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赤穂市環境審議会次第  

 

 

１ 日 時  平成２９年７月６日（木） 午前１０時００分 

 

２ 場 所  市役所２階２０４会議室 

 

３ 出席者 

    学識経験者     東南公雄、萬代新一郎 

    市議会議員     西川浩司、小林篤二、竹内友江、土遠孝昌 

    市民組織の代表者  沖知道、中村文代、西森雅和 

    産業界の代表者   寺田祐三、榊敏、平田一典、上田昌弘、山本真一 

    公募市民      橋本龍男、東洋子 

    関係行政の職員   柿本裕一、髙谷和彦、芦田義則、清水伸一郎、濱田純司 

    市関係職員     児嶋佳文、河本憲昭 

    事務局       (市民部長) 高見博之 

(環境課長) 古谷周 

(環境係長) 谷勉 

(環境係) 中濱祐介、和田祥平 

 

４ 会議次第 

（１）あいさつ 

（２）新委員紹介 

（３）報告事項 

    ・「赤穂の環境」の概要（速報）について   

（４）その他 

・兵庫県条例「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」 

 について（情報提供） 
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事務局    失礼いたします。それでは定刻になりましたので、赤穂市環境審議会のほうを開

催させていただきます。本日は大変お忙しいところ、お集まりいただきまして誠に

ありがとうございます。開会にあたりまして、萬代会長よりご挨拶をお願いいたし

ます。 

会 長    おはようございます。お久しぶりでございます。２９年度第１回の環境審議会を

開催いたします。ちょうど季節は梅雨の真っ最中でございまして、今日はちょっと、

日が照りましょうかね。まあ、しかし、毎年のことながら九州地区の自然災害、集

中豪雨ですかね。あらためて、お悔やみを申し上げたいと思います。今日はご案内

のとおりの会議題ですけども、審議事項はございません。報告案件ですのでね。よ

ろしくお願いしたいなと思います。それでは進行お願いします。 

事務局    ありがとうございました。本日の委員の方々の出席状況でございますが、資料に

添付しております名簿をご覧ください。資料１のほうにまいります。本日の委員の

方々の出席状況についてでございますが、黒田委員、寺田委員、藤井委員より欠席

のご連絡をいただいております。また、赤井委員のほう、欠席のご連絡をいただい

ておりませんが、まだお見えになってございません。現在、２３名の出席で、委員

の過半数を超える出席をいただいておりますので規則第６条第２項の規定により

まして、本会は成立いたしますことをご報告いたします。 

       また、事務局からは市民部長高見、環境係長谷、環境課中濱、和田、わたくし環

境課長の古谷が出席しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

       続きまして、次第の第２、新委員の紹介をさせていただきます。市会議員の山田

委員に代わりまして西川委員でございます。市民組織の代表といたしまして、赤穂

市自治会連合会の木村委員に代わりまして、沖委員でございます。関係行政機関の

職員といたしまして、赤穂健康福祉事務所長、鷲見委員に代わりまして、柿本委員

でございます。光都土木事務所長坪田委員に代わりまして、髙谷委員でございます。

光都農林振興事務所長辻内委員に代わりまして芦田委員でございます。西播磨県民

局県民交流室環境参事上西委員にかわりまして清水委員でございます。市関係職員

といたしまして、本日ご欠席されておりますが、市民病院長小野委員に代わりまし

て藤井委員。消防本部消防長西中委員に代わりまして、河本委員にお願いいたして

おります。 

       それでは、議事進行につきまして、会長よろしくお願いいたします。 

会 長    はい、皆さんにお配りしております会議次第に基づいて進めたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。会則の規則によりますとこの会は原則公開という

ことになっておりますけど、公開させていただいてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

現在までに１名が、傍聴の希望をされております。それでは、よろしくお願いい

たします。はい。どうぞ。 

それでは、傍聴の方、事務局から説明がありましたとおり、傍聴の取り決めを守

っていただいてね、傍聴をよろしくお願いしたいな思います。 
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次に、それでは、議事録署名を指名させていただきます。上田委員、よろしくお

願いをいたします。 

それでは次第３の報告事項、赤穂の環境の概要について事務局の説明を求めます。

よろしくお願いします。 

 

