますがしていますが、、、、コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート塊塊塊塊、、、、アスファルトアスファルトアスファルトアスファルト塊塊塊塊についてはについてはについてはについては再利用率再利用率再利用率再利用率

１００１００１００１００％％％％となっていますがとなっていますがとなっていますがとなっていますが、、、、発生土発生土発生土発生土はははは２２２２２２２２．．．．３３３３％、％、％、％、建設発生木材建設発生木材建設発生木材建設発生木材はははは６２６２６２６２．．．．１１１１％％％％

にとどまっていますにとどまっていますにとどまっていますにとどまっています。。。。

最後最後最後最後にににに、、、、裏面裏面裏面裏面、、、、８８８８番番番番「「「「温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス総排出量総排出量総排出量総排出量のののの削減削減削減削減」」」」ですですですです。。。。数値目標数値目標数値目標数値目標はははは、、、、温室温室温室温室

効果効果効果効果ガスガスガスガスのののの総排出量総排出量総排出量総排出量をををを平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度までにまでにまでにまでに１６１６１６１６年度基準年度基準年度基準年度基準からからからから１２１２１２１２％％％％削減削減削減削減をめざをめざをめざをめざ

すとしていますすとしていますすとしていますすとしています。。。。

２０２０２０２０年度年度年度年度のののの結果結果結果結果はははは、、、、温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガスのののの総排出量総排出量総排出量総排出量ははははCOCOCOCO2222換算換算換算換算でででで３０３０３０３０，，，，０００１０００１０００１０００１トントントントン

でででで、、、、基準年度基準年度基準年度基準年度よりよりよりより３３３３，，，，３８２３８２３８２３８２トントントントン減少減少減少減少しししし１０１０１０１０．．．．１１１１％％％％のののの削減削減削減削減となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。

このこのこのこの減少減少減少減少のののの要因要因要因要因はははは、、、、火打前処理場火打前処理場火打前処理場火打前処理場がががが平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年１２１２１２１２月末月末月末月末でででで閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖したことやしたことやしたことやしたことや、、、、

南北両南北両南北両南北両ごみごみごみごみ処理処理処理処理センターセンターセンターセンターでででで焼却処分焼却処分焼却処分焼却処分をしていたごみをしていたごみをしていたごみをしていたごみ量量量量がががが減少減少減少減少したことによりましたことによりましたことによりましたことによりま

すすすす。。。。



なおなおなおなお、、、、２０２０２０２０年度年度年度年度のののの温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス総排出量総排出量総排出量総排出量のののの３０３０３０３０，，，，００１００１００１００１トントントントンはははは、、、、((((ＡＡＡＡ))))のののの行動行動行動行動

（ ） 、（ ） 、（ ） 、（ ） 、計画計画計画計画のののの取組取組取組取組みによるものとみによるものとみによるものとみによるものと ＢＢＢＢ のそののそののそののその他排出量他排出量他排出量他排出量にににに含含含含まれるもののまれるもののまれるもののまれるものの合計合計合計合計ですがですがですがですが

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）のののの本行動計画本行動計画本行動計画本行動計画のののの取取取取りりりり組組組組みによるみによるみによるみによる温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出量排出量排出量排出量はははは、、、、基準年度基準年度基準年度基準年度にににに比比比比べべべべ

１１１１．．．．２２２２％％％％のののの減少減少減少減少にとどまりにとどまりにとどまりにとどまり （Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）のそののそののそののその他他他他のののの排出量排出量排出量排出量についてはについてはについてはについては、、、、基準年度基準年度基準年度基準年度にににに比比比比、、、、

。。。。べべべべ１５１５１５１５．．．．８８８８％％％％のののの減少減少減少減少となっていますとなっていますとなっていますとなっています

またまたまたまた、、、、このこのこのこの計画計画計画計画はははは冒頭冒頭冒頭冒頭でででで説明説明説明説明させていただきましたがさせていただきましたがさせていただきましたがさせていただきましたが、、、、今年度今年度今年度今年度でででで計画期間計画期間計画期間計画期間がががが

終了終了終了終了となりますとなりますとなりますとなります。。。。新年度新年度新年度新年度になりましたらになりましたらになりましたらになりましたら、、、、２１２１２１２１年度年度年度年度のののの実績実績実績実績をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ早急早急早急早急にににに

まとめるとともにまとめるとともにまとめるとともにまとめるとともに、、、、新計画新計画新計画新計画のののの策定策定策定策定にににに取取取取りりりり掛掛掛掛かるかるかるかる予定予定予定予定でございますでございますでございますでございます。。。。策定策定策定策定したしたしたした新新新新

計画計画計画計画につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、このこのこのこの審議会審議会審議会審議会でででで報告報告報告報告させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

以上以上以上以上でででで、、、、議題議題議題議題２２２２ 環境率先行動計画 平成環境率先行動計画 平成環境率先行動計画 平成環境率先行動計画 平成２０２０２０２０年度実績報告書年度実績報告書年度実績報告書年度実績報告書（（（（案案案案））））のののの報告報告報告報告をををを

終終終終わりますわりますわりますわります。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。

資料資料資料資料はあらかじめおはあらかじめおはあらかじめおはあらかじめお家家家家のののの方方方方へへへへ郵送郵送郵送郵送されておりますがされておりますがされておりますがされておりますが、、、、ただただただただ今今今今のののの事務局事務局事務局事務局のののの報告報告報告報告

についてについてについてについて、、、、委員委員委員委員からからからから何何何何かごかごかごかご質問質問質問質問、、、、ごごごご意見意見意見意見がございましたらおがございましたらおがございましたらおがございましたらお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

事務局 前後事務局 前後事務局 前後事務局 前後してしてしてして申申申申しししし訳訳訳訳ありませんがありませんがありませんがありませんが、、、、１１１１点報告点報告点報告点報告させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。

会議公開会議公開会議公開会議公開のののの要綱要綱要綱要綱によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、会長会長会長会長とととと事務局事務局事務局事務局があらかじめがあらかじめがあらかじめがあらかじめ協議協議協議協議しししし、、、、公開公開公開公開のののの可可可可

否否否否をををを決決決決めるということになっておりめるということになっておりめるということになっておりめるということになっており、、、、本日本日本日本日のののの議題議題議題議題につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、すでにすでにすでにすでに決定決定決定決定

をしましたをしましたをしましたをしました報告報告報告報告のののの内容内容内容内容をごをごをごをご報告報告報告報告させていただきごさせていただきごさせていただきごさせていただきご意見意見意見意見をいただくことになってをいただくことになってをいただくことになってをいただくことになって

おりおりおりおり、、、、個人情報個人情報個人情報個人情報でもなくでもなくでもなくでもなく意思形成過程情報意思形成過程情報意思形成過程情報意思形成過程情報でもございませんのででもございませんのででもございませんのででもございませんので、、、、原則公開原則公開原則公開原則公開のののの

精神精神精神精神にににに則則則則りましてりましてりましてりまして公開公開公開公開のののの案内案内案内案内をさせていただいておりますのでをさせていただいておりますのでをさせていただいておりますのでをさせていただいておりますので、、、、報告報告報告報告をさせてをさせてをさせてをさせて

いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。

竹岡会長 自由竹岡会長 自由竹岡会長 自由竹岡会長 自由にごにごにごにご質問質問質問質問ごごごご意見意見意見意見をををを賜賜賜賜りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

議事録議事録議事録議事録のためにおのためにおのためにおのためにお名前名前名前名前をおをおをおをお呼呼呼呼びしますびしますびしますびします。。。。

宮坂委員宮坂委員宮坂委員宮坂委員、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

宮坂委員 今宮坂委員 今宮坂委員 今宮坂委員 今、、、、説明説明説明説明いただいたいただいたいただいたいただいた中中中中のののの最後最後最後最後ののののページページページページのののの８８８８ですがですがですがですが、、、、２０２０２０２０年度年度年度年度のののの対対対対１６１６１６１６年度比年度比年度比年度比

がががが１０１０１０１０．．．．１１１１％％％％にににに留留留留まっているがまっているがまっているがまっているが、、、、このこのこのこの中中中中にににに火打前処理場火打前処理場火打前処理場火打前処理場、、、、南北南北南北南北ごみごみごみごみ処理場処理場処理場処理場のののの終終終終

了了了了ということがありということがありということがありということがあり、、、、２０２０２０２０年度年度年度年度のののの１２１２１２１２～～～～３３３３月月月月まではまではまではまでは川西市川西市川西市川西市のののの広域広域広域広域ごみごみごみごみ処理施設処理施設処理施設処理施設

にににに移移移移りましたりましたりましたりました。。。。

ごみごみごみごみ処理処理処理処理がががが減減減減になっているのはになっているのはになっているのはになっているのは、、、、そのそのそのその間間間間のののの部分部分部分部分だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、それがそれがそれがそれが広域広域広域広域ごみごみごみごみ

処理施設処理施設処理施設処理施設のののの燃焼燃焼燃焼燃焼によるによるによるによるＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２増加増加増加増加というのはというのはというのはというのは、、、、このこのこのこの中中中中にはいっているのでしょにはいっているのでしょにはいっているのでしょにはいっているのでしょ

うかうかうかうか。。。。いないのでしょうかいないのでしょうかいないのでしょうかいないのでしょうか。。。。

竹岡会長 事務局竹岡会長 事務局竹岡会長 事務局竹岡会長 事務局のののの方方方方、、、、わかりましたでしょうかわかりましたでしょうかわかりましたでしょうかわかりましたでしょうか。。。。

事務局 宮坂委員事務局 宮坂委員事務局 宮坂委員事務局 宮坂委員がががが今今今今おっしゃったおっしゃったおっしゃったおっしゃった南北処理場南北処理場南北処理場南北処理場がががが新新新新しくしくしくしく広域広域広域広域ごみごみごみごみ処理場処理場処理場処理場にににに移移移移りりりり、、、、そのそのそのその

部分部分部分部分についてはについてはについてはについては、、、、川西市川西市川西市川西市ののののＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガスとしてはとしてはとしてはとしては算定算定算定算定いたしませんいたしませんいたしませんいたしません。。。。

宮坂委員宮坂委員宮坂委員宮坂委員 わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 そういうことですがそういうことですがそういうことですがそういうことですが、、、、よろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうか。。。。

宮坂委員宮坂委員宮坂委員宮坂委員 はいはいはいはい。。。。わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。

、 。、 。、 。、 。竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 もうもうもうもう１１１１度確認度確認度確認度確認しますがしますがしますがしますが 広域広域広域広域ごみごみごみごみ処理処理処理処理センターセンターセンターセンターのののの分分分分はこれにははこれにははこれにははこれには入入入入っていないっていないっていないっていない

ということですねということですねということですねということですね。。。。

他他他他にににに・・・・・・・・・・・・はいどうぞはいどうぞはいどうぞはいどうぞ。。。。

事務局 奇異事務局 奇異事務局 奇異事務局 奇異、、、、不自然不自然不自然不自然にににに思思思思われるかもわかりませんがわれるかもわかりませんがわれるかもわかりませんがわれるかもわかりませんが、、、、あくまであくまであくまであくまで川西市川西市川西市川西市というというというという地方自地方自地方自地方自



治体治体治体治体としてのとしてのとしてのとしての計画計画計画計画ということでしてということでしてということでしてということでして、、、、猪名川広域猪名川広域猪名川広域猪名川広域ごみごみごみごみ処理施設組合処理施設組合処理施設組合処理施設組合はははは、、、、別別別別のののの自自自自

治体治体治体治体というというというという形形形形でででで、、、、こういったこういったこういったこういった排出排出排出排出ガスガスガスガス管理権限管理権限管理権限管理権限をおをおをおをお持持持持ちでしてちでしてちでしてちでして、、、、温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス

のののの排出排出排出排出につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても川西市算定川西市算定川西市算定川西市算定のののの数値数値数値数値からはからはからはからは除外除外除外除外されるためごされるためごされるためごされるためご理解理解理解理解いただきいただきいただきいただき

たいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 それはそれはそれはそれは、、、、広域広域広域広域ごみごみごみごみ処理施設処理施設処理施設処理施設のどこでのどこでのどこでのどこで議論議論議論議論されるんですかされるんですかされるんですかされるんですか。。。。

事務局 広域事務局 広域事務局 広域事務局 広域ごみごみごみごみ処理施設処理施設処理施設処理施設にはにはにはには、、、、管理者管理者管理者管理者もおられますしもおられますしもおられますしもおられますし、、、、議会議会議会議会もございますのでそのもございますのでそのもございますのでそのもございますのでその

中中中中でででで議論議論議論議論されますされますされますされます。。。。

竹岡会長 議会竹岡会長 議会竹岡会長 議会竹岡会長 議会？？？？

事務局 川西市議会事務局 川西市議会事務局 川西市議会事務局 川西市議会とととと同同同同じじじじ様様様様にににに広域広域広域広域ごみごみごみごみ処理施設組合議会処理施設組合議会処理施設組合議会処理施設組合議会がありますがありますがありますがあります。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 そうですかそうですかそうですかそうですか。。。。そこでそこでそこでそこで数値数値数値数値をををを発表発表発表発表したりしたりしたりしたり、、、、管理管理管理管理したりしておられるんですねしたりしておられるんですねしたりしておられるんですねしたりしておられるんですね。。。。

そのそのそのその結果結果結果結果をををを環境審議会環境審議会環境審議会環境審議会にににに報告報告報告報告ぐらいはあってもぐらいはあってもぐらいはあってもぐらいはあっても良良良良いいいい様様様様にににに思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、どうでどうでどうでどうで

しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。

事務局事務局事務局事務局 そのそのそのその点点点点につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、事務組合事務組合事務組合事務組合とととと調整調整調整調整させていただいてさせていただいてさせていただいてさせていただいて、、、、次回次回次回次回にはにはにはには報告報告報告報告させさせさせさせ

ていただけるようていただけるようていただけるようていただけるよう対応対応対応対応させていただけるとさせていただけるとさせていただけるとさせていただけると思思思思いますいますいますいます。。。。

竹岡会長 他竹岡会長 他竹岡会長 他竹岡会長 他にどうぞにどうぞにどうぞにどうぞ。。。。

はいはいはいはい。。。。越田委員越田委員越田委員越田委員どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

越田委員 先程越田委員 先程越田委員 先程越田委員 先程のののの宮坂委員宮坂委員宮坂委員宮坂委員のののの質問質問質問質問とととと若干若干若干若干かぶるかぶるかぶるかぶる部分部分部分部分もあるともあるともあるともあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、５５５５番番番番でででで市施設市施設市施設市施設

等等等等でででで使用使用使用使用するするするする燃料燃料燃料燃料のののの削減削減削減削減とととと、、、、たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、今後今後今後今後そこはそこはそこはそこは議論議論議論議論していかなければいけしていかなければいけしていかなければいけしていかなければいけ

ないとないとないとないと思思思思うがうがうがうが、、、、環境率先行動計画環境率先行動計画環境率先行動計画環境率先行動計画のののの主旨主旨主旨主旨からするとからするとからするとからすると確確確確かにかにかにかに市役所市役所市役所市役所のののの中中中中からからからから出出出出たたたた

というものでしょうけどというものでしょうけどというものでしょうけどというものでしょうけど、、、、たとえばごみのたとえばごみのたとえばごみのたとえばごみの収集収集収集収集でででで言言言言うとうとうとうと、、、、完全完全完全完全にににに直営直営直営直営ではなくではなくではなくではなく

完全完全完全完全にににに委託委託委託委託をしてほしいをしてほしいをしてほしいをしてほしい。。。。

市市市市のものではないというのものではないというのものではないというのものではないという風風風風にしてしまったらここのにしてしまったらここのにしてしまったらここのにしてしまったらここの数字数字数字数字はははは、、、、見見見見かけかけかけかけ上上上上はすごはすごはすごはすご

くくくく減減減減るがるがるがるが、、、、実際実際実際実際、、、、環境率先行動計画環境率先行動計画環境率先行動計画環境率先行動計画のののの主旨主旨主旨主旨からいうとからいうとからいうとからいうと「「「「そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで減減減減らしらしらしらし

なさいなさいなさいなさい 」」」」というものでもないとというものでもないとというものでもないとというものでもないと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが。。。。。。。。

