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第２回 南砺市環境審議会 会議録 

日
時 

平成２４年３月１４日（水）  14:00～16:35 場
所 

南砺市井波庁舎 

３階多目的ホール 

出
席
者 

①南砺市環境審議会委員 

：安田会長、浦出委員、折谷委員、奥野委員、蓑口委員、長谷川委員、松本委員、江田委

員、中島委員、杉森委員 10名 （欠席者：横川委員、水口委員 ２名） 

②民生部長（三谷部長） 

③事務局 ：高桑課長、横井副主幹、山本副主幹 ３名 

④委託業者：㈱中部設計            ３名 

配
布
資
料 

①第２回南砺市環境審議会 会議次第 

②第２回南砺市環境審議会 座席表 

③南砺市環境基本計画基礎調査報告書 

④資料１．工程表（平成 23年度・平成 24年度） 

⑤資料２．『環境基本計画』に取り上げるべき課題や今後期待したい取組み等（自由記入紙） 

⑥資料３．散居村・合掌造り集落保全の取組み 

⑦資料４．南砺市河川水質調査（市調査分：平成 19年度～平成 23年度） 

番号 議 事 内 容 

１ １．開会 

・事務局から開会の挨拶を行った。 

２ ２．会長あいさつ 

・会長から開会の挨拶を行った。 

３ ３．第１回審議会の内容確認について 

・事務局から、第１回審議会の内容を確認するため、以前に配布した会議録に記入漏れや誤

記がないかを諮った。委員からは特に相違の意見はなく、会議録の承認を得た。 

・民生部長から、情報公開の観点より、会議録を市のホームページで公開することを説明し、

委員からの承認を得た。 

４ ４．南砺市環境基本計画基礎調査報告書について 

・事務局（委託業者）から、「南砺市環境計画」策定までの流れや計画の概要、今後のスケジ

ュール、並びに既存資料調査、アンケート調査、ヒアリング調査の結果から得た環境の特

徴や課題を、「南砺市環境基本計画基礎調査報告書（以下、「基礎調査報告書」という。）」を用い

て説明した。 

・事務局から、委員に対し意見を求めたところ、以下の意見が寄せられた。 

(１) 対象とする環境の範囲に関する意見 

発言者 内     容 

委員 ・基礎調査報告書には、放射能汚染に関連する事柄が掲載されていないが、日

本の情勢を考えると、計画に放射能関連の事柄を掲載した方がよいと思う。 

事務局 ・福島原発の件で、放射能への関心が非常に高まっていることは認識している。 

・平成 24年度に策定する「環境基本計画」においては、国や県の動向等に注意

しつつ、触れられるところは触れていきたいと考えている。 

・現時点では市内で放射能問題は出ていないが、放射能をどのように計画に盛 
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発言者 内     容 