事務局    失礼します。お手元の資料２をご覧ください。こちらが平成２９年度赤穂の環境

の概要、速報についてということで資料を準備しております。こちらの資料に基づ

きまして、簡単に説明させていただきたいと思います。座って失礼いたします。 

       後ろのスクリーンのほうをご覧ください。平成２９年度版赤穂の環境につきま

しては、平成２８年４月から平成２９年３月までの結果でございます。現在のとこ

ろそちらのデータにつきまして、編集集計の作業中でございまして、一部データが

そろっていない箇所もございますので、今回は速報という形でご報告させていただ

きます。データが揃いまして冊子として、まとめたものが完成しましたら後日、委

員さんのほうには冊子を配布させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

ではまず、大気環境について、ご説明いたします。赤穂市におきましては、一般

大気監視局といたしまして市内８カ所に設置をしております。二酸化硫黄、二酸化

窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントの連続測定を行っております。こちら

に表示しております局のうち市役所局につきましては、兵庫県のほうが設置してい

る局になりまして、こちらのデータがまだ提供いただいておりませんので、市が設

置しております７監視局のデータについて、今回はご紹介いたします。 

まず二酸化硫黄についてでございます。平成２８年度におきましては市内７監視

局の平均値が０．００３と、ほぼ同様の値で推移しておりまして、環境基準の１０

分の１以下の値となっておりました。環境基準の達成状況につきましても１００％

の適合率となっております。 

こちらが地域別のグラフになりますが、特に大きな変化は無く、０．００１から

０．００４のあたりを推移している状況でございます。 

続きまして、浮遊粒子状物質ＳＰＭについてでございます。市内の平均値といた

しましては０．０１６となっており、前年度と同じ値でございました。グラフのほ

うを見ていただきますとおり、ここ数年大きな変動はございません。また、環境基

準との比較におきましては、１時間値・日平均値ともに１００％の適合率となって

おります。 

こちらが浮遊粒子状物質の地域別のグラフでございますが、特に地域的に突出し

ているというような状況は見受けられませんでした。 

続きまして、二酸化窒素についてでございます。二酸化窒素の市内平均値といた

しまして、０．００９となっており、市内の平均値の経年変化をみましてもほぼ横

ばいか若干減少傾向に見受けられます。環境基準との比較におきましても１００％

の達成率となっております。 

地域別のグラフについてでございますが、特に大きな変化はなく推移している状
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況でございます。 

続きまして、降下ばいじんについてでございます。赤穂市におきましては計１０

カ所でデポジットゲージ法により降下ばいじんの測定をしております。この降下ば

いじんにつきましては環境基準はございませんが、市において環境目標値というも

のを設定しておりまして、１平方キロメートル当たりに降下するばいじんのトン数

として５トンという目標値を設定しております。平成２８年度の結果といたしまし

ては、年平均値で１．９０とほぼ２前後の値で推移している状況で環境目標値を達

成している状況でございました。 

こちらが市役所、塩屋、大津、鷆和、折方のグラフとなっております。地域別に

みましても、いずれの地区も環境目標値を満たしている状況でございます。 

続きまして、千鳥、尾崎、坂越、高雄、有年のグラフになりますが、こちらにつ

きましても環境目標値以下となっております。 

続きまして、光化学オキシダントについてでございます。赤穂市におきましては、

市役所、有年監視局においてオキシダント濃度の測定を行っており、一番下に書い

てありますとおり、平成２７年度、一昨年になりますが、１８年ぶりに赤穂市域に

おいて光化学オキシダント予報及び注意報が８月１日に発令されましたが、平成２

８年度、昨年度につきましては、予報・注意報の発令はございませんでした。 

続きまして、微小粒子状物質ＰＭ２．５についてでございます。ＰＭ２．５につ

きましては環境基準が設定されておりまして、１年平均値が１立方メートルあたり

１５マイクログラム以下、かつ、１日平均が１立方メートルあたり３５マイクログ

ラム以下という値となっております。赤穂市における測定状況につきましては平成

２５年の１１月に、市役所のほうに兵庫県によって測定器が設置されております。

こちらが、兵庫県のほうが測定しているデータになっておりますが、２８年の４月

から２９年の３月までの結果になっておりますが、１時間値の年間平均値といたし

ましては１立方メートルあたり１０．４マイクログラムという結果になっておりま

した。また、濃度が上昇するときには注意喚起情報というのが発令されることがご

ざいますが、平成２８年度につきましても、赤穂市が属します播磨西部地域におき

ましては注意喚起情報の発信はございませんでした。 

続きまして、市内の放射線の測定についてでございます。平成２４年３月より市

内の２カ所において測定を開始しており、市役所と有年公民館で毎月１回測定を行

ったデータでございます。測定結果につきましては実施後、ホームページにて結果

をお知らせしております。 

こちらが、平成２８年度の結果になりますが、市役所、有年公民館とも、１時間

当たり０．０７から０．１１マイクロシーベルトの間で推移をしておりまして、特

に大きな変動はございませんでした。 

続きまして、水質の状況についてご説明いたします。資料２の裏面もご覧になり

ながらお聞きください。 

赤穂市内におきましては一般項目につきまして、河川１３地点で年４回、海域１

１地点で年４回の調査を行っております。また、年１回河川、海域についてより詳
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しい調査として重金属等の健康項目の分析も行っております。 