このこのこのこの中中中中でなくてもでなくてもでなくてもでなくても、、、、別別別別にどこかでにどこかでにどこかでにどこかで把握把握把握把握することというのはすることというのはすることというのはすることというのは、、、、今後今後今後今後のののの中中中中でででで議論議論議論議論

するというのはするというのはするというのはするというのは？？？？

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 はいはいはいはい。。。。そのとおりだとそのとおりだとそのとおりだとそのとおりだと思思思思いますいますいますいます。。。。川西市川西市川西市川西市からからからから出出出出たごみもたごみもたごみもたごみも含含含含まれるわけでまれるわけでまれるわけでまれるわけで、、、、先先先先

程程程程のののの事務局事務局事務局事務局のののの話話話話にありましたにありましたにありましたにありました様様様様にににに今後環境審議会今後環境審議会今後環境審議会今後環境審議会のほうにもごのほうにもごのほうにもごのほうにもご報告報告報告報告いただくといただくといただくといただくと

いういういういう事事事事のようですのようですのようですのようです。。。。

越田委員 質問越田委員 質問越田委員 質問越田委員 質問のののの仕方仕方仕方仕方がががが悪悪悪悪かったようでかったようでかったようでかったようで、、、、たとえばたとえばたとえばたとえば収集収集収集収集をするといったをするといったをするといったをするといった時時時時にはにはにはには、、、、持持持持ってってってって

いるいるいるいる市市市市のののの車車車車ににににガソリンガソリンガソリンガソリンをたいてをたいてをたいてをたいて、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ回収回収回収回収しているそういったしているそういったしているそういったしているそういった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、

ここでいうここでいうここでいうここでいう市市市市のののの施設等施設等施設等施設等でででで使用使用使用使用するするするする燃料燃料燃料燃料にににに把握把握把握把握はされるとはされるとはされるとはされると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが。。。。

、「 。」 、、「 。」 、、「 。」 、、「 。」 、これをたとえばこれをたとえばこれをたとえばこれをたとえば 市市市市はやめてしまう とはやめてしまう とはやめてしまう とはやめてしまう と民間企業民間企業民間企業民間企業にににに委託委託委託委託するとしたするとしたするとしたするとした場合場合場合場合はははは

当然市当然市当然市当然市としてのとしてのとしてのとしてのガソリンガソリンガソリンガソリンのののの使用量使用量使用量使用量はははは大幅大幅大幅大幅にににに減減減減りますよねりますよねりますよねりますよね。。。。

ただただただただ、、、、環境率先行動計画環境率先行動計画環境率先行動計画環境率先行動計画でででで「「「「みんなでみんなでみんなでみんなで減減減減らしましょうらしましょうらしましょうらしましょう」」」」とするとここでとするとここでとするとここでとするとここで、、、、川川川川

西市役所西市役所西市役所西市役所としてとしてとしてとして減減減減らしたらしたらしたらした分分分分をををを、、、、どこかにどこかにどこかにどこかに付付付付けけけけ替替替替えてえてえてえて、、、、こっちでこっちでこっちでこっちで増増増増やしているのやしているのやしているのやしているの

ではではではでは？？？？

数字上数字上数字上数字上、、、、目標目標目標目標はははは達成達成達成達成したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても、、、、意味意味意味意味はははは実際実際実際実際ないないないない。。。。

用紙用紙用紙用紙でででで言言言言えばえばえばえば、、、、印刷物印刷物印刷物印刷物ととととコピーコピーコピーコピーのののの使用量使用量使用量使用量をををを分分分分けているけているけているけている様様様様にににに、、、、把握把握把握把握がががが非常非常非常非常にににに難難難難

しいかもしれませんがしいかもしれませんがしいかもしれませんがしいかもしれませんが、、、、市市市市がががが仕事仕事仕事仕事としてとしてとしてとして委託委託委託委託をしていたをしていたをしていたをしていた分分分分によってによってによってによって、、、、発生発生発生発生するするするする

ものもものもものもものも把握把握把握把握するするするする方法方法方法方法というのをというのをというのをというのを考考考考えていかないとえていかないとえていかないとえていかないと形上減形上減形上減形上減るというのもありるというのもありるというのもありるというのもあり得得得得てててて

しまうのではないかとしまうのではないかとしまうのではないかとしまうのではないかと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが。。。。



竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。今今今今、、、、現現現現にそういうにそういうにそういうにそういう形形形形のものはあるんですかのものはあるんですかのものはあるんですかのものはあるんですか？？？？

事務局 地域環境計画事務局 地域環境計画事務局 地域環境計画事務局 地域環境計画、、、、そういったそういったそういったそういった部分部分部分部分につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、計画作計画作計画作計画作りまではりまではりまではりまでは及及及及んでいなんでいなんでいなんでいな

いのがいのがいのがいのが実情実情実情実情ですですですです。。。。

先進地自治体先進地自治体先進地自治体先進地自治体あるいはあるいはあるいはあるいは兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県、、、、政令指定都市等政令指定都市等政令指定都市等政令指定都市等ではではではでは、、、、一部計画作一部計画作一部計画作一部計画作りをされてりをされてりをされてりをされて

いるところもあるようですがいるところもあるようですがいるところもあるようですがいるところもあるようですが、、、、計画作計画作計画作計画作りりりり、、、、予測予測予測予測ののののコストコストコストコストもももも相当相当相当相当かかってきますかかってきますかかってきますかかってきます

のでのでのでので、、、、そこまではそこまではそこまではそこまでは至至至至っていないというっていないというっていないというっていないという状況状況状況状況ですですですです。。。。

竹岡会長 越田委員竹岡会長 越田委員竹岡会長 越田委員竹岡会長 越田委員、、、、よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 それではそれではそれではそれでは、、、、中野委員中野委員中野委員中野委員どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

中野委員 前提中野委員 前提中野委員 前提中野委員 前提がががが変変変変わってくるわってくるわってくるわってくる時時時時にににに数値数値数値数値がががが把握把握把握把握しにくいしにくいしにくいしにくい、、、、比較比較比較比較しにくいということはしにくいということはしにくいということはしにくいということは良良良良

くわかるんですがくわかるんですがくわかるんですがくわかるんですが、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも２２２２人人人人のののの委員委員委員委員のののの方方方方からからからから今今今今ございましたございましたございましたございました様様様様にににに範囲範囲範囲範囲がががが

違違違違ってきているってきているってきているってきている訳訳訳訳ですのでですのでですのでですので、、、、たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、５５５５年間年間年間年間のののの努力努力努力努力によってによってによってによって減減減減ったというのったというのったというのったというの

はははは違違違違うだろうというのがあるんですからうだろうというのがあるんですからうだろうというのがあるんですからうだろうというのがあるんですから、、、、地域地域地域地域のののの計画計画計画計画というのがあってなかなというのがあってなかなというのがあってなかなというのがあってなかな

かかかか数値数値数値数値としてとしてとしてとして表現表現表現表現しにくいというのはわかるんですがしにくいというのはわかるんですがしにくいというのはわかるんですがしにくいというのはわかるんですが、、、、少少少少なくともこういうなくともこういうなくともこういうなくともこういう事事事事

情情情情がありましたということをがありましたということをがありましたということをがありましたということを欄外欄外欄外欄外にににに書書書書いておかないといておかないといておかないといておかないと何何何何かかかか素直素直素直素直にににに喜喜喜喜んでしまうんでしまうんでしまうんでしまう

というのがあるのでというのがあるのでというのがあるのでというのがあるので 「「「「そうではないそうではないそうではないそうではない」」」」ということはわかるということはわかるということはわかるということはわかる様様様様にしておかないとにしておかないとにしておかないとにしておかないと、、、、

非常非常非常非常にあとでにあとでにあとでにあとで、、、、ごちゃごちゃになるとごちゃごちゃになるとごちゃごちゃになるとごちゃごちゃになると思思思思いますいますいますいます。。。。

事務局事務局事務局事務局 おっしゃるとおりでございましておっしゃるとおりでございましておっしゃるとおりでございましておっしゃるとおりでございまして、、、、来年度来年度来年度来年度これのこれのこれのこれの見直見直見直見直しがしがしがしが計画計画計画計画にににに挙挙挙挙がっておがっておがっておがってお

りましてりましてりましてりまして、、、、そういうそういうそういうそういう部分部分部分部分もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、よりよりよりより精度精度精度精度をををを上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますのでよいますのでよいますのでよいますのでよ

ろしくおろしくおろしくおろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 はいはいはいはい。。。。非常非常非常非常によくわかりましたによくわかりましたによくわかりましたによくわかりました。。。。他他他他にににに？？？？どんなどんなどんなどんな意見意見意見意見でもよろしいのででもよろしいのででもよろしいのででもよろしいので、、、、自由自由自由自由

にににに発言発言発言発言してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

先生先生先生先生、、、、遅遅遅遅れてこられましたがれてこられましたがれてこられましたがれてこられましたが、、、、何何何何かございませんかかございませんかかございませんかかございませんか。。。。

中本委員 単純中本委員 単純中本委員 単純中本委員 単純なななな質問質問質問質問ですがですがですがですが、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物もももも同同同同じことがじことがじことがじことが言言言言えるんですかえるんですかえるんですかえるんですか。。。。６６６６番番番番ですがですがですがですが、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄

物物物物のののの減量減量減量減量のところののところののところののところのガソリンガソリンガソリンガソリン、、、、排気排気排気排気ガスガスガスガス等等等等についてですがについてですがについてですがについてですが。。。。

事務局 廃棄物事務局 廃棄物事務局 廃棄物事務局 廃棄物につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、市市市市がががが出出出出すすすす廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの量量量量でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、市市市市

のののの古紙古紙古紙古紙のののの量量量量やごみのやごみのやごみのやごみの量量量量であったりであったりであったりであったり、、、、というというというという風風風風なものになりますのでなものになりますのでなものになりますのでなものになりますので、、、、クリーンクリーンクリーンクリーン

センターセンターセンターセンターのののの部分部分部分部分とはとはとはとは直接関係直接関係直接関係直接関係はしてこないかとはしてこないかとはしてこないかとはしてこないかと思思思思いますいますいますいます。。。。

中本委員中本委員中本委員中本委員 はいはいはいはい、、、、よくわかりましたよくわかりましたよくわかりましたよくわかりました。。。。

竹岡会長 宮坂委員竹岡会長 宮坂委員竹岡会長 宮坂委員竹岡会長 宮坂委員、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

宮坂委員 廃棄物宮坂委員 廃棄物宮坂委員 廃棄物宮坂委員 廃棄物のののの古紙回収古紙回収古紙回収古紙回収ですがですがですがですが、、、、２０２０２０２０年度年度年度年度ののののｋｇｋｇｋｇｋｇ数数数数２０２０２０２０年度年度年度年度のののの古紙回収古紙回収古紙回収古紙回収ののののｔｔｔｔ数数数数をををを比比比比

較較較較してしてしてして２２２２トントントントン・・・・・・・・・・・・１３６１３６１３６１３６トントントントンですからですからですからですから２５０２５０２５０２５０トントントントンぐらいはぐらいはぐらいはぐらいは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが廃棄廃棄廃棄廃棄されされされされ

ているということですがているということですがているということですがているということですが、、、、古紙回収古紙回収古紙回収古紙回収によってこれはによってこれはによってこれはによってこれはリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルにににに回回回回されていまされていまされていまされていま

すねすねすねすね。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルされるということによってされるということによってされるということによってされるということによってＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２のののの削減削減削減削減にににに貢献貢献貢献貢献しているしているしているしている部分部分部分部分

もあるともあるともあるともあると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、そういうそういうそういうそういう計算方法計算方法計算方法計算方法というのはというのはというのはというのは、、、、とっておられるんでしとっておられるんでしとっておられるんでしとっておられるんでし

ょうかょうかょうかょうか。。。。またまたまたまた、、、、そういうそういうそういうそういう計算方法計算方法計算方法計算方法があるんでしょうかがあるんでしょうかがあるんでしょうかがあるんでしょうか。。。。

竹岡会長 回収竹岡会長 回収竹岡会長 回収竹岡会長 回収されたされたされたされた古紙古紙古紙古紙はははは、、、、そのそのそのその後後後後どんなどんなどんなどんな風風風風にににに処理処理処理処理されているのかされているのかされているのかされているのか、、、、ごごごご報告報告報告報告いただけいただけいただけいただけ

るとありがたいのですけれどもるとありがたいのですけれどもるとありがたいのですけれどもるとありがたいのですけれども。。。。

事務局 基本的事務局 基本的事務局 基本的事務局 基本的にににに古紙古紙古紙古紙につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、市役所市役所市役所市役所のののの古紙古紙古紙古紙はははは地下地下地下地下にににに一括一括一括一括してしてしてして集集集集めめめめ、、、、定期的定期的定期的定期的



にににに業者業者業者業者にににに引引引引きききき取取取取っていただいているっていただいているっていただいているっていただいている再利用再利用再利用再利用というというというという形形形形をとっていますをとっていますをとっていますをとっています。。。。

今回古紙回収量今回古紙回収量今回古紙回収量今回古紙回収量がががが減少減少減少減少したしたしたした原因原因原因原因としてとしてとしてとして、、、、事務局事務局事務局事務局でもいろいろでもいろいろでもいろいろでもいろいろ探探探探ってみましたってみましたってみましたってみました

がががが管財課管財課管財課管財課、、、、桜小桜小桜小桜小にてにてにてにて前年度前年度前年度前年度よりよりよりより減減減減、、、、問合問合問合問合せもしたがせもしたがせもしたがせもしたが前年度並前年度並前年度並前年度並みのみのみのみの行為行為行為行為をしておをしておをしておをしてお

りりりり、、、、原因原因原因原因はわからなかったということですはわからなかったということですはわからなかったということですはわからなかったということです。。。。

一応一応一応一応、、、、出出出出てきたてきたてきたてきた分分分分についてはについてはについてはについては報告報告報告報告をををを見見見見てててて事務局事務局事務局事務局でででで確認確認確認確認しようとしているがしようとしているがしようとしているがしようとしているが、、、、

古紙古紙古紙古紙についてはについてはについてはについては担当担当担当担当もわからなかったといただいておりますもわからなかったといただいておりますもわからなかったといただいておりますもわからなかったといただいております。。。。

宮坂委員 今宮坂委員 今宮坂委員 今宮坂委員 今、、、、質問質問質問質問がややこしかったのかなとがややこしかったのかなとがややこしかったのかなとがややこしかったのかなと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、２０２０２０２０年度年度年度年度のののの３８８３８８３８８３８８，，，，２１４２１４２１４２１４

ｋｇｋｇｋｇｋｇのののの廃棄物総量廃棄物総量廃棄物総量廃棄物総量のののの中中中中にににに古紙古紙古紙古紙はははは入入入入っているわけですねっているわけですねっているわけですねっているわけですね？？？？右右右右にににに古紙回収量古紙回収量古紙回収量古紙回収量というというというという

のがありますがのがありますがのがありますがのがありますが、、、、これはこれはこれはこれは別別別別のもんですかのもんですかのもんですかのもんですか？？？？

竹岡会長 古紙回収量竹岡会長 古紙回収量竹岡会長 古紙回収量竹岡会長 古紙回収量というのはというのはというのはというのは別別別別のものではないですかのものではないですかのものではないですかのものではないですか？？？？

回収回収回収回収されたされたされたされた古紙古紙古紙古紙をををを引引引引きききき渡渡渡渡されるされるされるされる業者業者業者業者はどこのはどこのはどこのはどこの業者業者業者業者ですかですかですかですか？？？？

事務局 紙類等事務局 紙類等事務局 紙類等事務局 紙類等はははは分別分別分別分別しているのですがしているのですがしているのですがしているのですが、、、、トイレットペーパートイレットペーパートイレットペーパートイレットペーパーにににに再利用再利用再利用再利用できるものできるものできるものできるもの、、、、

それをそれをそれをそれを回収量回収量回収量回収量というというというという形形形形でででで内数内数内数内数３８８３８８３８８３８８トントントントンのののの内内内内２０２０２０２０年度年度年度年度はははは１２８１２８１２８１２８トントントントンがががが古紙回収古紙回収古紙回収古紙回収

