
平成 29年度 第 1回 須坂市環境審議会 議事録 

 

日時 平成 29年 6月 8日（木曜日）午前 10時 00分～正午 

 

場所 須坂市シルキーホール 第 1ホール 

 

出席者 

委員 

大井敎雄 委員、関正行 委員、島田修吉 委員、篠塚みち子 委員、湯本浩司 委員、浦野

康彦 委員、竹本斉 委員、山下稔 委員、相原範六 委員、西原秀次 委員、新野邦博 委

員、井上正見 委員、真関隆 委員、中田英郎 委員 

 

欠席委員 

長岡正人 委員、中澤保子 委員、飯尾昭一郎 委員 

 

事務局 

川口環境部長、上原生活環境課長、山崎清掃センター所長、田幸補佐兼環境政策係長、

宮崎補佐兼廃棄物対策係長、宮沢清掃センター所長補佐、長野環境創出係長、田中主任

主事、山﨑事務員 

 

配布資料 

 須坂市環境審議会委員名簿 

 須坂市環境基本条例抜粋 

 第二次須坂市環境行動計画中間見直し版 

 第二次須坂市環境行動計画施策一覧表【細分類】 

 平成 28年度環境行動計画実施事例（パワーポイント資料） 

 地下水資源保全・活用計画検討事業の実施について 

 一般廃棄物最終処分場の施設概要等について 

 

 

 



 

 

 

 

会議の概要 

 

1. 開会（進行：上原課長） 

2. あいさつ（三木市長：省略） 

3. 委員紹介、職員自己紹介 

昨年度まで、須坂市環境行動計画の進捗状況の管理については市民環境会議という組

織で行っていたが、市の組織の見直しの中で、市民環境会議については、環境審議会

においてその任務の遂行が可能であることや、両組織の構成員の選出団体の約半数が

重複していることから、組織を統一し事務を一元化することが望ましいという見解が

示された。よって昨年度をもって市民環境会議は廃止され、市民環境会議が行ってい

た任務については、本年度より環境審議会において行っていただくこととなった。相

原委員、西原委員については、昨年度までは須坂市市民環境会議の委員としてお勤め

いただいていたが、環境審議会の任務が増加することにより、組織の充実を図るため

に、委員の定員を 15名から 17名にする形でお入りいただいたものである。  

4. 議事 

1. 役員の選出について（進行 川口部長） 

会長に須坂市区長会 島田修吉委員を選出 

 

2. 須坂市環境審議会任務等について（事務局 田幸補佐） 

資料に基づき、須坂市環境審議会任務等について事務局より説明。 

これに対し委員より次のような意見があった。 

 

 委員： 

  委員の任期については、私は昨年から委員をやっているが、昨年からの 2年

間の任期となるのか、本年度から 2年間の任期であるのか。 

 

 事務局： 



  現在の委員様については、平成 28年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで

の 2 年間となっており、引き続きお勤めいただいているものである。今年度よ

り選出団体の役員の改選などにより新たに委員になられた方は、前任者の残任

期間である平成 30年 3月 31日までとなっている。 

 

3. 須坂市環境行動計画の進捗管理について（事務局 田幸補佐、宮崎補佐、長野係

長） 

資料に基づき須坂市環境行動計画の進捗管理について担当係長より説明。（会場

スクリーンに主な実施事例のパワーポイント資料を投影） 

これに対し委員より次のような意見があった。 

 

「3 ごみを減らし、資源を大切にしよう」について 

 

委員： 

  資源回収について、どこの学校でも実施されていると思うが、各学校の様子

をお聞きすると、年々資源物の回収量が減ってきているとのことである。スー

パー等のお店に持っていくと、ポイントがもらえるため、そちらに流れてしま

っているのではないかと思われる。なるべく学校に持ってきてもらうよう呼び

掛けはしているが、年々減ってきているのが実情であり、資源物の量に比例し

て、市からの報奨金の額も減ってきている。平成 29 年度の予算額は平成 28 年

度対比で増えているようだが、平成 28 年度の実績は、平成 27 年度対比で増え

ているのか減っているのか教えていただきたい。また、平成 32年度については

かなり予算が増えているが、なぜか。 

 