こちらが河川の調査地点でございますが、千種川で５地点、長谷川で１地点、加

里屋川で２地点、新川で１地点、大津川で２地点、塩屋川１地点、矢野川１地点の

計１３地点で分析を行っております。 

こちらが、年間の河川の水質の調査結果でございます。千種川における環境基準

適合率といたしましては、水素イオン濃度、ｐＨですね。生物化学的酸素要求量、

ＢＯＤ、浮遊物質量のＳＳ、こちらの３項目は１００％、溶存酸素量のＤＯは９

５％、大腸菌群数が２５％の達成率となっておりました。昨年度と比較いたします

と、浮遊物質量、大腸菌群数の適合率があがり、溶存酸素量の適合率が若干下がっ

ている状況でございました。他の河川につきましては、環境目標値を設定しており

まして、その適合率といたしましては、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量が

１００％、溶存酸素量、浮遊物質量が９６％、化学的酸素要求量が８２％、大腸菌

群数が７５％という達成率でございました。 

こちらのグラフは環境基準が設定されております、千種川の水質につきまして、

旧坂越橋の地点における、年平均値の経年変化でございます。全体的に安定した状

態で推移しておりましたが、浮遊物質量ＳＳ、赤い線になりますが、こちらにつき

ましては、上流域における河川改修の影響により、高い状況が続いておりましたが、

その工事が安定してきた結果、徐々に減少傾向にあるように見受けられます。 

続きまして、千種川精密調査についてでございます。千種川につきましては、水

素イオン濃度や浮遊物質量などの一般項目以外にも、重金属類などの健康項目につ

いても年１回、高雄橋下流地点で、調査を行っておりましたが、昨年度から有年橋

での調査もしております。こちら健康項目とよばれる２７項目については、全て環

境基準を達成しておりました。また、ダイオキシン類についても測定をしておりま

すが、環境基準の１に対しまして、有年橋地点で０．０２３、高雄橋地点で０．０

３１となっておりました。 

続きまして、海域の水質調査についてでございます。海域につきましてはこちら

の１１地点で年４回の調査を行っております。このうち４地点で年１回水質の有害

物質などの詳しい調査と、２年に１回、低質の調査も行っております。 

こちらが１１地点の平均値の経年変化でございます。化学的酸素要求量であるＣ

ＯＤが２．５という値となっておりまして、２８年度につきましては、環境基準の

２を上回っている状況でございましたが、前年度より若干減少している状況でござ

いました。 

こちらが最後になりますが、海域の水質の精密調査についてでございます。年１

回行っております重金属等の健康項目につきましては、すべて環境基準以下となっ

ておりました。 

以上で、平成２９年度版赤穂の環境の概要の速報に関する説明とさせていただき

ます。また、データがまとまり、冊子が完成しましたら、委員の方々には、赤穂の

環境の冊子のほうを送付いたしますので、またご参考にご覧ください。以上です。       

会 長    はい。事務局の説明が終わりました。そこについて、質問、ご意見があればお受
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けいたします。 