量量量量ですですですです。。。。

宮坂委員 純然宮坂委員 純然宮坂委員 純然宮坂委員 純然とととと廃棄廃棄廃棄廃棄されているされているされているされている。。。。焼却焼却焼却焼却あるいはあるいはあるいはあるいは埋立埋立埋立埋立ていろんなていろんなていろんなていろんな方法方法方法方法でででで廃棄廃棄廃棄廃棄されたものされたものされたものされたもの

がががが２５０２５０２５０２５０トントントントンくらいのなるわけですねくらいのなるわけですねくらいのなるわけですねくらいのなるわけですね。。。。残残残残りのりのりのりの１２８１２８１２８１２８トントントントンははははリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルされてされてされてされて

いるいるいるいる。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルされているされているされているされている分分分分がこれはがこれはがこれはがこれはＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２のののの計算計算計算計算のののの中中中中にににに入入入入れてはいけないれてはいけないれてはいけないれてはいけない

とととと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルされているされているされているされている分分分分ががががマイナスマイナスマイナスマイナスになるのでになるのでになるのでになるので････････････。。。。

それはそれはそれはそれは、、、、どういうどういうどういうどういう計算計算計算計算になっているんですかになっているんですかになっているんですかになっているんですか？？？？をおをおをおをお伺伺伺伺いしているんですがいしているんですがいしているんですがいしているんですが。。。。

「「「「１６９１６９１６９１６９％％％％しかしかしかしか２０２０２０２０年度年度年度年度はははは基準年基準年基準年基準年からからからから減減減減っていないというところなんですがっていないというところなんですがっていないというところなんですがっていないというところなんですが、、、、

本当本当本当本当はははは、、、、もっともっともっともっと上上上上がるんではないかがるんではないかがるんではないかがるんではないか？？？？１２８１２８１２８１２８トントントントンがががが入入入入るということでるということでるということでるということで上上上上がるんがるんがるんがるん

じゃないかなじゃないかなじゃないかなじゃないかな？」？」？」？」とととと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 そのあたりをみなさんにそのあたりをみなさんにそのあたりをみなさんにそのあたりをみなさんに良良良良くわかるくわかるくわかるくわかる様様様様にごにごにごにご説明説明説明説明いただきたいんですがいただきたいんですがいただきたいんですがいただきたいんですが。。。。

事務局 詳事務局 詳事務局 詳事務局 詳しいしいしいしい算定資料算定資料算定資料算定資料はははは今持今持今持今持ちちちち合合合合わせておりませんがわせておりませんがわせておりませんがわせておりませんが、、、、８８８８のののの温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出削減排出削減排出削減排出削減

のののの温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出削減別排出削減別排出削減別排出削減別のののの内訳内訳内訳内訳をををを下表下表下表下表のとおりですとのとおりですとのとおりですとのとおりですと揚揚揚揚げておりますげておりますげておりますげております様様様様にににに、、、、

主主主主にににに燃料燃料燃料燃料、、、、電気電気電気電気のののの使用使用使用使用はこういったものがはこういったものがはこういったものがはこういったものが大半大半大半大半をををを占占占占めておりますめておりますめておりますめております。。。。

このこのこのこの排出排出排出排出のののの係数係数係数係数なりなりなりなり算定算定算定算定のののの仕方仕方仕方仕方につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、環境省環境省環境省環境省のののの定定定定めるめるめるめる温室効果温室効果温室効果温室効果ガガガガ

ススススのののの算定方法算定方法算定方法算定方法によってによってによってによって全庁的全庁的全庁的全庁的にそのにそのにそのにその調査調査調査調査をををを致致致致しましてそれにしましてそれにしましてそれにしましてそれに基基基基づいてづいてづいてづいて算定算定算定算定したしたしたした

ものですものですものですものです。。。。

中野委員中野委員中野委員中野委員 ちょっとそれはちょっとそれはちょっとそれはちょっとそれは、、、、ちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと調調調調べてからおべてからおべてからおべてからお答答答答えされたえされたえされたえされた方方方方がががが良良良良いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。とととと

いうのはいうのはいうのはいうのは３８８３８８３８８３８８トントントントンのののの中中中中でででで１１１１／／／／３３３３がががが古紙古紙古紙古紙というのはというのはというのはというのは、、、、おかしくありませんかおかしくありませんかおかしくありませんかおかしくありませんか？？？？

さっきのおさっきのおさっきのおさっきのお答答答答えではえではえではえでは２０２０２０２０年度年度年度年度のののの約約約約３８８３８８３８８３８８トントントントンのののの内内内内１２８１２８１２８１２８トントントントンがががが古紙古紙古紙古紙ということということということということ

になりますよねになりますよねになりますよねになりますよね。。。。今今今今のおのおのおのお答答答答えではねえではねえではねえではね。。。。そんなことってありますかそんなことってありますかそんなことってありますかそんなことってありますか？？？？１１１１／／／／３３３３近近近近くくくく

がががが古紙古紙古紙古紙ってってってって言言言言うのはちょっとうのはちょっとうのはちょっとうのはちょっと変変変変ですよねですよねですよねですよね。。。。

これはこれはこれはこれは、、、、次回次回次回次回にでもちゃんとやられたにでもちゃんとやられたにでもちゃんとやられたにでもちゃんとやられた方方方方がががが良良良良いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。

おそらくごみからおそらくごみからおそらくごみからおそらくごみから出出出出るるるる温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガスっていうのはっていうのはっていうのはっていうのはプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを対象対象対象対象

としているととしているととしているととしていると思思思思うのでうのでうのでうので、、、、このこのこのこの古紙古紙古紙古紙ははははダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトにににに響響響響いてこないといてこないといてこないといてこないと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、そそそそ

のののの辺辺辺辺のののの算定算定算定算定ももうももうももうももう少少少少しちゃんとやられたほうがしちゃんとやられたほうがしちゃんとやられたほうがしちゃんとやられたほうが････････････。。。。

竹岡会長 宮坂委員竹岡会長 宮坂委員竹岡会長 宮坂委員竹岡会長 宮坂委員、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

宮坂委員 私宮坂委員 私宮坂委員 私宮坂委員 私たちたちたちたち議員議員議員議員もももも会派会派会派会派でででで使使使使ったったったった紙類紙類紙類紙類、、、、新聞新聞新聞新聞そのそのそのその他他他他をををを地下地下地下地下のののの古紙回収部分古紙回収部分古紙回収部分古紙回収部分にいつもにいつもにいつもにいつも

運運運運んでいるんでいるんでいるんでいる訳訳訳訳ですけれどもたいへんなですけれどもたいへんなですけれどもたいへんなですけれどもたいへんな量量量量がががが運運運運ばれていますばれていますばれていますばれています。。。。たぶんたぶんたぶんたぶん数値的数値的数値的数値的にはにはにはには

これでこれでこれでこれで間違間違間違間違いないかもしれないいないかもしれないいないかもしれないいないかもしれない。。。。たぶんたぶんたぶんたぶん市庁舎内市庁舎内市庁舎内市庁舎内のののの市施設紙市施設紙市施設紙市施設紙ごみがごみがごみがごみが非常非常非常非常にににに多多多多いいいい

のではないかとのではないかとのではないかとのではないかと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、せっかくそういうものをせっかくそういうものをせっかくそういうものをせっかくそういうものを集集集集めているものがめているものがめているものがめているものが廃棄廃棄廃棄廃棄



物物物物としてとしてとしてとしてＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２換算換算換算換算されないというのはされないというのはされないというのはされないというのは、、、、非常非常非常非常にににに残念残念残念残念ですねですねですねですね。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルといといといとい

うことでうことでうことでうことで、、、、温暖化防止温暖化防止温暖化防止温暖化防止にににに対対対対してみんながしてみんながしてみんながしてみんなが力力力力をををを出出出出しているのですからしているのですからしているのですからしているのですから、、、、１２８１２８１２８１２８トトトト

ンンンンがががが３８８３８８３８８３８８トントントントンのののの中中中中にににに含含含含まれているかいないのかでまれているかいないのかでまれているかいないのかでまれているかいないのかでＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２削減量削減量削減量削減量がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わわわわ

ってくるのではないかとってくるのではないかとってくるのではないかとってくるのではないかと思思思思ったのでったのでったのでったので質問質問質問質問させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 そこのそこのそこのそこの所所所所をををを、、、、はっきりさせていただきたいんですけれどもはっきりさせていただきたいんですけれどもはっきりさせていただきたいんですけれどもはっきりさせていただきたいんですけれども････････････古紙回収量古紙回収量古紙回収量古紙回収量といといといとい

うのはうのはうのはうのは、、、、市施設市施設市施設市施設からからからから排出排出排出排出されたされたされたされた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの総量総量総量総量のののの中中中中にににに含含含含まれているかまれているかまれているかまれているか否否否否かというかというかというかという

ことことことこと。。。。

事務局事務局事務局事務局 たいへんたいへんたいへんたいへん申申申申しししし訳訳訳訳ございませんございませんございませんございません。。。。できるだけできるだけできるだけできるだけ早早早早いいいい内内内内ににににデータデータデータデータをををを整理整理整理整理させていたさせていたさせていたさせていた

だいてだいてだいてだいて、、、、今日今日今日今日データデータデータデータがございませんのでがございませんのでがございませんのでがございませんので、、、、委員委員委員委員のみなさまにのみなさまにのみなさまにのみなさまに報告報告報告報告をさせていたをさせていたをさせていたをさせていた

だきたいとだきたいとだきたいとだきたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので本日本日本日本日のところはよろしくおのところはよろしくおのところはよろしくおのところはよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

竹岡会長 宮坂委員竹岡会長 宮坂委員竹岡会長 宮坂委員竹岡会長 宮坂委員やややや中野委員中野委員中野委員中野委員からからからから疑問疑問疑問疑問がががが出出出出されましたのはされましたのはされましたのはされましたのは、、、、古紙回収量古紙回収量古紙回収量古紙回収量がががが廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの総総総総

量量量量のののの中中中中にににに含含含含まれているとすればもっとまれているとすればもっとまれているとすればもっとまれているとすればもっと廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの総量総量総量総量がががが増増増増えるのではないかえるのではないかえるのではないかえるのではないか。。。。そそそそ

のあたりをのあたりをのあたりをのあたりを明確明確明確明確にしてくれにしてくれにしてくれにしてくれ････････････というというというという様様様様なななな疑問疑問疑問疑問だったかとだったかとだったかとだったかと思思思思いますいますいますいます。。。。

市市市市のののの方方方方でよろしくごでよろしくごでよろしくごでよろしくご確認確認確認確認のののの程程程程おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

他他他他にににに････････････どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

河野委員河野委員河野委員河野委員、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

河野委員 用紙類河野委員 用紙類河野委員 用紙類河野委員 用紙類のののの使用量使用量使用量使用量のののの削減削減削減削減なんですがなんですがなんですがなんですが････････････２２２２番番番番１０１０１０１０％％％％以上削減以上削減以上削減以上削減するとするとするとすると書書書書いてあるにいてあるにいてあるにいてあるに

もかかわらずもかかわらずもかかわらずもかかわらず、、、、増増増増えてばかりというえてばかりというえてばかりというえてばかりという感感感感じですがじですがじですがじですが、、、、最初最初最初最初にどういうにどういうにどういうにどういう風風風風にしようとにしようとにしようとにしようと

かのかのかのかの計画計画計画計画はあったんでしょうかはあったんでしょうかはあったんでしょうかはあったんでしょうか？？？？何何何何がうまくいかなかったのかそのがうまくいかなかったのかそのがうまくいかなかったのかそのがうまくいかなかったのかその辺辺辺辺をおをおをおをお聞聞聞聞きききき

したいんですがしたいんですがしたいんですがしたいんですが。。。。印刷物印刷物印刷物印刷物のののの外注外注外注外注がががが増増増増えたというのはえたというのはえたというのはえたというのは････････････これはこれはこれはこれは、、、、市市市市のののの広報広報広報広報がががが分厚分厚分厚分厚

くなったせいでしょうかくなったせいでしょうかくなったせいでしょうかくなったせいでしょうか？？？？

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 わかりましたかわかりましたかわかりましたかわかりましたか？？？？

事務局事務局事務局事務局 はいはいはいはい、、、、今今今今、、、、河野委員河野委員河野委員河野委員がおっしゃったがおっしゃったがおっしゃったがおっしゃった様様様様にににに用紙類用紙類用紙類用紙類につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度にににに

比比比比べべべべ１５３１５３１５３１５３万枚減少万枚減少万枚減少万枚減少しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、外部外部外部外部にににに委託委託委託委託したことによってそれをしたことによってそれをしたことによってそれをしたことによってそれを上回上回上回上回るるるる２２２２

１２１２１２１２万枚増加万枚増加万枚増加万枚増加したことによってしたことによってしたことによってしたことによって全体全体全体全体のののの用紙使用量用紙使用量用紙使用量用紙使用量がががが増加増加増加増加しましたしましたしましたしました。。。。外注外注外注外注のののの印刷印刷印刷印刷

物物物物がががが大大大大きくきくきくきく増加増加増加増加したしたしたした要因要因要因要因としてはとしてはとしてはとしては、、、、２０２０２０２０年度年度年度年度にごみにごみにごみにごみ分別方法分別方法分別方法分別方法ののののチラシチラシチラシチラシをををを作成作成作成作成しししし

たこととかたこととかたこととかたこととか河野委員河野委員河野委員河野委員がおっしゃったがおっしゃったがおっしゃったがおっしゃった様様様様にににに広報紙広報紙広報紙広報紙のののの配布方法配布方法配布方法配布方法をををを新聞折込新聞折込新聞折込新聞折込からからからから個別個別個別個別

配布配布配布配布にににに変更変更変更変更したこととかしたこととかしたこととかしたこととか定額給付金定額給付金定額給付金定額給付金ののののチラシチラシチラシチラシをををを作成作成作成作成したこととかしたこととかしたこととかしたこととか、、、、公民館公民館公民館公民館のののの使使使使

用料有料化用料有料化用料有料化用料有料化にににに伴伴伴伴ってってってって申請書申請書申請書申請書をををを印刷印刷印刷印刷したこととかしたこととかしたこととかしたこととか、、、、いろんないろんないろんないろんな要因要因要因要因がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、

印刷物印刷物印刷物印刷物がががが若干増若干増若干増若干増えたということをえたということをえたということをえたということを分析分析分析分析しておりますしておりますしておりますしております。。。。

２０２０２０２０年度年度年度年度のののの、、、、特特特特にににに全市的全市的全市的全市的にあったこれらのにあったこれらのにあったこれらのにあったこれらの一過性一過性一過性一過性のものをのものをのものをのものを除除除除くとくとくとくと前年度前年度前年度前年度にににに比比比比

べてべてべてべて３３３３．．．．５５５５％％％％のののの減減減減になるんですけれどもになるんですけれどもになるんですけれどもになるんですけれども基準年基準年基準年基準年にににに比比比比べるとそれでもべるとそれでもべるとそれでもべるとそれでも６６６６％％％％のののの増増増増にににに

なっておりますなっておりますなっておりますなっております。。。。用紙類用紙類用紙類用紙類のののの増加増加増加増加につきましてはいつもにつきましてはいつもにつきましてはいつもにつきましてはいつも統括推進委員会統括推進委員会統括推進委員会統括推進委員会でででで議論議論議論議論をををを

していただいてしていただいてしていただいてしていただいて、、、、今後今後今後今後もももも注意注意注意注意していかなければならないししていかなければならないししていかなければならないししていかなければならないし、、、、統括推進委員会統括推進委員会統括推進委員会統括推進委員会のののの

中中中中でもでもでもでも電子電子電子電子メールメールメールメールでででで電子媒体電子媒体電子媒体電子媒体でででで送送送送られていることがられていることがられていることがられていることが多多多多くなってくなってくなってくなって、、、、紙紙紙紙でででで郵送郵送郵送郵送されされされされ

るるるる場合場合場合場合にににに比比比比べてべてべてべて送付送付送付送付されるされるされるされる資料資料資料資料のののの量量量量がががが増増増増えているとかそのためにえているとかそのためにえているとかそのためにえているとかそのために印刷印刷印刷印刷してしてしてして利用利用利用利用

するためにするためにするためにするために紙使用量紙使用量紙使用量紙使用量がががが増増増増えているとかえているとかえているとかえているとか、、、、インターネットインターネットインターネットインターネットをををを通通通通じてじてじてじて情報収集情報収集情報収集情報収集がががが容容容容