事務局 り込むか、今後の審議会でご審議いただきたいところだ。 

委員 ・（放射能は）酸性雨の問題にも似ていて、発生源から随分距離が離れていても、

気流による影響を受ける訳で、100％南砺市が安全ですという保証はない。だ

からこそ、情報をうまく掴み、いかに計画に盛り込むかということだ。 

委員 ・（放射能は）避けては通れないが、放射能に係るものは、環境から完全に切り

離される法体系になっているため、環境分野に入るかどうかは、今後政府が

放射能をどのように捉えていくかに委ねられるのではないかと思う。 

・ところで、５つの環境の範囲に挙げられている言葉の中に不足するものがあ

るように思うが。例えば、「地球環境」では、森林が重要なポイントになると

思うが、そういうキーワードがない。 

・それから、「自然環境」では、植生や動物、生態系もあるだろうが、基本的な

言葉がみえていない。一番身近なものを具体的にいうと、森、里山、川とい

うようなこと。また、自然環境に「自然とのふれあい」があるが、「快適環境」

に入れた方がしっくりくるように思う。 

・最後に「生活環境」のところで、廃棄物の適正処理とあるが、これを廃棄物

だけにした方が、他の言葉と整合がとれると思う。 

事務局 
（委託業者） 

・「地球環境」に「森林」がない件については、森林が果たす「二酸化炭素の吸

収源」の役割の他にも、さまざまな役割を森は果たしてくれているので、「自

然環境」の中に「森の公益的機能の保全」として括り、整理した。 

・「自然環境」には、既に里山、農村、森・農の公益的機能の記載はあるが、植

生、植物、動物から始まることに違和感をもたれたようなので、まずは里山、

農村、森・農の公益的機能を先頭に持っていき、植物、動物といった局所的

なキーワードに後ろにまわす、そういう並び替えで対処したい。 

・「自然とのふれあい」は、ご指摘のとおり、「自然環境」よりも「快適環境」

に入れる方がすっきりするようなので、改めたい。 

・「廃棄物の適正処理」は、「地球環境」で取り上げた「天然資源と３Ｒ」の「３

Ｒ（廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用）」も廃棄物に関わりがあることか

ら、その違いを明確にするため、あえて「適正処理」を入れた訳だが、他の

キーワードとの整合が図れないのであれば、「廃棄物」のみの表記とする。 

委員 ・今は、ある程度見直しておいて、最後に横の繋がりをみてから、全体を見直

すとか、そういう形で進めればよいと思う。 

会長 ・（キーワードの）分類は確かに重要な作業だが、さっき指摘のあった言葉（環

境要素）は、今でもどこかの分野に全部入っているのでは。どういう括り方

にするかは、後の話し合いで決めればよいと思う。 

・例えば、森林が「自然環境」にあっても、「地球環境」と全然関係ないという

ことにはならない訳で、全部が繋がっている。それぞれが繋がり重なり合っ

て、全体が作り挙げられていく、そういうイメージを持つことが大切。 

 

(2) 計画の位置づけと役割に関する意見 

発言者 内      容 

委員 ・基礎調査報告書の４頁目に、計画の位置づけと役割が図示してあるが、そこ

にある「横断的」という意味合いについて、もう一度説明をお願いしたい。 

事務局 

（委託業者） 
・市では、総合計画をはじめ、たくさんの計画やさまざまな施策を実施してい

るところだが、それらを総合的な観点から体系的に整理するため、担当課の

垣根を越えて大きなテーマ、例えば、地球温暖化防止や大気環境の保全とい 
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発言者 内      容 

事務局 
（委託業者） 

った括り毎で横断的に組み合わせ、その方向性を環境基本計画でしっかりと

位置づけていく、そういうことを意図して図示させていただいた。 

委員 ・この図だと、そういう意図が受け取りにくいのでは。従来ともすれば、個別

計画や施策が個別・単体で動いているように日頃から感じているので、色ん

な計画や施策が横断的に進められていることをもっと強調すべきだと思う。 

 