委 員    失礼します。例年ですと赤穂の環境の冊子を配っていただいて、それについての

質問をさせていただく機会があったかと思います。諮問内容じゃないかと思うんで

すが、全体像が見えてこそ環境がどうかと、今回こう開いていただいて報告いただ

いた訳ですが、その辺の事情をもう少し図書が完成してからですね。こういった審

議会を開いてはどうかと思うんですが、いかがでしょうか。 

会 長    はい。どうぞ。 

事務局    失礼いたします。審議会の開催時期についてでございますが、こちら昨年度より

４月に環境審議会の委員の新しい方々を委嘱させていただいて、それについて、ご

紹介ならびに、その会をもって現況の赤穂の環境をご報告させていただくという状

況にさせていただいてございます。赤穂の環境の内容につきましては、以前より、

冊子が出来てご報告させていただくまでに、かなり時間があるということのご意見

等もございまして、現在、測定結果につきましては、市のホームページのほうで、

逐次公開をさせていただいているところでございます。今、ご説明させていただき

ました水質の関係、大気の関係もそうなんですが、逐次結果が出次第ホームページ

のほうで公開させていただいているという状況でございます。その内容が冊子にな

るというのが、若干時間を要しておりまして、もうちょっと時間をいただくんです

が、こちらのほうの環境審議会のほうに、結果のほうについては、速報という形で

お知らせするという形にさせていただいている関係もございまして、この時期に開

催をさせていただくということでご理解いただきたいと思います。 

会 長    はい。 

委 員    なかなか詳しい冊子を毎年いただいて、ご用意して、そんな中で赤穂の環境に関

心が非常に高く見さしていただいてるんですが、例えばですね。市民の暮らし向き

と生活と直結するような環境問題が起きたときに、この冊子のほうには市民の要望

とかですね、苦情とかですね、こういったものが掲載されて、その後、解決したか

どうかの経過までわかる冊子になっていたと思うんですが、その辺の事情は、２８

年度はどうなったんでしょうか。 

会 長    はい。どうぞ。 

事務局    赤穂の環境のほうにつきまして、今、委員ご指摘のとおり苦情の内容というもの

は、苦情の件数ですね。苦情の件数とか内容は載せさせていただいております。苦

情の内容は、今現在、報告させていただい内容には、特に無いんですが、２８年度

にお受けした内容につきましては、所謂、大気環境の苦情ということで、野焼きの

関係であったりとか、そういうような苦情は受けております。いずれにしましても

赤穂の環境をホームページのほうで公開させていただいておりますので、内容を確

認いただいたらと思います。 

委 員    もう一回ね。そういう意味でね。詳しい内容が書かれてある冊子が出てこそ、審

議会の皆様にお配りして、諮問なり受けるというパターンが、やっぱり大事だとお

もうんですよね。あと報告はいただくんですが、それについて聞くことは、こうい

った場というのは無いんですよね。予定していますか。 
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会 長    はい。 

事務局    この冊子のほうをいづれまた各委員の方々にお配りさせていただくということ

で、ご理解いただきたいと思うんですが、内容につきまして、こちらのほうで速報

であげさせていただきましたが、今、委員が言ったような、市民に直結するような

内容ですとか、そういう具体的な例につきましては、赤穂の環境のほうでご確認を

いただきたいとおもいますので、ご理解いただきたいと思います。 

委 員    求めておきます。後一点、今最後のところで、海域の関係ですが、ＣＯＤが２．

５という数値が出ております。２を超える、基準値を超える数値が出てる。これは

どうとらえたらいいんでしょうか。異常値なんでしょうか。 

事務局    失礼します。こちら、先ほどＣＯＤが２．５という形だったんですけども、こち

ら後ろのグラフでは、１９年度からの数値をあげさせていただいておりますが、大

体２から３くらいの状況になっておりまして、特に異常値とかといった状態ではご

ざいません。 

委 員    ２を超えていると。２が基準値なんでしょ。 

事務局    基準値は２になっておりますが、こちら見ても分かりますとおり、赤穂市域と言

いますか、赤穂市の地先のＣＯＤにつきましては、これまでも、基本的に２点いく

つという水質が続いているという状況でございます。 

委 員    大丈夫なのか。異常ないなという。 

会 長    もう、委員ええか。はい。他にご意見ございませんか。 

委 員    はい。もう一点だけ。臭いについてね。かなりこう、最近はね。相談受けるんで

すが、まあ西浜の工場のほうで、汚泥関係の処理をされているということを聞いて

いるんですが、それで臭いに対する経年変化とか、測定とかはやっておられるんで

すか。 

会 長    はい。どうぞ。 

事務局    西浜のほうの臭いの測定ということでよろしいでしょうか。 

委 員    基本的には市内全体なんですが、特に西浜あたりから出てくる臭いに対する苦

情がでているんですが。 

事務局    臭いに関してはやっておりません。定期的にポイントを決めて測定するという

ことはしておりません。 

委 員    かなり臭うという声もお聞きしてましてね。汚泥関係の処理、焼いたりこねたり

する訳ですから、そういったガスが出てきているんじゃないかと。そういった心配

もしているわけで、測定の項目としては必要になってきているような。かなり臭う

とお聞きしているんですが、その辺について苦情は入っていませんか。 

事務局    今年については、まだ苦情というのは入っておりません。昨年、平成２８年中は

夏ごろ、７月、８月にかけて、暑いときに苦情は何件か入ってきました。 

委 員    どう処理されていますか。その結果について。 

会 長    はい。 

事務局    補足させていただきます。昨年、今、申し上げたとおり、地域の方々から夏ごろ

になりますか、昼間にそういった臭い、何の臭いかは不明なんですが、臭いを感じ



7 

 