易易易易になったということもになったということもになったということもになったということも原因原因原因原因かなということがありますかなということがありますかなということがありますかなということがあります。。。。これについてはこれについてはこれについてはこれについては、、、、たたたた

とえばとえばとえばとえば、、、、コピーコピーコピーコピー機機機機のののの横横横横にににに啓発啓発啓発啓発シールシールシールシールをををを貼貼貼貼ったりったりったりったり、、、、事務局事務局事務局事務局でもいろんなことをでもいろんなことをでもいろんなことをでもいろんなことを考考考考

えておるんですがえておるんですがえておるんですがえておるんですが、、、、今年度今年度今年度今年度にこのにこのにこのにこの計画計画計画計画がががが終了終了終了終了することからすることからすることからすることから新計画新計画新計画新計画をををを策定策定策定策定するにするにするにするに

あたってはあたってはあたってはあたっては今度一度各部今度一度各部今度一度各部今度一度各部でででで用紙使用量用紙使用量用紙使用量用紙使用量のののの目標値目標値目標値目標値をををを定定定定めてそれをめてそれをめてそれをめてそれを元元元元にににに各部各部各部各部ごとにごとにごとにごとに

チェックチェックチェックチェックしていただこうとしていただこうとしていただこうとしていただこうと、、、、案案案案としてとしてとしてとして考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。いろんなことをかみいろんなことをかみいろんなことをかみいろんなことをかみ合合合合

わせながらできるだけわせながらできるだけわせながらできるだけわせながらできるだけ用紙類用紙類用紙類用紙類についてもについてもについてもについても削減削減削減削減のののの方向方向方向方向をををを目指目指目指目指していきたいというしていきたいというしていきたいというしていきたいという

思思思思いはいはいはいは持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 はいはいはいはい、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。河野委員河野委員河野委員河野委員、、、、よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。



他他他他にににに････････････どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

、 、、 、、 、、 、木下委員木下委員木下委員木下委員 おそらく いろんなごおそらく いろんなごおそらく いろんなごおそらく いろんなご質問質問質問質問があったりっていうがあったりっていうがあったりっていうがあったりっていう一番大一番大一番大一番大きなきなきなきな原因原因原因原因ってってってって言言言言うのはうのはうのはうのは

報告書報告書報告書報告書っていうのがっていうのがっていうのがっていうのが表表表表のののの数字数字数字数字しかしかしかしか出出出出てないというところだとてないというところだとてないというところだとてないというところだと思思思思うんですねうんですねうんですねうんですね。。。。

数字数字数字数字ってってってって言言言言うのはうのはうのはうのは、、、、どうどうどうどう分析分析分析分析するかということがするかということがするかということがするかということが重要重要重要重要だとだとだとだと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、そそそそ

れはれはれはれは報告書報告書報告書報告書のののの中中中中にににに書書書書かれてですねかれてですねかれてですねかれてですね、、、、たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、これはこれはこれはこれは数字的数字的数字的数字的にはにはにはには減減減減っているんっているんっているんっているん

だけどだけどだけどだけど減減減減っているとっているとっているとっていると見見見見てはいけないてはいけないてはいけないてはいけない････････････とかとかとかとか、、、、増増増増えているんだけどえているんだけどえているんだけどえているんだけど今後今後今後今後はどうしはどうしはどうしはどうし

なくちゃいけないんだとかなくちゃいけないんだとかなくちゃいけないんだとかなくちゃいけないんだとか、、、、そういったそういったそういったそういった分析結果分析結果分析結果分析結果をををを････････････どうしようかどうしようかどうしようかどうしようか････････････っていっていっていってい

うのをうのをうのをうのを書書書書かれるとかれるとかれるとかれると、、、、読読読読みみみみ手手手手としてはとしてはとしてはとしては良良良良くわかりますしねくわかりますしねくわかりますしねくわかりますしね。。。。

あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、ここをもうちょっとやったらここをもうちょっとやったらここをもうちょっとやったらここをもうちょっとやったら良良良良いといういといういといういという意見意見意見意見もももも出出出出てくるんだとてくるんだとてくるんだとてくるんだと思思思思

うしうしうしうし、、、、今今今今ごごごご質問質問質問質問があったらがあったらがあったらがあったら初初初初めてめてめてめて分析結果分析結果分析結果分析結果がががが出出出出てくるてくるてくるてくる････････････そういうそういうそういうそういう面面面面ではではではでは報告書報告書報告書報告書

としてはあまりどうかとしてはあまりどうかとしてはあまりどうかとしてはあまりどうか････････････非常非常非常非常にににに不備不備不備不備なんじゃないかなというなんじゃないかなというなんじゃないかなというなんじゃないかなという感感感感じがするんですじがするんですじがするんですじがするんです

けれどもけれどもけれどもけれども････････････

今回今回今回今回はこれではこれではこれではこれで終終終終わりかもしれませんがわりかもしれませんがわりかもしれませんがわりかもしれませんが、、、、次年度次年度次年度次年度からはからはからはからは、、、、ぜひそういったぜひそういったぜひそういったぜひそういった点点点点をををを

加加加加えたえたえたえた報告書報告書報告書報告書にしていただくといいかなってにしていただくといいかなってにしていただくといいかなってにしていただくといいかなって思思思思っていますっていますっていますっています。。。。

竹岡会長 他竹岡会長 他竹岡会長 他竹岡会長 他のののの委員委員委員委員のののの方方方方からこのからこのからこのからこの環境率先行動計画環境率先行動計画環境率先行動計画環境率先行動計画のごのごのごのご報告報告報告報告にににに関関関関してしてしてして質問質問質問質問がががが出出出出なければなければなければなければ

先先先先にににに進進進進みたいとみたいとみたいとみたいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、議論議論議論議論のののの中中中中でででで委員委員委員委員のののの多多多多くのくのくのくの方方方方からいくつかのからいくつかのからいくつかのからいくつかの

疑問疑問疑問疑問がががが提出提出提出提出されましたされましたされましたされました。。。。有益有益有益有益なななな疑問疑問疑問疑問であったとであったとであったとであったと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、これにつきましこれにつきましこれにつきましこれにつきまし

てはてはてはては、、、、不明不明不明不明のところはのところはのところはのところは、、、、事務局事務局事務局事務局のほうでのほうでのほうでのほうで調整調整調整調整していただきましてしていただきましてしていただきましてしていただきまして、、、、またまたまたまた確確確確かなかなかなかな

数値数値数値数値のののの報告報告報告報告をいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

またまたまたまた、、、、木下委員木下委員木下委員木下委員からもからもからもからも貴重貴重貴重貴重なななな意見意見意見意見がががが出出出出されましたのでされましたのでされましたのでされましたので、、、、ごごごご参考参考参考参考にしていただにしていただにしていただにしていただ

きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

それではそれではそれではそれでは、、、、あらかたあらかたあらかたあらかた今今今今のののの問題問題問題問題にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては出出出出たようでございますのでたようでございますのでたようでございますのでたようでございますので、、、、次次次次

にににに進進進進みたいとみたいとみたいとみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

、 。、 。、 。、 。次次次次はははは 議事審査議事審査議事審査議事審査((((２２２２))))のののの環境保全条例改正作業環境保全条例改正作業環境保全条例改正作業環境保全条例改正作業のののの経過報告経過報告経過報告経過報告についてでありますについてでありますについてでありますについてであります

、 、 。、 、 。、 、 。、 、 。これにつきましても まずこれにつきましても まずこれにつきましても まずこれにつきましても まず 事務局事務局事務局事務局のののの方方方方からごからごからごからご説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと存存存存じますじますじますじます

事務局事務局事務局事務局 それではそれではそれではそれでは 「「「「環境保全条例改正作業環境保全条例改正作業環境保全条例改正作業環境保全条例改正作業のののの経過報告経過報告経過報告経過報告」」」」をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。、、、、

今回今回今回今回、、、、新新新新しくしくしくしく委員委員委員委員にににに就任就任就任就任いただいたいただいたいただいたいただいた方方方方がおられますのでがおられますのでがおられますのでがおられますので、、、、改改改改めてめてめてめて環境保全条環境保全条環境保全条環境保全条

例例例例のののの見直見直見直見直しをしをしをしを検討検討検討検討することになったすることになったすることになったすることになった経過経過経過経過からからからから説明説明説明説明をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。

環境審議会環境審議会環境審議会環境審議会はははは平成平成平成平成１５１５１５１５年年年年６６６６月月月月にににに「「「「新新新新しいしいしいしい課題課題課題課題にににに適応適応適応適応したしたしたした川西市川西市川西市川西市のののの環境施策環境施策環境施策環境施策のののの

ありありありあり方方方方」」」」についてについてについてについて、、、、市長市長市長市長からからからから諮問諮問諮問諮問をををを受受受受けけけけ、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年１２１２１２１２月月月月にこのにこのにこのにこの諮問事項諮問事項諮問事項諮問事項のののの

うちうちうちうち 「「「「環境基本条例環境基本条例環境基本条例環境基本条例のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて」」」」のののの答申答申答申答申をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。、、、、

またまたまたまた、、、、このこのこのこの間間間間、、、、審議会審議会審議会審議会ではではではでは「「「「猪名川上流広域猪名川上流広域猪名川上流広域猪名川上流広域ごみごみごみごみ処理施設建設事業処理施設建設事業処理施設建設事業処理施設建設事業にににに伴伴伴伴うううう環環環環

境影響評価準備書境影響評価準備書境影響評価準備書境影響評価準備書にににに対対対対するするするする市長意見市長意見市長意見市長意見についてについてについてについて」」」」をををを市長市長市長市長からからからから諮問諮問諮問諮問をををを受受受受けけけけ、、、、ごみごみごみごみ処処処処

理施設理施設理施設理施設にににに関関関関するするするするアセスメントアセスメントアセスメントアセスメントのののの協議協議協議協議もももも行行行行いいいい、、、、答申答申答申答申をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。

市市市市はははは、、、、環境審議会環境審議会環境審議会環境審議会からからからから答申答申答申答申をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた「「「「環境基本条例環境基本条例環境基本条例環境基本条例のありのありのありのあり方方方方」」」」についてについてについてについて

、 。 、、 。 、、 。 、、 。 、のののの内容内容内容内容をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ 平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年６６６６月月月月にににに川西市環境基本条例川西市環境基本条例川西市環境基本条例川西市環境基本条例をををを制定制定制定制定しました またしました またしました またしました また

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年３３３３月月月月にににに川西市川西市川西市川西市のののの環境施策環境施策環境施策環境施策のののの基本指針基本指針基本指針基本指針となるとなるとなるとなる環境基本計画環境基本計画環境基本計画環境基本計画のありのありのありのあり方方方方にににに

ついてのついてのついてのついての答申答申答申答申もももも行行行行いましたいましたいましたいました。。。。

そのそのそのその後後後後、、、、審議会審議会審議会審議会としてはとしてはとしてはとしては、、、、昭和昭和昭和昭和４８４８４８４８年年年年にににに制定制定制定制定したしたしたした環境保全条例環境保全条例環境保全条例環境保全条例がががが、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８

年年年年にににに制定制定制定制定したしたしたした環境基本条例環境基本条例環境基本条例環境基本条例のののの理念理念理念理念やややや内容内容内容内容とのとのとのとの整合整合整合整合をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があることやがあることやがあることやがあることや今日今日今日今日

のののの社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢やややや環境施策環境施策環境施策環境施策にににに適合適合適合適合させるさせるさせるさせる必要必要必要必要があることからがあることからがあることからがあることから、、、、環境保全条例環境保全条例環境保全条例環境保全条例のののの改正改正改正改正

、 。、 。、 。、 。がががが諮問事項諮問事項諮問事項諮問事項にににに対対対対するするするする残残残残されたされたされたされた課題課題課題課題であるとしてであるとしてであるとしてであるとして 検討検討検討検討にににに入入入入ることとなりましたることとなりましたることとなりましたることとなりました

条例条例条例条例のののの改正改正改正改正にはにはにはには法的法的法的法的なななな専門性専門性専門性専門性がががが必要必要必要必要となることからとなることからとなることからとなることから、、、、審議会審議会審議会審議会のののの了承了承了承了承をををを得得得得てててて環環環環

境保全条例境保全条例境保全条例境保全条例のののの見直見直見直見直しをしをしをしを専門専門専門専門にににに行行行行うううう専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会をををを設置設置設置設置しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会

というのはというのはというのはというのは審議会規則第審議会規則第審議会規則第審議会規則第５５５５条条条条にににに規定規定規定規定がありがありがありがあり、、、、市長市長市長市長はははは専門的事項専門的事項専門的事項専門的事項をををを調査調査調査調査させるたさせるたさせるたさせるた

めめめめ必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、委員委員委員委員とはとはとはとは別別別別にににに専門委員専門委員専門委員専門委員をおくことができるをおくことができるをおくことができるをおくことができる。。。。そそそそ

してしてしてして専門委員専門委員専門委員専門委員はははは当該専門的事項当該専門的事項当該専門的事項当該専門的事項にににに関関関関するするするする調査調査調査調査がががが終了終了終了終了したときはしたときはしたときはしたときは、、、、解職解職解職解職されるもされるもされるもされるも

のとするとしておりますのとするとしておりますのとするとしておりますのとするとしております。。。。このこのこのこの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき、、、、市市市市はははは３３３３名名名名のののの行政法行政法行政法行政法をををを専門専門専門専門とするとするとするとする

学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者にににに専門委員専門委員専門委員専門委員をおをおをおをお願願願願いしいしいしいし、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年１１１１１１１１月月月月からからからから専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会でのでのでのでの協議協議協議協議

をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。現時点現時点現時点現時点までまでまでまで計計計計８８８８回専門委員会回専門委員会回専門委員会回専門委員会をををを開催開催開催開催しておりますしておりますしておりますしております。。。。そしてそしてそしてそして



今後今後今後今後、、、、最終的最終的最終的最終的にににに、、、、専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会でのでのでのでの協議協議協議協議がまとまればがまとまればがまとまればがまとまれば、、、、専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会からからからから市長市長市長市長にににに報報報報

告告告告をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、それをそれをそれをそれを受受受受けけけけ市長市長市長市長からからからから当審議会当審議会当審議会当審議会にににに報告報告報告報告しししし、、、、改改改改めてめてめてめて審議会審議会審議会審議会でごでごでごでご審議審議審議審議

いただくいただくいただくいただく予定予定予定予定としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。

それではそれではそれではそれでは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会でごでごでごでご協議協議協議協議いただいているいただいているいただいているいただいている環境保全条例環境保全条例環境保全条例環境保全条例のののの改正改正改正改正

作業作業作業作業のののの経過報告経過報告経過報告経過報告をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。

まずまずまずまず、、、、専門委員専門委員専門委員専門委員ですがですがですがですが、、、、神戸大学大学院法学研究科神戸大学大学院法学研究科神戸大学大学院法学研究科神戸大学大学院法学研究科のののの角松生史角松生史角松生史角松生史（（（（かどまつなかどまつなかどまつなかどまつな

るふみるふみるふみるふみ））））先生先生先生先生、、、、立命館大学政策科学部立命館大学政策科学部立命館大学政策科学部立命館大学政策科学部のののの小幡範雄小幡範雄小幡範雄小幡範雄（（（（おばたのりおおばたのりおおばたのりおおばたのりお））））先生先生先生先生、、、、そしそしそしそし

てててて当初当初当初当初はははは大阪学院大学法学部大阪学院大学法学部大阪学院大学法学部大阪学院大学法学部のののの小幡雅男小幡雅男小幡雅男小幡雅男（（（（おばたまさおおばたまさおおばたまさおおばたまさお））））先生先生先生先生でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、小幡小幡小幡小幡

先生先生先生先生がががが今年度今年度今年度今年度からからからから常勤常勤常勤常勤のののの公害健康被害補償不服審査委員公害健康被害補償不服審査委員公害健康被害補償不服審査委員公害健康被害補償不服審査委員となられたためとなられたためとなられたためとなられたため、、、、小幡小幡小幡小幡