(3) 南砺市の環境の特徴と課題に関する意見 

発言者 内      容 

委員 ・たくさん調査されたようだが、地元の人等に自分達の周りで今どのよう

なことが起きているのか、そういった情報をまだまだ取るべきだと思う。 

・例えば、審議会のメンバーで問題のある所を視察したりして、本当の数

字とか情報をもっと的確に分析する必要があると思う。 

事務局 ・今のご意見に対して、今回整理したデータは、市や県で把握している既存資

料を中心に調査しているとご理解いただきたい。 

・今回の計画は、実施計画にはあたらないので、個別案件毎の詳細な調査や対

策、具体的な施策を盛り込むことまでは想定していない。詳細調査等は、環

境基本計画にぶら下がる各個別計画や施策にリンクさせ、進めたい。 

委員 ・水質の測定地点では、環境基準を全て達成していたのか。 

事務局 

（委託業者） 
・県の環境基準点では環境基準を全て達成していたが、市の測定結果では達成

していない地点が見受けられた。別紙の配付資料をご覧いただきたい。 

・県の環境基準点は、各河川の末端部で測定するため、河川規模が大きくなり

がちだが、市の測定地点では支流になる中小河川が多いことから、環境基準

を達成していない地点が見受けられた。大きな河川では希釈等の効果で汚れ

も薄まるが、中小河川では生活排水や工場排水等の影響をより受けやすいた

め、そのような結果になったのではないかと推察される。 

・市民アンケートの自由意見でも、用水がクサいとか、水質が悪いとか、下水

道に繋いでいない家庭を指導したらどうか等の意見が寄せられており、水質

の測定結果の裏付けになっているのではないかと思う。 

委員 ・別紙の配付資料の単位を明確にして欲しい。例えば、「以下」なのか、「％」

なのか、とか。 

・第３章のアンケートのグラフの凡例にある色枠が小さくて見づらいので、凡

例の色枠をもっと大きくしてもらえると助かる。 

委員 ・257頁の第３章のアンケート調査結果の中で、“約１割の回答者が野焼きの少

なさにやや不満または不満”とあるが、二重否定になっていて、結局は“野

焼きが多くて不満を持つ人が１割いる”という意味になるのでよいか。 

事務局 

（委託業者） 
・その解釈で正しい。アンケートの設問内容をそのまま踏襲した表現にしたた

め、分かりにくい表現になっているが、ご容赦いただきたい。 

委員 ・さっきの話に戻るが、水質の測定結果が載った別紙の配付資料には、いわゆ

る土地改良区が持っているデータ等は含まれているのか。 

事務局 ・土地改良区の保有データは含まれていない。 

委員 ・土地改良区が保有するデータは、庄川上流用水土地改良区にいえば、出して

くれる。そういうものも参考にしてもらえばよいと思う。 

・先程も話したが、地域住民に悪い情報や良い情報を出してもらうことは大事 
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発言者 内     容 

委員 なことで、例えば、行政センターに意見箱を１カ月程設置して、いろんな情

報や意見を投書してもらえば、おもしろいものが出てくると思う。 

委員 ・外で燃やす行為は、全て野焼きだとよくいわれるが、禁止行為になる野焼き

の範疇はどこまでなのかについて、少し意見をいいたいし、伺いたい。 

・家庭ごみに限った野焼きはもちろん禁止行為だが、例えば、屋敷林の杉葉と

かの野焼きはどういう扱いになるのか。街の方は、どれもこれも全て禁止行

為といわれる。実は剪定枝や落ち葉を全部ごみとして出すと莫大な費用がか

かるし、焼却能力がとても間に合わないということで、禁止行為にあたらな

いと認めていただいていたはずだと思う。そういう経緯をご存じない方もお

られて、農家がやる野焼きは全部禁止だと言われて、すごく心が痛んでいる。 

・アンケートの取り方でも、ごみの野焼きと剪定枝等の野焼きを区分して表現

して欲しかったという気持ちもある。この際、計画の中でそういう情報をき

ちんと交通整理しておく必要があるのではないかと思う。 

・アンケートの自由意見で、野焼きの煙やにおいが住居に入るのが嫌だという

意見が見受けられた。例えば、ペレットをストーブで燃やす行為を公害とみ

るか、良いイメージで受け取るか、年代や居住環境によっても大きく異なっ

てくる。木をどのように処分するかにも繋がる問題なのではないかと思う。 

委員 ・自宅で薪ストーブを使っているが、まわりが住宅街だし、庭木を燃やして良

いかも、いつも悩んでいる。公害にはならないように思うが、なんだか後ろ

めたい感じがしている。 

委員 ・環境法令では、バイオマスとして使えるものは、燃やしても有害ではないと

いう定義がある。人間が後から作ったもの、例えば石油製品とか化学製品と

か、そういうものをどさくさにまぎれて燃やすからおかしなことになる。 

・自然にあるものだけを自然に返しても差引ゼロ。問題にはそうならないはず。

だから、バイオマスとして使えるものは、規制の対象外になっているはずだ。 

委員 ・情報共有の観点からも、情報提起が欲しいと思う。 

委員 ・そういうことを明確にして、皆さんにお知らせすることが大切だと思う。 

事務局 ・市がそういう相談や苦情を受けた際には、野焼きは原則禁止だが、例えば左

義長とか、屋敷林の庭木を管理する程度の焼却は、生活をしていく上で必要

最低限の範囲でならよいと回答している。しかし、最近では、農家と新興住

宅が混住化していることもあって、そのような習慣のない方には迷惑行為と

受け取られることもある。そういった方にも迷惑がかからない範囲でお願い

します、といったお願いを処理する方々にも通知しているところである。 

委員 ・次の議題になるのだろうが、例えば野焼き一つを捉えるにしてもね、今あっ

た意見をうまく考えておかないと散居村を維持できなくなってくる。そうい

う問題をどこかの段階できちんと検討しなくちゃいけない内容だと思う。 

事務局 ・少し前には、お互い様の意識があって、互いに助け合う、我慢し合うという

か、そういう考え方があったが、住居の混住化でそれも崩れてきている。 

委員 ・となれば、南砺市の環境基本計画で、庭木の扱いをどうするかということも

入れておかなければいけないかもしれない。 

委員 ・その際には、生活実感に即した言葉で表現することが大切だ。 

(4) 南砺市総合計画（後期計画）の概要 

・事務局から、今年度策定した「南砺市総合計画（後期計画）」の概要を説明した。  
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・また、補足として、「放射能」については、放射能の事故が起きた際の対策という観点で、