ることがあるというお話しをいただきました。実際、臭いの調査といいますか、臭

いの確認をする場合、発生源がどこかということから入ります。それとあわせて、

どの周辺で、どの時間に、どういった臭いがするのかということをまず、確認する

必要があるということで、昨年地域の方々からお声をいただきまして、どういった

時期にどういう臭いがするのかをいろいろデータなり状況いただいております。具

体的に臭いの物質というところまでの詳細まで至ってないんですが、引き続き、昨

年度夏の状況が終わりまして、臭いのほうの申し出が収束したという状況もござい

まして、そこも含めて今年度新たに、その状況も踏まえて、臭いの状況の確認をす

るという予定ではしております。具体的にポイントで臭いを計るとかいうことは実

際は行っておりませんが、実際に臭いの原因は何なのかということを引き続き調査

をしていくという状況でございます。 

委 員    発生源について調査されて、その発生源は確認されてるんですか。 

事務局    発生源の確認は行っておりません。発生源と思われるというか、発生源になりう

る可能性のところというのは、いろんなところ行かせていただいて臭いの確認とい

うか、どれがそういうのになりうるかっていうものの確認は色々したりはしており

ます。それは汚泥の乾燥設備以外にも市内のいろんな発生源になりうるところかど

うかということも含めて調査を引き続きさせていただいているという状況でござ

います。 

委 員    結論として調査されて、確認して、発生源が分かって、そこへの指導といいます

か、そういったものをされているんですか。 

事務局   いまのところ、まだ原因の確定とまでは至っておりません。先ほど申しましたとお

り引き続き調査の原因と臭いの状況の確認ということをおこなっている状況でご

ざいます。 

委 員    ぜひ対策をとってください。 

会 長    はい。他にございませんかね。 

委 員    河川のですね、ことでちょっとお聞きしたいのですが、環境基準適合率、千種川

の大腸菌群数が２５％となってるんですが、これは千種川が基準を大きく上回って

いると考えていいんでしょうか。そして、その他の河川が７５％となっているので

すが、他の河川に比べて千種川の大腸菌が基準より大きく上回っていると考えてい

いんでしょうかね。その辺をちょっと教えてください。 

会 長    はい。どうぞ。 

事務局    失礼します。具体的に大腸菌群数の数値がこちらに上がってないんですけど、千

種川で設定されております環境基準というのが、非常に厳しい環境基準になってい

るんですけども、２５％というのは環境基準に対しまして、各測定のデータと環境

基準を比べまして、達成している、その環境基準より低いデータがあった数値を並

べると２５％の数値になっていった状況になっております。他の河川との達成状況

の違いというのもあるんですけども、他の河川につきましては、その基準値がそれ

ぞれ河川で違う基準というか、目標値になるんですけども、違う目標値が定められ

ておりまして、それに対して、達成しているかどうか、という比較をさせていただ
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いております。ですので、千種川の大腸菌群数が例えば他の河川より多いとかとい