先生先生先生先生からからからから兼職兼職兼職兼職のののの制限制限制限制限とととと勤務勤務勤務勤務のためのためのためのため東京東京東京東京のののの国分寺国分寺国分寺国分寺のののの自宅自宅自宅自宅にににに戻戻戻戻るのでるのでるのでるので専門委員専門委員専門委員専門委員をををを辞辞辞辞

退退退退させていただきたいとのさせていただきたいとのさせていただきたいとのさせていただきたいとの報告報告報告報告をををを受受受受けけけけ、、、、後任後任後任後任としてとしてとしてとして今年度今年度今年度今年度からからからから関西学院大学法関西学院大学法関西学院大学法関西学院大学法

学部学部学部学部のののの野田崇野田崇野田崇野田崇（（（（のだたかしのだたかしのだたかしのだたかし））））先生先生先生先生にににに就任就任就任就任をおをおをおをお願願願願いしいしいしいし、、、、今年度今年度今年度今年度もこれまでどおりもこれまでどおりもこれまでどおりもこれまでどおり

３３３３名名名名でででで協議協議協議協議をおをおをおをお願願願願いしておりますいしておりますいしておりますいしております。。。。

それではそれではそれではそれでは、、、、環境保全条例改正環境保全条例改正環境保全条例改正環境保全条例改正のののの趣旨趣旨趣旨趣旨でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、本市本市本市本市のののの環境保全条例環境保全条例環境保全条例環境保全条例はははは、、、、

昭和昭和昭和昭和48484848年年年年10101010月月月月にににに公布公布公布公布しししし、、、、昭和昭和昭和昭和49494949年年年年4444月月月月からからからから施行施行施行施行したものでしたものでしたものでしたもので、、、、制定制定制定制定からからからから35353535年年年年がががが経過経過経過経過

しししし、、、、当時当時当時当時はははは、、、、高度経済成長期高度経済成長期高度経済成長期高度経済成長期のののの末期末期末期末期でででで、、、、昭和昭和昭和昭和40404040年代年代年代年代のののの公害発生公害発生公害発生公害発生のののの教訓教訓教訓教訓からからからから先進先進先進先進

的的的的なななな公害対策行政公害対策行政公害対策行政公害対策行政がががが社会社会社会社会からからからから切望切望切望切望されていたされていたされていたされていた時代時代時代時代でありましたがでありましたがでありましたがでありましたが、、、、現在現在現在現在はははは、、、、公公公公

害関係法令害関係法令害関係法令害関係法令もほぼもほぼもほぼもほぼ整備整備整備整備されされされされ、、、、自然環境自然環境自然環境自然環境････生活環境生活環境生活環境生活環境････歴史的文化的環境歴史的文化的環境歴史的文化的環境歴史的文化的環境のののの保全保全保全保全のみのみのみのみ

、 、 、、 、 、、 、 、、 、 、ならずならずならずならず 地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化をををを防止防止防止防止しししし地球環境地球環境地球環境地球環境のののの保全保全保全保全にににに貢献貢献貢献貢献するためするためするためするため 行政行政行政行政のみならずのみならずのみならずのみならず

市民市民市民市民やややや事業者事業者事業者事業者もももも一体一体一体一体となってとなってとなってとなって環境問題環境問題環境問題環境問題にににに取取取取りりりり組組組組まなければならないというまなければならないというまなければならないというまなければならないという時代時代時代時代

にににに変変変変わってきておりますわってきておりますわってきておりますわってきております。。。。またまたまたまた、、、、環境基本条例環境基本条例環境基本条例環境基本条例がががが環境審議会環境審議会環境審議会環境審議会のののの答申答申答申答申をををを受受受受けてけてけてけて、、、、

平成平成平成平成18181818年年年年7777月月月月にににに制定制定制定制定されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、そのそのそのその基本理念基本理念基本理念基本理念やややや内容内容内容内容においてにおいてにおいてにおいて齟齬齟齬齟齬齟齬がががが生生生生じていじていじていじてい

ることもありることもありることもありることもあり改正改正改正改正がががが必要必要必要必要とされたものですとされたものですとされたものですとされたものです。。。。またまたまたまた、、、、環境保全条例環境保全条例環境保全条例環境保全条例のののの規定規定規定規定そのもそのもそのもそのも

のがのがのがのが複雑複雑複雑複雑でわかりにくいでわかりにくいでわかりにくいでわかりにくい構成構成構成構成になっているのでになっているのでになっているのでになっているので、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ理路整然理路整然理路整然理路整然としたわとしたわとしたわとしたわ

かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい構成構成構成構成にににに見直見直見直見直すことですことですことですことでスタートスタートスタートスタートいたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会のののの開催状況開催状況開催状況開催状況はははは、、、、別添資料別添資料別添資料別添資料のとおりでございますのとおりでございますのとおりでございますのとおりでございます。。。。なにぶんなにぶんなにぶんなにぶん、、、、広範広範広範広範

囲囲囲囲にわたるにわたるにわたるにわたる条例条例条例条例でありでありでありであり、、、、鋭意検討鋭意検討鋭意検討鋭意検討いただいているもののかなりいただいているもののかなりいただいているもののかなりいただいているもののかなり時間時間時間時間がががが経過経過経過経過してしてしてして

おりますおりますおりますおります。。。。

現時点現時点現時点現時点ではではではでは専門委員専門委員専門委員専門委員からからからから、、、、環境保全条例改正環境保全条例改正環境保全条例改正環境保全条例改正にににに係係係係るるるる中間取中間取中間取中間取りまとめのたたきりまとめのたたきりまとめのたたきりまとめのたたき

台台台台をいただいておりをいただいておりをいただいておりをいただいており、、、、環境基本条例環境基本条例環境基本条例環境基本条例のののの基本理念基本理念基本理念基本理念やややや内容内容内容内容とととと環境保全条例環境保全条例環境保全条例環境保全条例とのとのとのとの整合整合整合整合

性性性性をををを図図図図ることについてることについてることについてることについて第第第第１１１１条条条条からからからから第第第第１７１７１７１７条条条条までのまでのまでのまでの検討結果検討結果検討結果検討結果をををを整理整理整理整理いただいていいただいていいただいていいただいてい

ますますますます。。。。なおなおなおなお、、、、第第第第１８１８１８１８条以降特条以降特条以降特条以降特にににに２４２４２４２４条条条条のののの許可基準許可基準許可基準許可基準などになどになどになどに関関関関しししし、、、、現在現在現在現在のののの社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢

又又又又はははは環境施策環境施策環境施策環境施策にににに適合適合適合適合しなくなったしなくなったしなくなったしなくなった内容内容内容内容のののの見直見直見直見直しをしをしをしを図図図図ることについてはることについてはることについてはることについては、、、、専門委専門委専門委専門委

員員員員からそのからそのからそのからその大部分大部分大部分大部分はははは立法技術上立法技術上立法技術上立法技術上のののの問題問題問題問題というよりむしろというよりむしろというよりむしろというよりむしろ川西市川西市川西市川西市としてのとしてのとしてのとしての政策決政策決政策決政策決

定定定定のののの問題問題問題問題でありでありでありであり、、、、当委員会当委員会当委員会当委員会のののの任務任務任務任務をををを超超超超えるえるえるえる事項事項事項事項であるとのであるとのであるとのであるとの指摘指摘指摘指摘がありがありがありがあり、、、、現在現在現在現在、、、、

事務局内部事務局内部事務局内部事務局内部でででで市市市市としてのとしてのとしてのとしての考考考考ええええ方方方方のののの整理整理整理整理をををを行行行行っているところでございますっているところでございますっているところでございますっているところでございます。。。。今後今後今後今後

ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールについてのについてのについてのについての事務局事務局事務局事務局のののの思思思思いとしましてはいとしましてはいとしましてはいとしましては、、、、市市市市としてのとしてのとしてのとしての考考考考ええええ方方方方をををを事事事事

務局内部務局内部務局内部務局内部でできるだけでできるだけでできるだけでできるだけ早急早急早急早急にににに検討検討検討検討しししし、、、、今年度中今年度中今年度中今年度中にはそれをにはそれをにはそれをにはそれを専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会におにおにおにお示示示示しししし

するするするする。。。。そしてそしてそしてそして、、、、新年度中新年度中新年度中新年度中でにはでにはでにはでには専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会のののの検討検討検討検討をををを終終終終ええええ、、、、審議会審議会審議会審議会でででで環境保全条環境保全条環境保全条環境保全条

例例例例のののの改正改正改正改正についてごについてごについてごについてご議論議論議論議論いただけるようにいただけるようにいただけるようにいただけるように進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

以上以上以上以上でででで、、、、簡単簡単簡単簡単ですがですがですがですが環境保全条例改正作業環境保全条例改正作業環境保全条例改正作業環境保全条例改正作業のののの経過経過経過経過のののの報告報告報告報告とさせていただきまとさせていただきまとさせていただきまとさせていただきま

すすすす。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。

事務局事務局事務局事務局のののの説明説明説明説明がががが終終終終わりましたわりましたわりましたわりました。。。。以前以前以前以前からからからから当審議会当審議会当審議会当審議会でもでもでもでも話題話題話題話題にしておりますにしておりますにしておりますにしております環環環環

境保全条例境保全条例境保全条例境保全条例のののの改正作業改正作業改正作業改正作業がだいぶがだいぶがだいぶがだいぶ長引長引長引長引いているいているいているいている様様様様でございますでございますでございますでございます。。。。このことにこのことにこのことにこのことに関関関関しししし

ましてましてましてまして、、、、今今今今、、、、事務局事務局事務局事務局からのからのからのからの報告報告報告報告がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、委員委員委員委員のののの方方方方からからからから何何何何かごかごかごかご質問質問質問質問、、、、ごごごご

意見意見意見意見がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ自由自由自由自由におっしゃってくださいにおっしゃってくださいにおっしゃってくださいにおっしゃってください。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

現在現在現在現在のののの環境保全条例環境保全条例環境保全条例環境保全条例がががが、、、、おおおお手元手元手元手元にあるかとにあるかとにあるかとにあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。第第第第１８１８１８１８条以降条以降条以降条以降２４２４２４２４条条条条まままま

でのでのでのでの許可基準許可基準許可基準許可基準にににに関関関関しましてしましてしましてしまして川西市川西市川西市川西市としてのとしてのとしてのとしての考考考考ええええ方方方方をををを整理整理整理整理されているところであされているところであされているところであされているところであ



りましてりましてりましてりまして、、、、これがこれがこれがこれが３３３３月末月末月末月末までにまでにまでにまでに終終終終えられるえられるえられるえられる予定予定予定予定でででで、、、、新年度新年度新年度新年度４４４４月月月月からまたからまたからまたからまた専門委専門委専門委専門委

員員員員のののの協議協議協議協議がまとまりますのはがまとまりますのはがまとまりますのはがまとまりますのは、、、、夏頃夏頃夏頃夏頃になりそうですねになりそうですねになりそうですねになりそうですね。。。。

事務局事務局事務局事務局 できるだけできるだけできるだけできるだけ、、、、頑張頑張頑張頑張ってってってって専門委員専門委員専門委員専門委員のののの方方方方々々々々とととと協議協議協議協議をさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 はいはいはいはい、、、、ごごごご質問質問質問質問ごごごご意見意見意見意見がございましたらおっしゃってくださいがございましたらおっしゃってくださいがございましたらおっしゃってくださいがございましたらおっしゃってください。。。。

服部委員服部委員服部委員服部委員 すみませんすみませんすみませんすみません。。。。よろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうか。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 はいはいはいはい。。。。服部委員服部委員服部委員服部委員どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

服部委員服部委員服部委員服部委員 すみませんすみませんすみませんすみません。。。。新任新任新任新任でででで、、、、わからないものでわからないものでわからないものでわからないもので教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。

環境保全条例環境保全条例環境保全条例環境保全条例にににに基基基基づくづくづくづく環境保全審議会環境保全審議会環境保全審議会環境保全審議会というのはというのはというのはというのは、、、、まだあるまだあるまだあるまだある訳訳訳訳なんでしょうなんでしょうなんでしょうなんでしょう

かかかか。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 それがそれがそれがそれが今今今今、、、、このこのこのこの環境審議会環境審議会環境審議会環境審議会になっているんだとになっているんだとになっているんだとになっているんだと思思思思いますいますいますいます。。。。

はいはいはいはい、、、、事務局事務局事務局事務局。。。。

事務局 環境審議会事務局 環境審議会事務局 環境審議会事務局 環境審議会につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、環境基本条例環境基本条例環境基本条例環境基本条例にににに規定規定規定規定がございましてがございましてがございましてがございまして環境基本条例環境基本条例環境基本条例環境基本条例

のののの第第第第４４４４章第章第章第章第２２２２２２２２条環境審議会条環境審議会条環境審議会条環境審議会のののの規定規定規定規定がございますがございますがございますがございます。。。。それとそれとそれとそれと同同同同じくじくじくじく環境審議会規環境審議会規環境審議会規環境審議会規

則則則則というものもございますというものもございますというものもございますというものもございます。。。。

、 。、 。、 。、 。服部委員 環境保全条例服部委員 環境保全条例服部委員 環境保全条例服部委員 環境保全条例のののの中中中中にににに旧審議会旧審議会旧審議会旧審議会ということでということでということでということで 環境保全審議会環境保全審議会環境保全審議会環境保全審議会というというというという名前名前名前名前がががが････････････

竹岡会長 環境保全審議会竹岡会長 環境保全審議会竹岡会長 環境保全審議会竹岡会長 環境保全審議会というのはというのはというのはというのは、、、、もうないんでしょもうないんでしょもうないんでしょもうないんでしょ。。。。

はいはいはいはい、、、、事務局事務局事務局事務局。。。。

事務局 環境基本条例事務局 環境基本条例事務局 環境基本条例事務局 環境基本条例をををを平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年にににに作作作作ったったったった時時時時にこのにこのにこのにこの審議会審議会審議会審議会もももも環境基本条例環境基本条例環境基本条例環境基本条例にににに基基基基づくづくづくづく

環境審議会環境審議会環境審議会環境審議会ということでということでということでということで、、、、従来従来従来従来のののの環境保全審議会環境保全審議会環境保全審議会環境保全審議会はははは名前名前名前名前をををを変変変変えてえてえてえて環境審議会環境審議会環境審議会環境審議会のののの

なっておりますなっておりますなっておりますなっております。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 そんなそんなそんなそんな答答答答えでえでえでえで、、、、よろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうか。。。。

服部委員服部委員服部委員服部委員 はいはいはいはい、、、、すみませんすみませんすみませんすみません。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 このこのこのこの部分部分部分部分はははは、、、、今今今今、、、、委員委員委員委員のののの方方方方々々々々からいろいろごからいろいろごからいろいろごからいろいろご意見意見意見意見をいただくというよりはをいただくというよりはをいただくというよりはをいただくというよりは、、、、

専門委員専門委員専門委員専門委員のののの先生方先生方先生方先生方になるべくになるべくになるべくになるべく早早早早くですねくですねくですねくですね、、、、ごごごご協議協議協議協議をいただいてまとめていただをいただいてまとめていただをいただいてまとめていただをいただいてまとめていただ

。。。。くということをくということをくということをくということを我我我我々々々々としてもおとしてもおとしてもおとしてもお願願願願いするということでいいのだろうといするということでいいのだろうといするということでいいのだろうといするということでいいのだろうと思思思思いますいますいますいます

よろしゅうございますかよろしゅうございますかよろしゅうございますかよろしゅうございますか。。。。

宮坂委員宮坂委員宮坂委員宮坂委員、、、、今今今今のののの問題問題問題問題ですねですねですねですね････････････どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

宮坂委員 今宮坂委員 今宮坂委員 今宮坂委員 今、、、、おっしゃっているおっしゃっているおっしゃっているおっしゃっている所所所所のののの重点的重点的重点的重点的なものというのはなものというのはなものというのはなものというのは、、、、条例条例条例条例のののの３３３３章章章章のここののここののここののここの部部部部

分分分分がががが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要だとだとだとだと思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど、、、、工場設置工場設置工場設置工場設置、、、、文化文化文化文化、、、、というというというという部分部分部分部分････････････これだけこれだけこれだけこれだけ

ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、いろんないろんないろんないろんな部分部分部分部分をごをごをごをご検討検討検討検討いただいているといただいているといただいているといただいていると思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、そそそそ