総合計画の「消防防災対策の充実」の括りに反映されることが想定されるし、環境面では、

大気汚染や公害といった観点で括ることも想定される。それぞれ置かれた状況下でどの分

野で「放射能」を取り上げるかは、今後の検討課題となることを説明した。 

５ ５．議事（市内の環境の特徴、計画に取り上げるべき課題や今後期待したい取組みについて） 

・計画基礎調査報告書に補足する環境の特徴（強み、弱み）や、平成 24年度に策定する環境

基本計画に取り上げる課題について、事務局から委員に対し意見を求めたところ、以下の

意見が寄せられた。（以下、議事は会長にて進行。） 
 

発言者 内     容 

委員 ・市民アンケート調査結果（149頁）では、７割近い人が「町内会や自治会の活

動」が盛んと回答している。生活基盤の最小単位は、家庭であり、町内であ

り、自治会単位が出発点だと思うので、その活動が盛んだと感じている方が

多いというのは非常に良いことだと思う。 

・同じく150頁では、環境学習や環境保全活動に対する満足度がとても低い数値

になっている。しかし、これも裏を返すと、現状で既に環境が十分に良すぎ

て、不満もなく、さしたる問題もないと考えているから、そういうところの

興味が低いというふうにも受け取ることができるのではないか。 

・大人もそうだが、こども達にとって、一番大切なのは、自然とのふれあいだ

と思っている。もっとふれあう場をつくることが必要で、学校にお任せする

だけではなく、地域活動も重要視していかなければならない。 

・155頁にある、環境学習や環境保全活動の内容では、清掃活動が中心になって

いる。こういったところにみんなが参加できる環境づくりが大切。 

・157頁にある、今後市が取り組むべき環境施策のうち、特にこれからの環境問

題になる「地球環境問題」や「エネルギー問題」を考えるとき、自分の所の

エネルギーは自分で考えましょうねというような。世界も、日本も、富山県

も、南砺市も、できるだけ自然エネルギーを使った活動にシフトしていく、

そうなればよい。 

・地震や風水害の分野の対策は、時間・お金・パワーがいる大きな施策だが、

自然に囲まれている南砺市にとっては、大事なところだと思うので、是非取

り組んで欲しいところである。 

・環境に関する学習・活動に対する情報提供については、確かになかなか見え

てこない。情報提供の手法を検討していくことも大事だと思う。 

委員 ・市の環境の特徴と課題については、256頁から最後まで非常に細かく回答者の

真意をそのまま生かすような見方をしてあると思う。 

・「強み」や「弱み」を知ることで、環境を良くするには、やはり一人一人が自

分の生活を見直すということが基本になるんだと再認識するきっかけに繋が

ると思う。足下を見直して、地球的な規模でどのように取り組むか。そうい

うことを気付かせるような「強み」とか「弱み」を書いた方がよいのではな

いかと思った。 

・野焼きの話だが、私は市街地に住んでいるが、庭木を燃やしてもよいことを

知らないままに、野焼きを一括りにして全部ダメなのかなと思っていたとこ

ろもあって、そういう生活環境をもう一度見直す点で、自分の意識を変えて

いくということが大事だし、野焼きをする人も、あらかじめ日時を決めて、

周知しておくとか、そういう配慮をしてもらえると、苦情件数が減ったり、

意識を変えたりすることができるのかもしれない。 
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発言者 内     容 