うことではないんですけども、千種川につきましては、環境基準と比較すると２

５％、４回に１回だけ基準より低かった状況にはなっておりました。 

委 員    汚れていると理解したらいいですね。 

事務局    汚れているというわけではないんですけども、大腸菌群数というのは、所謂大腸

菌という人のし尿等からでたり、動物のし尿から出るものもあるんですけども、そ

の他にも、例えば植物から似たようなものを示すものも含まれておりますので、大

腸菌群数という基準になっているんですけども、そこの分類というのは、非常に難

しい、精密な調査をしなければいけないようなものになるんですけども、環境基準

としましては大腸菌群数っていうもので比較をするものになっておりまして、それ

と比べると適合率としては２５％だったという形になるんですけども、それがイコ

ール汚れているというわけではないとご理解いただけたらと思います。 

会 長    他にございませんか。はい。それでは、次第４のその他のところに入りたいと思

います。兵庫県条例太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例について説

明をお願いいたします。 

事務局    失礼します。お配りしております資料になりますが、Ａ３の両面書かれている分

をお願いします。こちらは平成２９年７月１日、この７月から兵庫県の太陽光条例

が施行されることになりました。ということで、こちら審議会のほうで情報提供と

いう形でさせていただきます。県条例、太陽光の条例についてですが、届出の対象

となってますのが、事業区域の面積が５，０００㎡以上の設置工事について太陽光

条例の届出が必要になってくるということになっております。工事着手の６０日

前までに事業計画を兵庫県の建築指導課というところに出すようになります。 

       次めくっていただきまして、条例の制定、背景、目的です。赤穂市も再生可能エ

ネルギーの条例を作っておりますので、だいたい同じような目的となっておりま

す。県の太陽光の条例には２番の太陽光発電施設の設置等に関する基準というこ

とで、施設基準という形で大きく５つ、景観と調和及び緑地の保全に関する事項、

防災上の措置に関する事項、安全性の確保に関する事項、廃止後において行う措置

に関する事項、その他の事項という形で、それぞれ施設の設備基準というものを設

けております。例えば、パネルの角度、向きを何度にしなさいとか、そういった細

かい事まで設備基準という形で決めております。詳しくは兵庫県のホームページ

等で公開しておりますので、条例、施行規則等と一緒にご覧になっていただいたら

と思います。 

       県の太陽光の条例のほうも、目的としましては赤穂市と同じように、近隣関係者、

要するに事業区域を行う近隣の関係者と近隣住民への説明をしっかりしなさいと

いうことも、ひとつの大きな目的となっております。なので、赤穂市の条例と結構

似ているところがあります。赤穂市の条例と大きく違うところといえば、対象とな

るものが、赤穂市は５０ｋＷ以上という形で面積ではなく、５０ｋＷ以上の出力で

市条例にかかるとしております。県のほうは事業区域が５，０００㎡以上と、大き

なものでかかるという形にしております。なので、赤穂市のほうがかなり小さいと
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ころから市条例にかかりまして、県条例は５，０００㎡以上なので、５０ｋＷ以上

で、５，０００㎡にいかない部分というのは市条例の対象になります。５，０００

㎡以上の分については、市条例と県条例、両方対象になりますので、事業者のかた

には両方手続きを、市条例の分は市条例で、県条例の分は県条例でという形で、二

重で、同じような書類になるんですけど、２つかかるという形でお願いするように、

今現在なっております。 

       ６番の設置工事等の届出等の標準的な流れということで事業者のかたが県に届

出を出すときの流れになっております。まずはじめに、事前協議といたしまして、

事業者のかたは、兵庫県の建築指導課、本庁にあります建築指導課開発指導班にあ

らかじめ、こういう計画があってという形で、事前協議をしにいってもらうという

形になります。その後、事業区域の近隣関係者への説明等して、合意形成を図って

十分な説明をしたうえで、事業計画の届出書を作成して県のほうに提出する形に

なります。提出するにあたっては、事業者は直接、県の建築指導課に届出をするの

ではなくて、各市町村の窓口、赤穂市で行う場合は、赤穂市の環境課のほうに事業

計画書の届出書という形で赤穂市の環境課に届出を持ってきてもらうことになり

ます。そこで、赤穂市のほうで受付をして、県の建築指導課のほうに送るという形

になります。その後、県の建築指導課で審査、それがちゃんと出来ているかとか書

類審査をして、問題がなければ、６０日後にそこの事業区域での工事が始まるとい

う形になります。工事が完了すれば、その完了の届出、変更があれば変更届、その

事業が２０年して終わったりとか、１０年で終わったりした場合、廃止届という形

は、それぞれ担当の市町村の窓口に提出をして、県のほうに送るという形になって

おります。７番目の報告の徴収等という形でそれぞれ書いております。 

       市条例と県条例のもうひとつ大きな違いというのは、県条例には罰則規定があ

ります。市条例のほうには罰則規程というのを設けておりません。県条例のほうは

事業計画の届出等をせず、または虚偽の届出を行った場合、５万円以下の罰金に処

するという形で、県条例のほうが厳しくなっております。県条例にかかるというこ

とは、市条例にも当然かかってきますので、県条例が出されて、市が全然分からな

いとか、そういったことはありません。県の建築指導課とも連絡をとりながら進め

ていく形になっていくと思います。以上で県条例の説明を終わらせていただきま

す。 

会 長    はい。ただいまの説明について、質問ご意見があれば、お受けいたします。 

委 員    すみません。失礼します。事業対象の平米数のところでね、県の場合、５，００

０㎡以上でいうことの条件で、市のほうは５０ｋＷ以上での、ということなんです

けどね。５，０００㎡言うたらね、条件的にね、パネルのメーカーとかね、設置す

る場所にもよるけどね、大体どのくらいのね、発電容量になるんですか。幅はごっ

つあると思います、条件にね。場所にもよるし、メーカーのパネルにもよるけど、

だいたいどれくらいなんですか。分かる様やったら教えてもらえますか。 

事務局    だいたいでよろしいですか。 

委 員    はい。大体で。 
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事務局    大体、５０ｋＷで１，０００㎡行かないくらいなんです。大体、８００から１，