のののの答申答申答申答申がががが出出出出たたたた時点時点時点時点でででで審議会審議会審議会審議会のののの方方方方からもうからもうからもうからもう一度要求一度要求一度要求一度要求なりなりなりなり要望要望要望要望なりというなりというなりというなりという内容盛内容盛内容盛内容盛りりりり

込込込込みにみにみにみに対対対対してのそういうものはしてのそういうものはしてのそういうものはしてのそういうものは出出出出せるんでしょうかせるんでしょうかせるんでしょうかせるんでしょうか。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 はいはいはいはい、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

事務局 審議会事務局 審議会事務局 審議会事務局 審議会でもでもでもでも協議協議協議協議いただくそのいただくそのいただくそのいただくその中中中中でででで、、、、ごごごご意見等提出意見等提出意見等提出意見等提出していただくしていただくしていただくしていただく場場場場はははは、、、、もちろもちろもちろもちろ

んんんん設設設設けさせていただきたいけさせていただきたいけさせていただきたいけさせていただきたい････････････ということですということですということですということです。。。。



竹岡会長 宮坂委員竹岡会長 宮坂委員竹岡会長 宮坂委員竹岡会長 宮坂委員からからからから今今今今のののの段階段階段階段階でででで、、、、このこのこのこの審議会審議会審議会審議会でのでのでのでの要望要望要望要望をををを出出出出せるということでございせるということでございせるということでございせるということでござい

ましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会へのへのへのへの協議協議協議協議がまとまりましたがまとまりましたがまとまりましたがまとまりました段階段階段階段階でででで、、、、ここでここでここでここで審議審議審議審議すすすす

るというるというるというるという手筈手筈手筈手筈になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、このあたりのこのあたりのこのあたりのこのあたりの２２２２のののの議題議題議題議題はははは終終終終わるこわるこわるこわるこ

とにしましてとにしましてとにしましてとにしまして、、、、３３３３のののの「「「「そのそのそのその他他他他」」」」にににに移移移移りたいとりたいとりたいとりたいと存存存存じますじますじますじます。。。。

事務局事務局事務局事務局はははは、、、、そのそのそのその他他他他としてとしてとしてとして何何何何かございますでしょうかかございますでしょうかかございますでしょうかかございますでしょうか。。。。

事務局 第事務局 第事務局 第事務局 第４４４４条条条条にににに部会部会部会部会のののの規定規定規定規定がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、第第第第４４４４条第条第条第条第１１１１項 審議会項 審議会項 審議会項 審議会はははは、、、、専門的事項専門的事項専門的事項専門的事項

をををを調査審議調査審議調査審議調査審議させるためさせるためさせるためさせるため、、、、部会部会部会部会をををを置置置置くことができるくことができるくことができるくことができる。。。。そしてそしてそしてそして第第第第２２２２項 部会項 部会項 部会項 部会にににに属属属属すすすす

べきべきべきべき委員委員委員委員はははは、、、、学識経験学識経験学識経験学識経験のあるのあるのあるのある審議会審議会審議会審議会のののの委員委員委員委員のうちからのうちからのうちからのうちから会長会長会長会長がががが指名指名指名指名するするするする。。。。となっとなっとなっとなっ

ていますていますていますています。。。。

部会部会部会部会につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては従来従来従来従来からからからから、、、、環境保全条例環境保全条例環境保全条例環境保全条例のののの改正改正改正改正にににに関関関関してしてしてして部会部会部会部会をををを設置設置設置設置してしてしてして

おりましておりましておりましておりまして、、、、またまたまたまた部会委員部会委員部会委員部会委員はははは会長会長会長会長のののの指名指名指名指名によりによりによりにより学識経験者全員学識経験者全員学識経験者全員学識経験者全員になっていただになっていただになっていただになっていただ

いておりますいておりますいておりますいております。。。。新新新新たなたなたなたな任期任期任期任期になったになったになったになった今期今期今期今期においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、これまでとこれまでとこれまでとこれまでと同様同様同様同様、、、、引引引引きききき続続続続

きききき部会部会部会部会をををを設置設置設置設置しししし、、、、学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者のののの委員全員委員全員委員全員委員全員がががが部会委員部会委員部会委員部会委員であることとさせていただであることとさせていただであることとさせていただであることとさせていただ

きますのできますのできますのできますので、、、、ごごごご了承了承了承了承のほどよろしくおのほどよろしくおのほどよろしくおのほどよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

そしてそしてそしてそして先先先先ほどほどほどほど説明説明説明説明させていただきましたがさせていただきましたがさせていただきましたがさせていただきましたが、、、、環境保全条例環境保全条例環境保全条例環境保全条例のののの改正改正改正改正にににに関関関関しししし、、、、今今今今

後後後後、、、、専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会のののの協議協議協議協議がまとまればがまとまればがまとまればがまとまれば、、、、審議会審議会審議会審議会でごでごでごでご議論議論議論議論いただきますがいただきますがいただきますがいただきますが、、、、そのそのそのその前前前前

にににに専門的事項専門的事項専門的事項専門的事項をををを調査審議調査審議調査審議調査審議するこのするこのするこのするこの部会部会部会部会をををを開催開催開催開催しししし、、、、部会部会部会部会でででで専門委員専門委員専門委員専門委員がまとめていがまとめていがまとめていがまとめてい

ただいたただいたただいたただいた報告報告報告報告をををを基基基基にににに審議審議審議審議したしたしたした後後後後、、、、審議会審議会審議会審議会でごでごでごでご協議協議協議協議させていただきたくさせていただきたくさせていただきたくさせていただきたく考考考考えておえておえておえてお

りますのでりますのでりますのでりますので、、、、何何何何とぞよろしくおとぞよろしくおとぞよろしくおとぞよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

竹岡会長 今竹岡会長 今竹岡会長 今竹岡会長 今もももも手続手続手続手続きはきはきはきは規則規則規則規則でででで決決決決まっておるんですねまっておるんですねまっておるんですねまっておるんですね。。。。

事務局 川西市環境審議会規則事務局 川西市環境審議会規則事務局 川西市環境審議会規則事務局 川西市環境審議会規則････････････おおおお手元手元手元手元にににに資料資料資料資料がございますががございますががございますががございますが、、、、そのそのそのその第第第第４４４４条条条条にににに部会部会部会部会とととと

いういういういう規定規定規定規定がございますがございますがございますがございます。。。。

このこのこのこの部会部会部会部会というというというという規定規定規定規定につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、前前前前のののの審議会審議会審議会審議会、、、、任期前任期前任期前任期前のののの審議会審議会審議会審議会のののの時時時時からからからから

設置設置設置設置されておりましてされておりましてされておりましてされておりまして、、、、これをこれをこれをこれを引引引引きききき続続続続きききき今期今期今期今期につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても行行行行っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと

いうことでございますいうことでございますいうことでございますいうことでございます。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 はいはいはいはい。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその部会部会部会部会のののの委員委員委員委員はははは、、、、学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者のののの････････････というというというという風風風風にににに決決決決まっているまっているまっているまっている

んでしょうかんでしょうかんでしょうかんでしょうか。。。。

事務局 名簿事務局 名簿事務局 名簿事務局 名簿のののの学識経験者井口先生学識経験者井口先生学識経験者井口先生学識経験者井口先生からからからから服部先生服部先生服部先生服部先生までまでまでまで一応全員一応全員一応全員一応全員をををを前回学識経験者全員前回学識経験者全員前回学識経験者全員前回学識経験者全員

がががが部会委員部会委員部会委員部会委員とするというとするというとするというとするという風風風風にににに指名指名指名指名させていただいておりますのでさせていただいておりますのでさせていただいておりますのでさせていただいておりますので、、、、今期今期今期今期につきにつきにつきにつき

ましてもましてもましてもましても引引引引きききき続続続続きおきおきおきお願願願願いしたいということをいしたいということをいしたいということをいしたいということを考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 ああああ、、、、そうですかそうですかそうですかそうですか。。。。はいはいはいはい、、、、わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。現在現在現在現在、、、、作業作業作業作業をををを進進進進めてもらっておりまめてもらっておりまめてもらっておりまめてもらっておりま

すすすす環境保全条例環境保全条例環境保全条例環境保全条例のののの改正改正改正改正につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、専門委員専門委員専門委員専門委員のののの方方方方々々々々のののの協議協議協議協議がまとまりますがまとまりますがまとまりますがまとまります

ればればればれば、、、、まずまずまずまず当審議会当審議会当審議会当審議会ののののメンバーメンバーメンバーメンバーのののの内学識経験者内学識経験者内学識経験者内学識経験者でででで構成構成構成構成されるといっておりますされるといっておりますされるといっておりますされるといっております

部会委員部会委員部会委員部会委員でででで審議審議審議審議いただきましてそのいただきましてそのいただきましてそのいただきましてその後審議会後審議会後審議会後審議会のののの全全全全メンバーメンバーメンバーメンバーでででで協議協議協議協議するというするというするというするという風風風風

にににに進進進進めてめてめてめて参参参参るというるというるというるという風風風風になっておるになっておるになっておるになっておる様様様様でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、こういうことでこういうことでこういうことでこういうことで

よろしゅうございましょうかよろしゅうございましょうかよろしゅうございましょうかよろしゅうございましょうか。。。。よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。

中野委員 良中野委員 良中野委員 良中野委員 良くわからないなあくわからないなあくわからないなあくわからないなあ。。。。普通普通普通普通ですねですねですねですね、、、、部会部会部会部会というのはというのはというのはというのは、、、、そのそのそのその、、、、たとえばですねたとえばですねたとえばですねたとえばですね

あのあのあのあの環境基本条例環境基本条例環境基本条例環境基本条例じゃなくじゃなくじゃなくじゃなく、、、、そのそのそのその環境環境環境環境といってもといってもといってもといっても非常非常非常非常にににに広範囲広範囲広範囲広範囲にににに渡渡渡渡るわけでするわけでするわけでするわけです

よねよねよねよね。。。。たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、普通他普通他普通他普通他のののの都市都市都市都市ではではではでは、、、、部会部会部会部会というのはというのはというのはというのは廃棄物部会廃棄物部会廃棄物部会廃棄物部会、、、、大気何大気何大気何大気何とかとかとかとか

部会部会部会部会、、、、とかですねとかですねとかですねとかですね。。。。分分分分けないことにはけないことにはけないことにはけないことには、、、、幾幾幾幾らららら学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者といったってといったってといったってといったって専門専門専門専門ののののテテテテ

リトリーリトリーリトリーリトリーがあるわけですからがあるわけですからがあるわけですからがあるわけですから、、、、このこのこのこの広範囲広範囲広範囲広範囲なななな環境環境環境環境にににに関関関関することすることすることすること全部丸投全部丸投全部丸投全部丸投げされげされげされげされ

てもですねてもですねてもですねてもですね、、、、おそらくこのおそらくこのおそらくこのおそらくこのメンバーメンバーメンバーメンバーはすごいはすごいはすごいはすごい少少少少ないですしねないですしねないですしねないですしね、、、、専門分野専門分野専門分野専門分野もかなもかなもかなもかな

りりりり全部全部全部全部をををを網羅網羅網羅網羅しているわけでもないですしねしているわけでもないですしねしているわけでもないですしねしているわけでもないですしね････････････このこのこのこの学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者がががが全部全部全部全部をををを全員全員全員全員そそそそ

のののの部会部会部会部会にあたってですねにあたってですねにあたってですねにあたってですね、、、、どんなことができるのかってどんなことができるのかってどんなことができるのかってどんなことができるのかって思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど････････････



竹岡会長 全員竹岡会長 全員竹岡会長 全員竹岡会長 全員といってもといってもといってもといっても６６６６人人人人ですかですかですかですか････････････。。。。ただただただただ、、、、そのそのそのその中中中中にはにはにはには、、、、残念残念残念残念ながらながらながらながら行政法行政法行政法行政法のののの先生先生先生先生

がおられませんのでねがおられませんのでねがおられませんのでねがおられませんのでね････････････それもそれもそれもそれも欠点欠点欠点欠点だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思いますがいますがいますがいますが････････････。。。。

中野委員 先程中野委員 先程中野委員 先程中野委員 先程のごのごのごのご説明説明説明説明でででで専門委員専門委員専門委員専門委員のののの範囲範囲範囲範囲をををを超超超超えているというごえているというごえているというごえているというご意見意見意見意見がたっているといがたっているといがたっているといがたっているとい

うおうおうおうお話話話話をををを伺伺伺伺ったんですけどねったんですけどねったんですけどねったんですけどね、、、、このこのこのこの環境保全条例環境保全条例環境保全条例環境保全条例をををを拝見拝見拝見拝見しましてねしましてねしましてねしましてね、、、、そういうそういうそういうそういう

風風風風にいわれるにいわれるにいわれるにいわれる意味意味意味意味はははは良良良良くわかるんですけれどもくわかるんですけれどもくわかるんですけれどもくわかるんですけれども････････････というのはですねというのはですねというのはですねというのはですね、、、、工場工場工場工場がががが何何何何

のこととかのこととかのこととかのこととか静穏静穏静穏静穏なりなりなりなり騒音騒音騒音騒音、、、、振動振動振動振動のこととかのこととかのこととかのこととか、、、、ものすごいものすごいものすごいものすごい広範囲広範囲広範囲広範囲････････････緑化緑化緑化緑化とかですとかですとかですとかです

ねねねね････････････本来本来本来本来、、、、専門専門専門専門専門専門専門専門のですねのですねのですねのですね、、、、専門家専門家専門家専門家がががが検討検討検討検討すべきことをわずかなすべきことをわずかなすべきことをわずかなすべきことをわずかな法律法律法律法律のののの専門専門専門専門

のののの３３３３名名名名かかかか４４４４名名名名のののの先生先生先生先生にににに全部検討全部検討全部検討全部検討してくださいってしてくださいってしてくださいってしてくださいって言言言言われたってわれたってわれたってわれたって、、、、それはそれはそれはそれは範囲範囲範囲範囲をををを

超超超超えるとえるとえるとえると思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、それでもそれでもそれでもそれでも範囲範囲範囲範囲をををを超超超超えてそれでもえてそれでもえてそれでもえてそれでも一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命やってくださっやってくださっやってくださっやってくださっ

てててて、、、、そのそのそのその決決決決まったものをまったものをまったものをまったものを６６６６人人人人のののの学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者にそれはどうかとにそれはどうかとにそれはどうかとにそれはどうかと投投投投げられてもですげられてもですげられてもですげられてもです

ねねねね、、、、そのそのそのその審議審議審議審議のののの仕様仕様仕様仕様がないかとがないかとがないかとがないかと私私私私はははは思思思思いますがいますがいますがいますが････････････

竹岡会長 中野委員竹岡会長 中野委員竹岡会長 中野委員竹岡会長 中野委員としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、専門委員専門委員専門委員専門委員のののの協議協議協議協議がまとまったがまとまったがまとまったがまとまった後後後後、、、、どういうどういうどういうどういうメンバーメンバーメンバーメンバー

でそれをでそれをでそれをでそれを審議審議審議審議するのがするのがするのがするのが望望望望ましいとおましいとおましいとおましいとお考考考考えでしょうかえでしょうかえでしょうかえでしょうか。。。。

中野委員中野委員中野委員中野委員 なんかそういうなんかそういうなんかそういうなんかそういう点点点点にににに関関関関してしてしてして････････････普通普通普通普通のののの、、、、一般的一般的一般的一般的なななな、、、、常識的常識的常識的常識的なななな考考考考えですとたとええですとたとええですとたとええですとたとえ

ばばばば緑化部会緑化部会緑化部会緑化部会、、、、廃棄物部会廃棄物部会廃棄物部会廃棄物部会とかですねとかですねとかですねとかですね････････････そういうそういうそういうそういう風風風風にににに分分分分けないことにはけないことにはけないことにはけないことには････････････部会部会部会部会

というのはそういうものだとというのはそういうものだとというのはそういうものだとというのはそういうものだと思思思思うんですけどねうんですけどねうんですけどねうんですけどね････････････そういうそういうそういうそういう風風風風にはできないんでにはできないんでにはできないんでにはできないんで

しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。

竹岡会長 何部会竹岡会長 何部会竹岡会長 何部会竹岡会長 何部会ですかですかですかですか。。。。

中野委員 緑化中野委員 緑化中野委員 緑化中野委員 緑化とかですねとかですねとかですねとかですね、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とかですねとかですねとかですねとかですね、、、、大気環境大気環境大気環境大気環境とかですねとかですねとかですねとかですね、、、、何何何何かそういうかそういうかそういうかそういう風風風風

にににに分分分分けないことにはけないことにはけないことにはけないことには専門専門専門専門のののの先生方先生方先生方先生方もなかなかもなかなかもなかなかもなかなか力力力力がががが発揮発揮発揮発揮できないんじゃないかできないんじゃないかできないんじゃないかできないんじゃないか、、、、

とととと思思思思うんですけどねうんですけどねうんですけどねうんですけどね････････････そういうそういうそういうそういう風風風風にはできないんでしょうかにはできないんでしょうかにはできないんでしょうかにはできないんでしょうか。。。。

竹岡会長 審議会竹岡会長 審議会竹岡会長 審議会竹岡会長 審議会はもちろんこのはもちろんこのはもちろんこのはもちろんこの審議会審議会審議会審議会ですがですがですがですが、、、、今問題今問題今問題今問題になっているになっているになっているになっている部会部会部会部会もですねもですねもですねもですね、、、、調調調調

査審議査審議査審議査審議をををを行行行行うためにうためにうためにうために必要必要必要必要があるがあるがあるがある時時時時にはにはにはには委員以外委員以外委員以外委員以外のののの者者者者にににに対対対対してしてしてして説明又説明又説明又説明又はははは必要必要必要必要なななな資資資資

料料料料のののの提出提出提出提出をををを求求求求めることができるとありますのでめることができるとありますのでめることができるとありますのでめることができるとありますので、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方々々々々にににに対対対対してしてしてして意見意見意見意見をををを

求求求求めることはできるようですけれどもめることはできるようですけれどもめることはできるようですけれどもめることはできるようですけれども、、、、ただただただただ、、、、委員委員委員委員のののの中中中中にににに入入入入ってもらうというってもらうというってもらうというってもらうという

ことはことはことはことは書書書書いてないですねいてないですねいてないですねいてないですね。。。。

中野委員中野委員中野委員中野委員 いろいろいろいろいろいろいろいろ複雑複雑複雑複雑なことがあるっていうのはなことがあるっていうのはなことがあるっていうのはなことがあるっていうのは分分分分かるんですけれどもかるんですけれどもかるんですけれどもかるんですけれども、、、、私私私私がががが申申申申しししし上上上上

げたいのはですねげたいのはですねげたいのはですねげたいのはですね、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度のののの環境審議会環境審議会環境審議会環境審議会でででで何何何何かかかか報告書報告書報告書報告書をををを出出出出されたときのこれでされたときのこれでされたときのこれでされたときのこれで

いいのかいいのかいいのかいいのか、、、、というというというという会議会議会議会議があったがあったがあったがあった時時時時にににに川西市川西市川西市川西市のののの里山里山里山里山のことがのことがのことがのことが日本一日本一日本一日本一のののの里山里山里山里山というというというという

ことがあってことがあってことがあってことがあって、、、、それはそれはそれはそれは川西市川西市川西市川西市にとってにとってにとってにとって、、、、非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なことであるにもかかわらなことであるにもかかわらなことであるにもかかわらなことであるにもかかわら

ずずずず、、、、市民市民市民市民のほとんどがのほとんどがのほとんどがのほとんどが知知知知らないのでねらないのでねらないのでねらないのでね、、、、これについてもっとこれについてもっとこれについてもっとこれについてもっと深深深深くくくく掘掘掘掘りりりり下下下下げるべげるべげるべげるべ

。 。 、。 。 、。 。 、。 。 、きでしょうねきでしょうねきでしょうねきでしょうね 議論議論議論議論になったとになったとになったとになったと思思思思うんですね そのうんですね そのうんですね そのうんですね その日本一日本一日本一日本一のののの里山里山里山里山というですねというですねというですねというですね

服部先生服部先生服部先生服部先生、、、、日本一日本一日本一日本一のののの先生先生先生先生がががが新新新新しいしいしいしい委員委員委員委員としておとしておとしておとしてお入入入入りになったんですけどねりになったんですけどねりになったんですけどねりになったんですけどね、、、、たたたた

とえばとえばとえばとえば服部先生服部先生服部先生服部先生にどうごにどうごにどうごにどうご活躍活躍活躍活躍いただくのかいただくのかいただくのかいただくのか、、、、というそのというそのというそのというその辺辺辺辺をををを分分分分からないとからないとからないとからないと思思思思うううう

んですんですんですんです。。。。これじゃあこれじゃあこれじゃあこれじゃあ。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 ついでですのでついでですのでついでですのでついでですので、、、、宣伝宣伝宣伝宣伝しておきますとしておきますとしておきますとしておきますと、、、、２０２０２０２０日土曜日日土曜日日土曜日日土曜日にににに川西市役所川西市役所川西市役所川西市役所でででで環境市環境市環境市環境市

民会議民会議民会議民会議というのがというのがというのがというのが開催開催開催開催されましてされましてされましてされまして、、、、これはですねこれはですねこれはですねこれはですね、、、、市民市民市民市民のののの集集集集いですけどいですけどいですけどいですけど、、、、そこそこそこそこ

でででで、、、、服部先生服部先生服部先生服部先生からごからごからごからご講演講演講演講演をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて、、、、そのそのそのその後映画後映画後映画後映画もやりますもやりますもやりますもやります、、、、というというというという計画計画計画計画がががが

ありますのでありますのでありますのでありますので、、、、おおおお知知知知らせらせらせらせ申申申申しししし上上上上げておきますげておきますげておきますげておきます。。。。

それでそれでそれでそれで、、、、今今今今のののの中野委員中野委員中野委員中野委員のごのごのごのご意見意見意見意見にににに対対対対してしてしてして事務局事務局事務局事務局あるいはあるいはあるいはあるいは外外外外のののの委員委員委員委員のののの方方方方からからからから何何何何

かごかごかごかご意見意見意見意見ございましょうかございましょうかございましょうかございましょうか。。。。

はいはいはいはい。。。。井口委員井口委員井口委員井口委員、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

井口委員 今井口委員 今井口委員 今井口委員 今のごのごのごのご意見意見意見意見、、、、非常非常非常非常にもっともなごにもっともなごにもっともなごにもっともなご意見意見意見意見でででで研究研究研究研究にににに値値値値するとするとするとすると私私私私はははは理解理解理解理解するんですするんですするんですするんです

けれどもけれどもけれどもけれども、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを実際実際実際実際にににに具体的具体的具体的具体的にやっていくにはにやっていくにはにやっていくにはにやっていくには非常非常非常非常にににに多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々をををを



知知知知ったったったった上上上上でででで、、、、専門性専門性専門性専門性によってによってによってによって、、、、煩雑化煩雑化煩雑化煩雑化していくとしていくとしていくとしていくと思思思思うんですねうんですねうんですねうんですね。。。。

何何何何かというかというかというかという委員会委員会委員会委員会のののの名前名前名前名前はははは控控控控えさせていただきますがえさせていただきますがえさせていただきますがえさせていただきますが、、、、委員会委員会委員会委員会ではではではでは、、、、あるあるあるある汚汚汚汚

染物質染物質染物質染物質、、、、有害化学物質有害化学物質有害化学物質有害化学物質のののの審議審議審議審議にににに関関関関しましてしましてしましてしまして、、、、そのそのそのその時点時点時点時点時点時点時点時点によってによってによってによってテーマテーマテーマテーマがががが違違違違

っているんですねっているんですねっているんですねっているんですね。。。。そのそのそのその時時時時にいわゆるにいわゆるにいわゆるにいわゆる委員委員委員委員はははは、、、、今回今回今回今回のこののこののこののこの規則第規則第規則第規則第５５５５条条条条、、、、先生先生先生先生がががが

おっしゃられたおっしゃられたおっしゃられたおっしゃられた内容内容内容内容でででで運営運営運営運営しているんですけどしているんですけどしているんですけどしているんですけど、、、、そのそのそのその都度都度都度都度やっぱりみなやっぱりみなやっぱりみなやっぱりみな専門性専門性専門性専門性

をををを持持持持ったったったった方方方方がおるということであればがおるということであればがおるということであればがおるということであれば、、、、そういうそういうそういうそういう人人人人をををを内閣府自体内閣府自体内閣府自体内閣府自体がががが選選選選んでくるんでくるんでくるんでくる

とかとかとかとか、、、、委員委員委員委員からからからから推薦推薦推薦推薦するとかするとかするとかするとか、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でででで運営運営運営運営してしてしてして、、、、漏漏漏漏れなくれなくれなくれなく審議審議審議審議できるとできるとできるとできると

いうそういういうそういういうそういういうそういう形態形態形態形態をとってますのでをとってますのでをとってますのでをとってますので、、、、あるあるあるある意味意味意味意味ではこのではこのではこのではこの第第第第５５５５条規則第条規則第条規則第条規則第５５５５条条条条でででで書書書書

かれているかれているかれているかれている内容内容内容内容でかなりのでかなりのでかなりのでかなりのカバーカバーカバーカバーができるとができるとができるとができると思思思思うんですねうんですねうんですねうんですね。。。。それをそれをそれをそれを、、、、委員委員委員委員をををを、、、、

反攻意見反攻意見反攻意見反攻意見としてとしてとしてとして述述述述べていただくためのべていただくためのべていただくためのべていただくための、、、、外部外部外部外部のののの方方方方としてはとしてはとしてはとしては見解見解見解見解をををを述述述述べていただべていただべていただべていただ

くためのくためのくためのくための、、、、正規正規正規正規のののの委員委員委員委員ではないんですけれどねではないんですけれどねではないんですけれどねではないんですけれどね、、、、だからだからだからだから自分自分自分自分のののの考考考考えどおりえどおりえどおりえどおり述述述述べべべべ

ていくというていくというていくというていくという、、、、こうあるべきじゃなかろうかということでこうあるべきじゃなかろうかということでこうあるべきじゃなかろうかということでこうあるべきじゃなかろうかということで反旗反旗反旗反旗をもってはそうをもってはそうをもってはそうをもってはそう

いういういういう形形形形であらゆるであらゆるであらゆるであらゆる見解見解見解見解をををを理解理解理解理解していくしていくしていくしていく、、、、知知知知っておくっておくっておくっておく、、、、そういうそういうそういうそういうシステムシステムシステムシステムをををを確立確立確立確立

さえしていればさえしていればさえしていればさえしていれば何何何何とかなるんじゃないかなというとかなるんじゃないかなというとかなるんじゃないかなというとかなるんじゃないかなという気気気気がするんですねがするんですねがするんですねがするんですね。。。。

竹岡会長 委員竹岡会長 委員竹岡会長 委員竹岡会長 委員にはなってもらわなくてもにはなってもらわなくてもにはなってもらわなくてもにはなってもらわなくても、、、、必要必要必要必要なななな場合場合場合場合はははは委員会委員会委員会委員会にににに出席出席出席出席いただいてごいただいてごいただいてごいただいてご説説説説

明明明明をいただくをいただくをいただくをいただく、、、、ということですねということですねということですねということですね。。。。

それはそれはそれはそれは可能可能可能可能だとだとだとだと思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど。。。。

事務局 先程事務局 先程事務局 先程事務局 先程、、、、専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会でででで協議協議協議協議しますということでしますということでしますということでしますということで、、、、委員会委員会委員会委員会をををを設置設置設置設置してそこでしてそこでしてそこでしてそこで審議審議審議審議

していただくとしていただくとしていただくとしていただくと事務局事務局事務局事務局のののの方方方方からからからから説明説明説明説明させていただきましたけれどもさせていただきましたけれどもさせていただきましたけれどもさせていただきましたけれども、、、、これはこれはこれはこれは専専専専

門的門的門的門的なななな分野分野分野分野がががが多方面多方面多方面多方面にあるということでにあるということでにあるということでにあるということで専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会でででで協議協議協議協議してもらうというこしてもらうというこしてもらうというこしてもらうというこ

とでとでとでとで、、、、始始始始まったわけですまったわけですまったわけですまったわけです。。。。今年今年今年今年になってになってになってになって、、、、２２２２年目年目年目年目になるわけですになるわけですになるわけですになるわけです。。。。

これがまとまればこれがまとまればこれがまとまればこれがまとまれば、、、、まずはまずはまずはまずは部会部会部会部会でででで申申申申しししし上上上上げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、審議会全員審議会全員審議会全員審議会全員のののの委員委員委員委員さんさんさんさん

であたらせていただくというであたらせていただくというであたらせていただくというであたらせていただくという方法方法方法方法もございますしもございますしもございますしもございますし、、、、部会部会部会部会でででで先先先先にするというにするというにするというにするという方法方法方法方法

もあるんですけれどももあるんですけれどももあるんですけれどももあるんですけれども、、、、中野委員中野委員中野委員中野委員のごのごのごのご意見意見意見意見もございましたのでもございましたのでもございましたのでもございましたので審議会委員全員審議会委員全員審議会委員全員審議会委員全員

でですねでですねでですねでですね審議審議審議審議していただいたらどうかなしていただいたらどうかなしていただいたらどうかなしていただいたらどうかな？？？？････････････とととと、、、、そのそのそのその中中中中でもでもでもでも第第第第5555条条条条にににに書書書書いておいておいておいてお

りますりますりますります審議会審議会審議会審議会まずはまずはまずはまずは部会部会部会部会はははは････････････とととと書書書書いておりますのでいておりますのでいておりますのでいておりますので、、、、いきなりいきなりいきなりいきなり全員全員全員全員でででで審議会審議会審議会審議会をををを

開開開開いていただいていていただいていていただいていていただいて、、、、そのそのそのその中中中中でででで専門的専門的専門的専門的なななな審議審議審議審議をををを行行行行うううう時時時時はははは、、、、委員会委員会委員会委員会のものにのものにのものにのものに対対対対してしてしてして

説明説明説明説明をもらうとかをもらうとかをもらうとかをもらうとか資料資料資料資料をををを提出提出提出提出してもらうとかしてもらうとかしてもらうとかしてもらうとか、、、、いかがなものかといかがなものかといかがなものかといかがなものかと思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。

竹岡会長 部会委員竹岡会長 部会委員竹岡会長 部会委員竹岡会長 部会委員はははは経経経経ずにずにずにずに専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会のののの方方方方々々々々のののの協議協議協議協議がまとまればがまとまればがまとまればがまとまれば、、、、それをそれをそれをそれを審議会全員審議会全員審議会全員審議会全員

。 、。 、。 、。 、ののののメンバーメンバーメンバーメンバーでででで審議審議審議審議をするというごをするというごをするというごをするというご提案提案提案提案ですね それでいいとですね それでいいとですね それでいいとですね それでいいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども

私私私私はははは････････････。。。。

事務局事務局事務局事務局 そのそのそのその中中中中でででで必要必要必要必要がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら部会部会部会部会でででで審議審議審議審議していただくというしていただくというしていただくというしていただくという方法方法方法方法でいかがでいかがでいかがでいかが

でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 それではそれではそれではそれでは、、、、今今今今のごのごのごのご提案提案提案提案････････････みなさまのごみなさまのごみなさまのごみなさまのご了承了承了承了承がががが得得得得られればそんなられればそんなられればそんなられればそんな風風風風にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと

思思思思いますいますいますいます。。。。

部会部会部会部会というのはというのはというのはというのは省略省略省略省略いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、最初最初最初最初からこのからこのからこのからこの審議会委員審議会委員審議会委員審議会委員のののの全体全体全体全体でででで審議審議審議審議をををを

させていただくさせていただくさせていただくさせていただく････････････それのそれのそれのそれの方方方方がががが心強心強心強心強いですわいですわいですわいですわ････････････いろんなごいろんなごいろんなごいろんなご意見意見意見意見のののの方方方方もおられまもおられまもおられまもおられま

すのですのですのですので････････････よろしゅうございますかよろしゅうございますかよろしゅうございますかよろしゅうございますか。。。。

宮坂委員宮坂委員宮坂委員宮坂委員、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

宮坂委員宮坂委員宮坂委員宮坂委員 そのそのそのその場合場合場合場合、、、、特別特別特別特別なななな場合場合場合場合はははは部会部会部会部会をををを開開開開いていくということですけどいていくということですけどいていくということですけどいていくということですけど、、、、そのそのそのその部会部会部会部会とととと