事務局： 

  資源回収報奨金については、確かに平成 28年度実績は平成 27年度実績と比

べると下がっていた。平成 32年度の予算については、5カ年分の予算額であり、

単年度でないために大きな額となっているものである。資源回収については、

学校や福祉施設等で回収を行っていただいているが、ごみ減量のため引き続き

ご協力をお願いしたい。 

 



委員： 

  報奨金についてはモチベーションになっている。今後単価を上げる予定はな

いのか。 

 

事務局： 

  単価については、一昨年には市の補助金を見直す中で、報奨金自体資源回収

が定着したためそろそろ止めたらどうかという話もあった。生活環境課として

は、今まで皆様にご協力いただいてきていることや、子供たちの環境教育にも

役立っていることもあり、何とか継続させていただくことでお願いし、理事者

にも納得いただいた。またそのような動きがあった際には、やっていただいて

いる団体の皆様から続けてほしいと声を上げていただきたいと思う。単価につ

いては何とか現在の価格を維持させていただいているものであり、今年度につ

きましても現在の価格でお願いしたい。 

 

委員： 

  3R 運動の推進について、せっかくレジ袋削減運動やマイバッグの啓発を行

っているのだから、「Refuse（リフューズ）不要なものはもらわない」を追加し

4Rに変更した方が良いのではないか。 

 

事務局： 

  現在の 3R については、前回までの須坂市一般廃棄物処理基本計画の中では

5Rとしてやっていた。世の中の動きでは 3R「（Reduce（リデュース）ゴミを減

らす）」、「Reuse（リユース）再利用する」、「Recycle（リサイクル）再び資源を

利用」が主流となり、平成 27年度に須坂市一般廃棄物処理基本計画の中間見直

しをする段階で、3Rに変更させていただいたものである。さらに現在世の中の

動きでは Recycle（リサイクル）を除くかたちで、2R に向かってきている。リ

サイクルはある程度形になってきたうえで、ごみはそもそも作らない、繰り返

し使うという流れがきている。須坂市一般廃棄物処理基本計画を見直した経過

もある中で、当面は 3Rでやっていきたいと思っているのでよろしくお願いした

い。 

 



「5 環境学習について、ともに学び行動しよう」について 

委員： 

  須坂建設事務所では豊丘ダムを管理しているが、ダムでは私たちの水がどの

ように作られるのかといったことや、水力発電所もあり、環境にも役立ってい

ることを学ぶことが出来る。学校で計画していただき見学などにも来ていただ

いているところもあるが、その関係を環境行動計画にも入れていただき、今後

の取り組みとして、環境学習に役立てていただければと思う。 

 

事務局： 

  ダムの関係の担当課は道路河川課になるため、担当者と調整し今後について

は検討させていただきたい。 

 

「1 地球温暖化防止に取り組もう」について 

委員： 

  再生可能エネルギーの導入について、太陽光発電の補助金は続いているのか。 

 

事務局： 

  太陽光発電の補助金については、住宅用の太陽発電システムを付ける場合、

上限 3 万円で補助を行っている。最盛期には年度予算 800 万円程の実績があっ

たが、今年度については予算 150万円程の規模でやらせていただいている。 

 

委員： 

  公共施設の屋根貸し事業について、既に何件か実施されているが、どれくら

いの収入が見込めるのか。 

 

 事務局： 

  屋根貸し事業については、11件実施済であり、内 2件についてはまだ発電開

始はしていないが、年間約 80万円程が収入となっている。相森中学校について

は屋根貸し事業ではなく、太陽エネルギー推進協議会でやっていただいたもの

になるが、こちらで 30万円程となり、合わせて 110万円程となる。 

 



委員： 

  収入について県では売電収入が 8千万円程であったと思うが、市が低いのは

なぜか。 

 

事務局： 

  市は屋根貸しであるため、貸している屋根の面積に応じた賃料の収入である。

屋根の賃料については、市では募集の段階では 1平方メートルあたり 100円以上

で提案するよう公募をかけたが、実際に事業者にご提案いただいた金額は 1平方

メートルあたり 300円等であり、その中から事業者を選定させていただいた。そ

のすべての施設の屋根の賃料を合計して 80 万円程になっている。売電の収入に

ついては屋根を貸している相手方の発電事業者に入っている。先ほどの県の収入

については売電収入であり、市の場合は屋根の賃料をいただいているものである。 

 