委員 ・教育現場から言わせてもらえば、こども達は、学年に応じて、環境に一所懸

命に取り組んでいると思うので、そういうところを「人を育む環境」の「強

み」に上げてもらうと、現場の先生方も元気が出ると思う。「弱み」には、そ

れを支える家庭や地域、特に若年の方々へのケアあたりをどのようにしてい

くかというような捉え方をしていただければ、「人を育む環境」の方向性も出

てくるのではないかと感じた。個々のことを挙げると、重複するところもあ

るので、ポイントを少し絞って、整理してもらえればよいと思う。 

会長 ・先程から何度も話が出ているので、市民に野焼きの扱いが、情報としてはっ

きりと行き渡っていないのではないかと感じたが、その辺を法律も加味して、

この事例は規制から逃れているとか、この事例はＯＫだが、近隣住民に迷惑

をかけない程度でお願いしたいとか、市として、そういう事例をはっきりさ

せた上で情報を周知したらどうかと思った。 

事務局 ・野焼きの件については、定期的にホームページや広報、ちらし等で情報を流

しているが、市民の間でも、昔からの風習でしている人もいれば、どこかか

ら情報を入手して、全部ダメだよと思っている人もいて、温度差がなかなか

縮まっていないのが実際のところで、課題でもある。 

会長 ・散居村地域では、「散居村の保全」を環境施策として取り上げる一方で、それ

を守るためには実際には庭木や落ち葉の野焼きを含めた手入れがなければ、

なかなか守りきれないという現実もある。散居村や市街地、その他の地域に

よって、それぞれ扱いが異なってくることもあるのではと思ったりする。 

事務局 ・そのあたりは、ちょっと判断が難しいところがあって、例えば、消防サイド

からいえば、どんな野焼きもダメになる。 

委員 ・燃やす側もマナーを守ってやらなきゃいけない。だから、そういうガイドラ

インがあったらよいのにと思う。市から毎年発行している「ごみの出し方ガ

イド」みたいなものが。そういう情報が周知されれば、燃やす側のマナーも

改善されてくるのではないか思う。 

会長 ・野焼きは、基礎調査報告書にもあるように、南砺市の特徴の一つなのではな

いかと思うので、野焼きに対する対策をいろいろと検討していってはどうか。 

委員 ・「強み」や「弱み」についての表現方法については、南砺市の生活者の視点か

ら、分かりやすい言葉で、もうちょっと生活実感の湧くような表現の仕方を

してもらえると、もっと理解しやすいと思う。 

委員 ・野焼きの件も、エネルギーの面から考えれば、再生エネルギーに持っていけ

る。市として、再生エネルギーに持っていくのか、持っていかないのか、と

いったところを環境基本計画でどう扱うか、検討が必要なところだ。 

・ところで、環境基本計画は、総合計画の下位の位置づけで進めるということ

だが、既に策定済み個別計画として、例えば、新エネルギービジョンや都市

計画マスタープラン、バイオマスタウン構想があるが、これらの計画と環境

基本計画はどのような関係性になるのか。 

・今のままだと、環境基本計画だけで行くような気がしてしょうがない。 

会長 ・環境基本計画は、今いわれた諸計画も基本計画の中に含めていないとダメだ

と思う。大きな括りとして。 

事務局 

（委託業者） 
・環境面では、環境基本計画が最上位計画であり、まちづくりを環境面から実

現するための方向性を大きな環境分野毎に整理して示すことになるが、実際

には、既にいろいろな個別計画（バイオマスタウン構想や新エネルギービジ

ョン等）が策定された経緯もあって、まずはその各個別計画や施策の洗い出 
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事務局 