いうのはいうのはいうのはいうのは条例条例条例条例のののの規則規則規則規則にあるとおりのにあるとおりのにあるとおりのにあるとおりの学識経験学識経験学識経験学識経験のあるのあるのあるのある方方方方でででで会会会会をををを持持持持つということにつということにつということにつということに

なりますねなりますねなりますねなりますね。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 いやいやいやいや、、、、そうではなくてそうではなくてそうではなくてそうではなくて「「「「もうもうもうもう部会部会部会部会はやめようはやめようはやめようはやめよう」」」」ということでしょということでしょということでしょということでしょ、、、、事務局事務局事務局事務局のののの

ごごごご提案提案提案提案はははは。。。。



事務局 今事務局 今事務局 今事務局 今、、、、おっしゃるとおりおっしゃるとおりおっしゃるとおりおっしゃるとおり必要必要必要必要がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら部会部会部会部会ということでということでということでということで････････････。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 どういうどういうどういうどういう必要必要必要必要がありますかねえがありますかねえがありますかねえがありますかねえ？？？？

私私私私はははは、、、、最初最初最初最初からからからから審議会委員審議会委員審議会委員審議会委員メンバーメンバーメンバーメンバー全員全員全員全員でででで審議審議審議審議したらいいとしたらいいとしたらいいとしたらいいと思思思思いますよいますよいますよいますよ。。。。

宮坂委員宮坂委員宮坂委員宮坂委員、、、、そういうことでよろしいでしょうかそういうことでよろしいでしょうかそういうことでよろしいでしょうかそういうことでよろしいでしょうか？？？？

宮坂委員宮坂委員宮坂委員宮坂委員 わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。

そのそのそのその時時時時にもうにもうにもうにもう1111つおつおつおつお願願願願いしたいのですけれどもいしたいのですけれどもいしたいのですけれどもいしたいのですけれども、、、、部会部会部会部会というのはというのはというのはというのは学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者のののの

方方方方でででで占占占占められるということですがめられるということですがめられるということですがめられるということですが、、、、それをそれをそれをそれを傍聴傍聴傍聴傍聴させていただくということはさせていただくということはさせていただくということはさせていただくということは、、、、

できますかできますかできますかできますか？？？？

竹岡会長 学識経験者竹岡会長 学識経験者竹岡会長 学識経験者竹岡会長 学識経験者でででで部会部会部会部会をををを構成構成構成構成してしてしてして、、、、まずそこでまずそこでまずそこでまずそこで審議審議審議審議するというおするというおするというおするというお話話話話がががが事務局事務局事務局事務局からからからから

ありましてありましてありましてありまして、、、、私私私私もそれをもそれをもそれをもそれを繰繰繰繰りりりり返返返返したんですがしたんですがしたんですがしたんですが、、、、それはもうやめようということそれはもうやめようということそれはもうやめようということそれはもうやめようということ

になったんですになったんですになったんですになったんです。。。。

そういうそういうそういうそういう理解理解理解理解でいいんでしょうでいいんでしょうでいいんでしょうでいいんでしょう？？？？

事務局 環境保全条例事務局 環境保全条例事務局 環境保全条例事務局 環境保全条例のののの改正改正改正改正のののの検討検討検討検討をどのようにをどのようにをどのようにをどのように進進進進めていこうかとめていこうかとめていこうかとめていこうかと最初最初最初最初にににに検討検討検討検討をいたをいたをいたをいた

だいただいただいただいた時時時時にはにはにはには専門委員専門委員専門委員専門委員にたたきにたたきにたたきにたたき台台台台をををを作作作作ってもらおうとってもらおうとってもらおうとってもらおうと、、、、そのそのそのその上上上上でででで部会部会部会部会をををを設置設置設置設置しししし

てててて部会部会部会部会でででで審議審議審議審議してもらってしてもらってしてもらってしてもらって、、、、それをそれをそれをそれを全体全体全体全体のののの審議会審議会審議会審議会でででで諮諮諮諮ってもらうとというってもらうとというってもらうとというってもらうとという手順手順手順手順

になっておったわけですけれどもになっておったわけですけれどもになっておったわけですけれどもになっておったわけですけれども、、、、このこのこのこの度委員度委員度委員度委員のののの改正改正改正改正もございましたしもございましたしもございましたしもございましたし、、、、これこれこれこれ

からからからから専門委員専門委員専門委員専門委員のののの報告報告報告報告もももも出出出出てまいりますのでてまいりますのでてまいりますのでてまいりますので、、、、このこのこのこの審議会審議会審議会審議会でででで、、、、全体全体全体全体でごでごでごでご議論議論議論議論いたいたいたいた

だきましてだきましてだきましてだきまして、、、、そのそのそのその中中中中でででで部会部会部会部会をををを設置設置設置設置してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは意見書意見書意見書意見書をををを聴取聴取聴取聴取してはしてはしてはしては

どうかどうかどうかどうか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは新新新新たにたにたにたに専門委員専門委員専門委員専門委員をををを置置置置いてはどうかいてはどうかいてはどうかいてはどうか････････････というというというという様様様様なごなごなごなご意見意見意見意見をいたをいたをいたをいた

だきましたらだきましたらだきましたらだきましたら、、、、それをそれをそれをそれを何何何何とかとかとかとか実現実現実現実現させていただきたいさせていただきたいさせていただきたいさせていただきたい。。。。そういうそういうそういうそういう方向方向方向方向でででで検討検討検討検討をををを

進進進進めさせていただきたいめさせていただきたいめさせていただきたいめさせていただきたい。。。。というというというという様様様様にににに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

なおなおなおなお、、、、宮坂委員宮坂委員宮坂委員宮坂委員からからからから部会部会部会部会のののの傍聴傍聴傍聴傍聴についてごについてごについてごについてご意見意見意見意見をいただきましたがをいただきましたがをいただきましたがをいただきましたが、、、、部会部会部会部会はははは

会議公開会議公開会議公開会議公開にはなじまないのではないかというにはなじまないのではないかというにはなじまないのではないかというにはなじまないのではないかという風風風風にににに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 どうでしょうかどうでしょうかどうでしょうかどうでしょうか。。。。宮坂委員宮坂委員宮坂委員宮坂委員。。。。

宮坂委員 地方自治法上宮坂委員 地方自治法上宮坂委員 地方自治法上宮坂委員 地方自治法上のののの機関機関機関機関のののの別別別別ですねですねですねですね。。。。そこのところでそこのところでそこのところでそこのところで抵触抵触抵触抵触するのではないかといするのではないかといするのではないかといするのではないかとい

うおうおうおうお答答答答えだったんですけれどもえだったんですけれどもえだったんですけれどもえだったんですけれども、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな審議会審議会審議会審議会またはまたはまたはまたは地方自治法上地方自治法上地方自治法上地方自治法上のののの審議審議審議審議

会会会会でないそういうでないそういうでないそういうでないそういう委員会委員会委員会委員会またはまたはまたはまたは専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会というところにもというところにもというところにもというところにも、、、、出出出出させていたださせていたださせていたださせていただ

いていますいていますいていますいています。。。。そのそのそのその時時時時にはですねにはですねにはですねにはですね、、、、いつもそういういつもそういういつもそういういつもそういう会議場会議場会議場会議場のののの外外外外でででで、、、、まずまずまずまず中中中中のののの検討検討検討検討

されるされるされるされる皆様方皆様方皆様方皆様方のごのごのごのご了解了解了解了解をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた上上上上でででで出出出出させていただいたりもしますがさせていただいたりもしますがさせていただいたりもしますがさせていただいたりもしますが、、、、そそそそ

ういうういうういうういう手続手続手続手続きをしたきをしたきをしたきをした上上上上でででで、、、、傍聴傍聴傍聴傍聴をさせていただくというをさせていただくというをさせていただくというをさせていただくという事事事事はははは可能可能可能可能でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。

事務局事務局事務局事務局 あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも、、、、情報公開情報公開情報公開情報公開におけるにおけるにおけるにおける自主的自主的自主的自主的なななな情報提供情報提供情報提供情報提供のののの中中中中でででで枠内枠内枠内枠内でででで検討検討検討検討いただきいただきいただきいただき

、 、 。、 、 。、 、 。、 、 。ますのでますのでますのでますので 部会部会部会部会のののの委員委員委員委員のののの皆様方皆様方皆様方皆様方のののの賛同賛同賛同賛同をををを得得得得られれば それもられれば それもられれば それもられれば それも可能可能可能可能かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます

ですからそれはですからそれはですからそれはですからそれは、、、、そのそのそのその都度議題都度議題都度議題都度議題にもよろうかとにもよろうかとにもよろうかとにもよろうかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、事前事前事前事前にそうにそうにそうにそう

いうごいうごいうごいうご審議審議審議審議をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた上上上上でででで公開傍聴公開傍聴公開傍聴公開傍聴のののの可否可否可否可否についてもごについてもごについてもごについてもご検討検討検討検討いただいてはいいただいてはいいただいてはいいただいてはい

かがかとかがかとかがかとかがかと思思思思いますいますいますいます。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 ちょっとまとめておきますとちょっとまとめておきますとちょっとまとめておきますとちょっとまとめておきますと環境保全条例環境保全条例環境保全条例環境保全条例のののの改定改定改定改定についてについてについてについて、、、、ただいまただいまただいまただいま作業作業作業作業のののの

進行進行進行進行していただいているしていただいているしていただいているしていただいている専門委員専門委員専門委員専門委員のののの方方方方々々々々のののの協議協議協議協議がまとまればがまとまればがまとまればがまとまれば最初最初最初最初のののの予定予定予定予定ではではではでは、、、、

部会部会部会部会をををを構成構成構成構成してしてしてして審議審議審議審議するということになっておりましたがするということになっておりましたがするということになっておりましたがするということになっておりましたが部会部会部会部会はははは省略省略省略省略しましてしましてしましてしまして

直直直直ちにちにちにちに環境審議会環境審議会環境審議会環境審議会ののののメンバーメンバーメンバーメンバー全体全体全体全体でででで協議協議協議協議をするということにしたいというをするということにしたいというをするということにしたいというをするということにしたいという････････････ここここ

ういうういうういうういう結論結論結論結論になったとになったとになったとになったと思思思思いますのでどうぞよろしくおいますのでどうぞよろしくおいますのでどうぞよろしくおいますのでどうぞよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

それでよろしいですかそれでよろしいですかそれでよろしいですかそれでよろしいですか。。。。

今日今日今日今日はははは、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの有益有益有益有益なごなごなごなご意見意見意見意見をををを賜賜賜賜りましてたいへんありがとうございまりましてたいへんありがとうございまりましてたいへんありがとうございまりましてたいへんありがとうございま

したしたしたした。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、このあたりでこのあたりでこのあたりでこのあたりで本日本日本日本日はははは閉会閉会閉会閉会させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

はいはいはいはい。。。。



服部委員 要望服部委員 要望服部委員 要望服部委員 要望をををを言言言言わせていただいてよろしいでしょうかわせていただいてよろしいでしょうかわせていただいてよろしいでしょうかわせていただいてよろしいでしょうか。。。。すみませんすみませんすみませんすみません。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 はいはいはいはい。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

服部委員服部委員服部委員服部委員 このこのこのこの度度度度、、、、新任新任新任新任でこのでこのでこのでこの委員委員委員委員にさせていただいたわけですけれどもにさせていただいたわけですけれどもにさせていただいたわけですけれどもにさせていただいたわけですけれども、、、、今現在生物今現在生物今現在生物今現在生物

多様性多様性多様性多様性ということにということにということにということに関関関関してしてしてして、、、、元元元元々々々々審議会審議会審議会審議会のののの形形形形としてはとしてはとしてはとしては、、、、市長市長市長市長からのからのからのからの諮問諮問諮問諮問があっがあっがあっがあっ

てててて、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして審議会審議会審議会審議会がががが審議審議審議審議するということでするということでするということでするということで、、、、こちらこちらこちらこちら側側側側からこういうことからこういうことからこういうことからこういうこと

をををを諮問諮問諮問諮問させていただきたいというさせていただきたいというさせていただきたいというさせていただきたいという様様様様なななな事事事事をををを要望要望要望要望するようなするようなするようなするような会議会議会議会議ではないとではないとではないとではないと思思思思うううう

んですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、今今今今、、、、生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性にににに関関関関するするするする戦略作戦略作戦略作戦略作りがりがりがりが兵庫県下兵庫県下兵庫県下兵庫県下ではどんどんではどんどんではどんどんではどんどん進進進進

められていてめられていてめられていてめられていて既既既既にににに中田先生中田先生中田先生中田先生がががが委員委員委員委員をされているをされているをされているをされている明石市明石市明石市明石市、、、、神戸市神戸市神戸市神戸市、、、、西宮市西宮市西宮市西宮市、、、、豊岡豊岡豊岡豊岡

市市市市、、、、今度宝塚市今度宝塚市今度宝塚市今度宝塚市がががが動動動動こうとしているんですけれどもこうとしているんですけれどもこうとしているんですけれどもこうとしているんですけれども、、、、各市各市各市各市のののの中中中中でででで生物多様性市生物多様性市生物多様性市生物多様性市

戦略戦略戦略戦略というというというという様様様様なななな策定策定策定策定がががが進進進進められようとしていますめられようとしていますめられようとしていますめられようとしています。。。。

そういうそういうそういうそういう中中中中でででで川西市川西市川西市川西市にはにはにはには、、、、先程先程先程先程おおおお話話話話がありましたがありましたがありましたがありました様様様様にににに日本一日本一日本一日本一のののの里山里山里山里山をををを持持持持ちちちち、、、、

非常非常非常非常にににに環境環境環境環境のののの良良良良いところなのでいところなのでいところなのでいところなので、、、、まずまずまずまず生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性にににに関関関関するするするする戦略作戦略作戦略作戦略作りをりをりをりを川西市川西市川西市川西市でででで

もぜひもぜひもぜひもぜひ進進進進めていただきたいというめていただきたいというめていただきたいというめていただきたいという様様様様なななな事事事事をををを要望要望要望要望させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。

中野委員中野委員中野委員中野委員 ちょっとちょっとちょっとちょっと確認確認確認確認させていただきたいんですがさせていただきたいんですがさせていただきたいんですがさせていただきたいんですが、、、、あのですねあのですねあのですねあのですね、、、、無理無理無理無理ならならならなら結構結構結構結構なんなんなんなん

ですがですがですがですが、、、、今今今今までのまでのまでのまでの会長様会長様会長様会長様のののの話話話話ではではではでは、、、、専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会のののの委員会委員会委員会委員会をををを経経経経てまとまってきたてまとまってきたてまとまってきたてまとまってきた

らららら審議会全体審議会全体審議会全体審議会全体でででで話話話話しししし合合合合ってってってって、、、、服部先生服部先生服部先生服部先生がごがごがごがご提案提案提案提案のののの様様様様にににに生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性にににに関関関関するするするする専門専門専門専門

委員会委員会委員会委員会をををを置置置置くことはくことはくことはくことは出来出来出来出来るんですかるんですかるんですかるんですか？？？？出来出来出来出来ないんですかないんですかないんですかないんですか？？？？それをおそれをおそれをおそれをお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい

んですんですんですんです。。。。

事務局 環境保全条例全体事務局 環境保全条例全体事務局 環境保全条例全体事務局 環境保全条例全体をををを見直見直見直見直すすすす形形形形になっておりますんでになっておりますんでになっておりますんでになっておりますんで、、、、そのそのそのその中中中中でそういったでそういったでそういったでそういった制制制制

度度度度をををを盛盛盛盛りりりり込込込込むむむむ或或或或いはいはいはいは委員会委員会委員会委員会をををを設置設置設置設置するするするする････････････というのもというのもというのもというのも可能可能可能可能ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考えまえまえまえま

すすすす。。。。

竹岡会長竹岡会長竹岡会長竹岡会長 よろしゅうございますかよろしゅうございますかよろしゅうございますかよろしゅうございますか。。。。

中野委員中野委員中野委員中野委員 はいはいはいはい。。。。

竹岡委員竹岡委員竹岡委員竹岡委員 それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお疲疲疲疲れれれれ様様様様でございましたでございましたでございましたでございました。。。。

どうもどうもどうもどうも、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。