4. 須坂市地下水資源保全・活用計画検討事業について（事務局 田幸補佐） 

資料に基づき地下水資源保全・活用計画検討事業の実施について事務局より説

明。 

これに対し委員より次のような意見があった。 

 

委員： 

  事業者にとって、上水道を利用するのでは採算性が悪いというお話があった

が、そのための地下水として利用した場合、地下水に関しては使用した量、す

なわち側溝に流した量で上下水道の料金の計算に当てていたと思うが、今回は

その料金体系を変えるということなのか。 

 

事務局： 

  井戸を利用している企業さんが、使用した水を下水道に接続して流している

場合は、上下水道の料金で金額をお支払していただくようにはなる。企業さん

からは井戸を掘りたいけれども条例が厳しくて掘れない、それが足かせとなっ

て企業進出を阻害しているという話もあるが、ただ今回の調査というのは、企

業さんの為に条例を緩和することを前提として調査するものではない。それは

一方で厳しい条例で規制してきたことで、今の地下水の状態が保たれていると



いう現状もある。まずは現在の市内の地下水の現状はどうなのか、賦存量とい

うものを把握する必要があるため、科学的に調査したうえで有効活用していこ

うというのが主である。調査した結果、地下水の収支状況が良くない場合には、

当然条例を緩和するところまではいかない。まずは調査した結果をもとに、こ

れからの地下水の保全と有効活用を考えていこうというものである。現在、水

道を使っていただいている企業さんも多い中で、条例を緩和し、井戸が掘れる

ようになることで、今度は市の水道事業会計が圧迫されて来るということも考

えられる。そういったこともきちんと見ながら今後の施策を考えていかなけれ

ばならないと思っている。したがって、今回の調査が直接上下水道の料金に影

響を及ぼすものではなく、今後の保全と有効活用の施策を考えていくためのも

のとご認識いただければと思う。 

 

委員： 

  調査の結果、賦存量が保たれていて有効活用が可能であった場合には、企業

としては経済的に地下水を有効に活用しない手はないと思うが、その際に料金

体系を変更することも念頭に置いているのか。 

 

事務局： 

  水道の料金体系のところまでは現在考えていない。まずは地下水の状況を把

握するために始める調査である。 

 

委員： 

  先程の冒頭の説明で、企業が井戸を掘削できないために、須坂市への企業進

出を阻害している、上水を利用している企業は費用が大きく利益があがらない

という説明があったため、料金体系の変更についてお聞きしている。井戸の距

離制限についても、各保全地区一律で制限を緩和するのか、工業用だけを緩和

するものなのか、せめてそれぐらいは見通しを立てて調査するものと思われる

が、そうでなければ企業からの要望に応えられるものでない。調査をする前か

ら緩和するものでないということであれば調査の意味はない。 

 

事務局： 



  上下水道の料金体系について現在具体的な話はしていない。この水資源の調

査は安曇野市が県内で先駆けて行っているが、地下水を無料で無制限に汲み上

げて良いのかというなかから、ある程度汲み上げる量に応じて協力金みたいな

ものをいただいて、それを保全のために役立てていこうと検討されている。た

だ、企業の協力も得られなければなければならない部分のため、安曇野市でも

まだそこまではいっていないようである。須坂市としてもねらいはこのような

形になるかとは思うが、その部分も含めて検討していかなければならないと考

えている。上水道の料金については、まだそこまでの話しはしていないが、水

道事業会計に影響があってはならないことである。地下水の庁内検討委員会の

メンバーには当然上下水道課も入っているため、課題となることを出していた

だき、とりまとめた施策を行っていきたいと考えている。 

 

委員： 

  市内の企業からは以前から上下水道の費用が大きくて利益があがらない、事

業の拡大が見込めない等の要望があったと思うが、現に上下水道の費用で苦し

んでいる企業や、業績が芳しくない企業もたくさんある。その辺の対応は今ま

でどうされてきたのかという話もあるが、今回の調査結果をもとに、企業の負

担を軽くするということを検討されているのか、出来るか出来ないかは別とし

てご意見をお聞きしたい。 

 

事務局： 

  企業さんにとって、現在の水道の料金体系は使えば使うほど料金をお支払い

頂くようになる。以前には企業立地の際に企業さんのために工業用水の料金体

系を作るよう要望したこともあるが、工業用水専用の料金体系には至らなかっ

た経過もある。これから新しい産業団地をつくる計画がある中で、当然そうい

ったところについては地下水の条件を整えてあげることが必要だと思っている。

生活環境課としても担当課には要望を伝えていきたい。 

 