（委託業者） 
しが必要になる。また、これに合わせて、環境基本計画の上位計画になる総

合計画も見直されたので、その洗い出しも必要になる。整合を図るためには、

まずは策定済みの計画・施策の交通整理を行うことが必要だと考えている。 

・その上で、策定済みの総合計画や個別計画には、まだ謳われていない環境分

野のことも整理して、その方向性を位置づけていくことになる。 

委員 ・総合計画では、こどもの環境学習という分野があまり出ていないし、環境活

動もそうなので、環境基本計画の性格をきちんと示しておくことが大切。 

委員 ・どれも全部、同じレベルまで掘り下げて方針を出すことは難しいと思う。 

・例えば、既にある計画で詳しく掘り下げてある施策はよいが、現時点で詳し

い方針（結論）がないものや、決められないものは、環境基本計画である程

度決めておいて、詳しいことは各専門部署で個別に検討してもらう。いろん

な決め方があってよいのでは。 

事務局 ・環境基本計画の趣旨は、本市において生活や事業を営む全ての人、それから、

観光客等の来訪者も対象にしていて、その方々に南砺市の環境に関する方向

性を示すことを目的にして策定するもので、総合計画でも環境施策を一部謳

ってあるが、総合計画には謳われていない分野にも焦点を当てながら、また、

掘り下げることができるものは掘り下げていければと考えている。 

・エネルギービジョンやバイオマスタウン構想の個別計画は、絞られた環境分

野をもっと専門的な立場で掘り下げて策定されたもので、環境基本計画で扱

う環境分野はもっと広範になるため、現状はこうだが、将来的にはこういう

方向性が望ましいということを決めていく、そういう性格の計画になる。 

委員 ・これから基本計画を策定していく段階なので、今はまだ見えてはいないが、

計画の中では今お持ちの疑問点が整理されてくるのではないかと思う。 

・実態調査結果報告書では特徴や課題の抽出等、条件整理をしている段階で、

そこをベースに、これから柱となる施策をつくるための基本指針というか、

方針というか、そういうものが出来上がってくるという理解をしている。 

事務局 

（委託業者） 
・次回では、課題に加え、方向性を示した骨子案を提示する予定でいる。 

・また、先程も意見をいただいたが、今回提示した基礎調査報告書は、現況把

握ということでデータ集のようになっているが、環境基本計画では、分かり

易い表現を心がけて策定する予定でいる。 

委員 ・バックデータとしてはこれでよいが、市民への情報公開といった観点から、

広報なんかを通じて、ペーパー１枚程で進行状況を中間報告するとよいので

はないかと思う。市民に関心を持ってもらうことがすごく大事だと思う。 

委員 ・情報の伝え方でひとつ。以前、老人クラブの会長に「（情報は）パソコンで見

てください」と言ったら、「年寄りはパソコンを使えるわけがない」と怒られ

た。だから、情報の伝え方を工夫しないと。なかなか難しいと思う。 

委員 ・今後のスケジュールをみると、我々の話し合いは７月までない。そうなれば、

７月にはもう出来上がっている。極端な言い方をすれば。そこで我々がやれ

るのは、せいぜい修正だけなのではないか。となれば、やっぱりどういう方

向、指針にするのかはっきりしておかないと、検討しづらいのではないか。 

会長 ・そういう意見も是非たくさん出していただけたらよいと思う。 

・次段階で課題が出てくるが、その課題をつくる材料として、基礎調査報告書

に掲載しているところでは非常に不満だとか、もっとこうした方がよいとか、

そういう意見を聞かせていただければという、今日はそういう場なので。 
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委員 ・間伐材の話もあんまり出ていないが、地域内のバイオマスを生かそうと思え

ば、何でもできる。バイオマス対策だったら、今抱えているいろいろ問題は

半分ほど解決できるのではないか。ただ、お金がないからできないだけで。 

事務局 ・本日の審議内容で補足したい点や、気づかれたことや意見等があれば、事務

局で受け付けているので、是非お寄せいただきたい。 

・また、頂戴した意見は、次回の議事の骨子案にも、反映できるところはして

いきたいと考えている。 

委員 ・総合計画の主な事業との関連性はどういう扱いになるのか。 

事務局 

（委託業者） 
・総合計画はこの計画の上位計画なので、関連する環境施策があれば反映させ

ていくが、その前に、課題の抽出を行う必要がある。 

・その中で、例えば、森づくりが必要、ポイ捨てや不法投棄対策が必要となっ

たときには、総合計画はもちろん、さまざまな担当課で取りくんでいる施策

や個別計画も横断的に整理して、体系化していく。 

会長 ・委員から頂戴する意見の締め切りはいつまでにするか。 

事務局 ・今月中（３月）でお願いしたい。 
 
 

６ ６．その他 

・第１回審議会の会議資料で提示した基本目標を、次回の審議会で一部見直すことについて

事務局から説明を行った。 

・事務局から委員に対し意見を求めたところ、以下の意見が寄せられた。 
 

発言者 内     容 

事務局 ・第１回審議会に提示した基本目標は、各エリアが目指していく方針のような

ところがあったので、少し見直しをかけたいと考えている。 

委員 ・南砺市の特徴的な環境要素が全体的に入るような、緑と水と大地と、その中

に市民が組み込まれていくような、なんかうまいものを作らないといけない。 

委員 ・南砺市の固有名詞がそれぞれ一つくらい含まれていると、親近感を感じる。 

委員 ・事務的なことになるが、基礎調査報告書の中に誤字脱字や間違った内容が散

見されたので、きちんとチェックをして、ちゃんと見直して欲しい。 

委員 ・先程、意見があったように、皆さん、お忙しいかもしれないが、審議委員と

して、現地視察をしたらどうか。いつかの時期に一度は視察しないと、実感

が持てない。市内でここの環境が一番問題だというところを感じ取りたい。 

事務局 ・良い所と悪い所を分散して、３箇所ぐらいの候補を挙げてみる。 

委員 ・今月締め切りで（委員の皆さんから）意見徴集するから、その際に視察した

いところもメモしてもらえばどうか。 

事務局 ・現地視察の開催日は、第３回環境審議会（７月予定）の前で日程調整する。 

・事務局でも視察候補を検討するが、委員各位からも希望があれば、今月中を

目途に意見を是非お願いしたい。 
 
 

７ ７．閉会 

・民生部長から閉会の挨拶を行い、第２回環境審議会は終了した。         以上 
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