０００の間が５０ｋＷのパネルを引ける面積かなというところなので、単純な計

算ですけど、それで行くと、５，０００㎡以上となってくると、大体２５０ｋＷ以

上くらい、かなり大きな形かなと思います。ただ、事業区域面積なので、５，００

０㎡以上あっても、それが全部パネルをひいて、いっぱいにして、２５０ｋＷとか

３００ｋＷ以上にしない場合もあるんですよ。５，０００㎡以上あっても、１００

ｋＷしか、ちょっとだけの太陽光にする場合もあるので、そういう場合も県条例に

は、その面積で縛っているので、たとえｋＷが少なくても、５，０００㎡以上、事

業区域の面積になっておれば、出さなければならないということになってます。 

会 長    はい。 

委 員    御崎のソーラーの問題で、かなりこういった改善もされてきよんだとは思いま

すが、御崎もこの条例に該当になるのかどうか。あと、すでに市の条例を適用した

り、今回の県の条例を適用したりする事業が赤穂市で展開されているのかどうか。

お伺いします。 

事務局    御崎の今問題になっている太陽光の分については、おそらく県条例の対象には

ならないと思います。事業着手して途中で止まっていたような状態なので、おそら

く、県の判断になるとは思うんですが、ならないと思います。県に事業者なりが確

認して、私どもも確認しますが、おそらく、回答としては適用除外という形でとら

れてしまうんじゃないかなというふうに考えております。今現在、太陽光の条例、

市条例、県条例の届出状況ということなんですけど、２９年度、まだ始まったばか

りなんですが、まだ全然そういった届出は出ておりません。問い合わせはちょこち

ょこあるんですが、当然問い合わせがあった場合、市条例、県条例の説明をさせて

もらいます。そしたら、そのあと、パタッと連絡がなくなってしまうと。こちらの

推測ですが、手続き等が二重になったりとか、ややこしくなってきたというので、

懸念して、やらんとこかとあきらめていくパターンというのもふえてるんではな

いかなと思います。２８年度の届出状況については、２８年度は市条例のみなので、

市条例の届出については４件受け付けております。 

会 長    はい。 

委 員    塩屋の山、高山のほうにおいて、そういった話がでてきていると聞いているんで

すが、そういった届出の１件に相違ないですか。 

事務局    塩屋の高山のほうについては、去年受け付けております。受け付けて協議も終わ

って、協議済み書も出しておりますので、ただ、私どももずっと見ているんでが、

まだ、工事着手には至ってないというかたちで、いつでも工事に入っていただいて

いいんですが、多分事業者の都合だと思うんですが、まだ、工事には入っていない

です。 

委 員    ということは、今回の県条例が適用されるという理解ですね。 

事務局    それはちょっと分からないので、県のほうに確認してみます。ひょっとしたら、

赤穂市の条例にかかって、赤穂市の条例でＯＫが出ているものであれば、工事に入

っているものとみなされて、対象外ですという回答になるかもしれないので、そこ
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は、また県のほうに問いあわせをしたいと思います。 