委員： 

  今回の調査業務については、八千代エンジニヤリング株式会社 1社が参加表

明し、選定されたとのことであるが、合格点のボーダーが平均 70点で、採点結



果が 78.4 点というのは、市としてももう少し高い点を取る業者を望まれたので

はないか。 

 

事務局： 

  選定委員会で委員に採点基準表をお配りして採点を行った。採点基準の 100

点は「かなり良い/採用すべきである」、80 点は「良い/採用しても良い」、70 点

は「やや良い/採用しても良い」、50 点は「普通/採用しても良いが、高い達成度

は期待できない」、30 点は「やや劣る/採用には若干問題がある」、20 点は「劣

る/採用には問題がある」、0 点「かなり劣る/採用すべきでない」となっており、

この中で採点をいただいた。70 点は最低限クリアしていればこの事業の目的を

達成できるということで、そこを基準点としてお考えいただくようお願いして

おり、選定委員を構成する各課の委員の採点によって 78.4点という結果である。

100点に越したことはないが、目的は達成出来ると考えている。今後は、打ち合

わせを進めていき事業者から提案いただきながら市の要望を反映していただき、

事業を進めていきたいと考えている。その際には、環境審議会の皆様にも意見

をお聞きし、精度を上げていきたいと思っているので、ご意見をよろしくお願

いしたい。 

 

5. その他 

（1） 騒音規制法・振動規制法に基づく規制地域の見直しについて（事務局 田

中主任主事） 

 事務局より騒音規制法・振動規制法に基づく規制地域の見直しについて説明

（配布資料なし） 

 昨年度の環境審議会では規制地域の見直しについて、見直し箇所を 20 箇所程

提案させていただいたが、今年度については、改めて 20箇所の区域についてよ

り慎重に、細かく見直しを行い、環境審議会への諮問をさせていただきたい。

次回以降の環境審議会において、見直し箇所の地域について提案させていただ

きたい。 

 

（2） 一般廃棄物最終処分場の施設概要等について（事務局 川口部長） 

 事務局より資料に基づき一般廃棄物最終処分場の施設概要について説明。 



 質疑なし 

 

（3） その他 

 委員の皆様から自由意見 

 

委員： 

  環境問題を考えるうえでは、人間が自然と親しむ場をつくっていくことが大

切であると思っている。私は春には山で山菜取り、秋にはきのこ採り、そうい

った生活を送りたいと思っているが、近年は熊が出ており、なかなか山に行く

勇気がない。山には市で電気柵も設置していただいたが、本来は電気柵のない

社会をつくることが必要であり、電気柵を無くした社会を作ることは出来ない

かと考えている。昔は日本オオカミがいたことで、自然の摂理が保たれていた

が、日本オオカミがいなくなったことで熊の存在が大きくなってきている。大

学の先生なども研究されているが、日本オオカミの性格は神経質で、人間の姿

を見ると怖がって逃げるようであり、熊とは違って人間に危害を加えることは

ないようである。そういった理由からも、海外からオオカミを輸入し、本来の

昔の生態系に戻そうといった動きもあるようであるが、このような動きに対し

て市はどのようにお考えか。ご意見をお聞かせいただきたい。 

 

事務局： 

  日本オオカミ協会という組織があり、今回のお話のオオカミの輸入について

研究をされている。かつて日本にオオカミがいた時には様々な生態系が保たれ

ていたこともあり、シベリアなどにはかつて日本から渡り歩いたオオカミがい

ることから、それを輸入して、再度生態系を整えるという考えである。個人的

には興味はあるが、この件に関しては、環境省の考え方もあり、市としても国

の動きを見ながら方向性を決めていかなければならないと思っている。過去に

市議会議員さんからも議会で質問をいただいたことがあり、その際は農林課で

回答しているが、市として取り組んで行こうとした際には、環境省の動きを見

ながらの対応になってしまう。 

 

（4） 今後の予定（事務局 上原課長） 



 今年度の環境審議会については、4 回程開催予定である。次回の開催日につい

ては会長副会長と日程を調整のうえご案内を申し上げたい。 

 

5. 閉会 