委 員    ７月１日以降の着手ですから、着手してないとすれば、当然ね、審査の対象にな

ってこようかと。もう一点だけ。住民との調整で所謂、地元自治会等に所属する関

係住民、それから知事があらかじめ、市町長の意見を聞いて別に定めるもの、この

辺の範囲なんですが、自治会ということになると単位自治会で、大きな自治会や小

さな自治会があるし、連合自治会という存在もありますし、その範囲の考え方と、

と四の市町長の意見を聞いて別に定めるもの、これはどういう対象者になるんで

すか。 

事務局    こちら、地元自治会というのは、事業区域、パネルを設置する事業の場所のある

地元地区の自治会というかたちです。なので、塩屋の連合自治会とかではなくて、

一番小さい自治会の事業をする部分の自治会へ説明というかたちになります。近

隣関係者ということは、その土地、事業区域の接する土地所有者に、というかたち

で、近隣住民というかたちでとっていただくということと、あと、四番の知事があ

らかじめ市町長の意見を聞いて別に定めるというのは、県のほうで事前協議とか

事業者が行ったときに、どの範囲が自治会でとか、どの範囲が近隣になるかという

ことが判断しづらい場合は、市町村に照会でどういうふうに、どこまで説明すれば

いいですかという照会で意見を聞かれるというかたちで捕らえていただいたらと

思います。 

委 員    まあ、御崎の場合は単位自治会といえば、４組の自治会だけだったんですが、い

ろいろ周辺見渡すと、影響がないか、というようなことで、御崎全体の連合自治会

としての取り組みになったんだと、そういった意味で、近隣関係者という範囲をね、

狭めずに、水域の関係も含めて、広く捕らえていかないと後々問題になると思うん

です。そういったところ、また市の条例にもありましょうけど、県のほうにもお知

らせいただいたらと思います。 

会 長    はい。それはただいまご意見として承ります。他にございませんか。 

委 員    その他で。この件で。太陽光の件ですか。 

会 長    あくまでも太陽光の話ですよ。 

       はい。この太陽光の話は、他に発言がないようですので、終わりといたします。 

       この機会ですので、もし皆さんのほうで、なにかあれば、一問だけお受けします。 

委 員    私自身この一年は産廃問題が中心なんですが、この環境にとって重大な大事な

一年になってくるわけで、特に一度確認したいんですが、高野の産廃の問題です。

使用前検査が５月１０日にあったとお聞きしました。市も立会いしているとのこ

とでありましたので調査結果はずいぶん図面との相違が出てきて計画とのずれが

出てきている。かなり差し替え、あるいは訂正、事後報告こういったものが出てき

ている。施工上非常に問題を起こしてきているようであります。この辺の状態とい

うのは把握されて、実態を見ておられるでしょうか。それから、検査の指摘事項に

ついてもチェックを市としてもかけておられますか。というのも後々、こういった

議論について、市と業者との協定を結んでおりますから、それの後のことに響いて

くると思いますね。今、県民局が指摘していることについて、当局は把握している
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でしょうか。 

会 長    はい。どうぞ。 

事務局    ５月１０日に高野のほうの処分場で行われました廃掃法上の使用前検査、こち

ら兵庫県さんのほうが行われた場に、市のほうも同席いたしております。その中で、

今、委員もご指摘のあった指摘事項につきましては県民局さんのほうより、どうい

った形の指導をしたかという内容は分かっております。あわせて、今現在、使用前

検査の、事業者側も手直し、修正等がおこなれているという状況もうかがっており

ます。具体的に指摘事項があった場面を市のほうが改めて行っているかというこ

とになりますと、現場確認は行ってはおりませんが、実際に指摘があった内容につ

いての確認を行いまして、その指導状況については逐次、県民局さんのほうから情

報はいただいておるという状況でございます。 

委 員    わかりました。その中の一点だけね、観測井戸、非常に重要な地下水とかね。そ

ういったものを計測する地点、位置が違う、図面が異なるといったように、いろん

な場面で最初計画で出してる図面の位置と、例えばＵ字型の水路の延長も違いま

すし、あるいは集水枡の寸法が違う、図面が異なる、そういういろんな指摘をうけ

ていますよ。非常に重要なところだと思うんですよ。後々観測していく場所が違う

とかね。そういう点で指摘事項が、まあ協定との関係もありましょうし、かなり市

としては、県民局通じてか、直接か、業者さんを具体的に指導していかなあかん事

態にあるんではないかと思うんですよ。この時点でちゃんとしたものが出来ない

と、あとあとずれが出来たままいってしまうということになる訳です。問題は水で

す。その辺の慎重な対応がとられておられるのかどうか。指摘事項が解決されつつ

あるんだろうか。その辺の心配をしとるんですがいかがでしょう。問題だらけだと

思います。 

会 長    はい。 

事務局    今お話ありました井戸の観測井につきましては、当初使用前検査の折に指摘が

あってという話を伺っており、それについての手直しが、どこで地下水を観測する

かという場所も使用前検査以降、県民局さんから情報をいただきまして、廃掃法上

の観測井はここだと、場所も確認はいたしております。いずれ市のほうで環境保全

協定に基づく、水質結果の報告、ならびに水質の調査ということになろうかと思い

ますが、その点につきましては廃掃法上で指摘のあった部分、その箇所についての

測定を考えておるという状況でございます。 

委 員    こういった状態が続くと指摘事項が改善、本当にされるんだろうか。問題だらけ

だと思うんですよね。市として容認できない施工状態になっているんじゃないか

と判断します。 

会 長    はい。どうもありがとうございました。それでは審議会を閉じたいと思いますけ

ども、最後に副会長のほうから閉会のお話があります。 

副会長    今日は本当にお暑い中、第 1回の環境審議会にお集まりいただきまして、まこと

にありがとうございます。事務局のほうからも最初説明がありましたように、大気

の問題、それから水質の問題、いろいろな項目にわたっての説明がありましたが、
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昨年一年間非常に、赤穂の環境はおかげで、非常に良い経過をたどっておるという

ようなことを感じました。しかし、毎日私たちの生活の中で一番、生活している中

で、環境というのが一番大事な問題であります。したがって市民の方々も非常に関

心を持っておられると思います。先ほども出ました産廃の問題もそうです。私たち

委員といたしまして、各市民の方々のご意見を常に掌握しながら、この審議会でそ

れぞれまたご意見をいただけたらと思います。本当に今日はお暑い中ありがとう

ございました。 

会 長    はい。ありがとうございました。 

 

 

 

     （午前１１時０５分閉会） 

 

 


