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平成 26 年度 第 2回「湖南市環境審議会」 

概要記録書 

 

日 時   :平成 27年 3 月 9日(月) 14:00～15:30 

開催場所  ：湖南市役所東庁舎３階大会議室 

出席委員  ：成瀬、野呂、池田、田邉、井上、高畑、上西、村井、寺嶋 

青山（委員１０名） 

欠席委員  ：鈴木、藤井、本田、三大寺、北村（委員５名） 

行 政   ：安井課長（都市政策課）、東峰参事（農林振興課）、 

池本主幹（地域エネルギー課）（３名） 

事務局   ：下村次長、西村課長、山岡主幹、市川主査、渡辺専門員（５名） 

 

１．開会 (事務局) 

 市民環境部生活環境課課長 司会・進行 

 成瀬会長あいさつ 

 

２．議題の審議 （成瀬会長） 

「湖南市環境審議会規則第３条２項に基づき本日の出席委員は１０名、委任状提出委員は４

名で、過半数以上の出席があり本日の審議会が成立している」と宣言。 

湖南市環境審議会規則第３条に基づき会長が議長となり、議題の審議に入る。 

 

 

○平成 26年度第 1回会議録について 

 

・事務局より前回会議録の説明 

 

 

○平成 26度重点プロジェクト取組状況について 

 

・農林振興課より重点プロジェクトについて説明 
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・都市政策課より重点プロジェクトについて説明 

 

審議会委員意見 事務局対応 

成瀬議長：ありがとうございました。 

野洲川親水公園の魅力向上プランナ 

ーはもう募集されているんですか。 

どのような方々が応募されてますか。 

 

 都市政策課：５名の方に応募いただいてお

ります。 

レイカディア大学をご卒業さ 

れた方や、中央区の区長さん、 

元区長さん等にご参加いただ 

いています。 

成瀬議長：野洲川親水公園のサポーターはこれか 

ら募っていくということですか。 
 

 都市政策課：平成２７年度からそれぞれの 

プロジェクトに応じてお声掛 

けをしていきたいなと思って 

おります。 

成瀬議長：わかりました。 

それではみなさんのご意見をお願い 

致します。 

 

 

 

池田委員：うつくしふるさと風景づくりプロジェ 

クトについてなんですが、湖南市の環 

境基本計画の目玉になっているのが 

環境自治だったと思います。 

これをどう進めていくかというとこ 

ろで、まちづくりセンターを主体に進 

めるということだったと思いますが、 

重点プロジェクトの中でまちづくり 

センターが主体になる事業は他にも 

ありますか。 

また、今説明のありました取り組みを 

これからどんどん進めていかなけれ 

ばいけないんですが、三雲地区の東海 

道のように各まちづくりセンターの 
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特色を生かして展開していただけた 

らなと思います。 

野呂委員：東海道の景観の問題ですが、石部の街 

並みが非常に良い景観だったんです 

が、だんだん昔の東海道の面影が薄れ 

てきて寂しくなってきているんです 

が、そのあたりの景観に対する市の考 

え方はどうなっていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 
都市政策課：東海道については近隣の栗東 

市でも重点地区として指定さ 

れていますし、甲賀市でも土 

山町周辺が重点地区として指 

定されているなかで、湖南市 

としても東海道ですので点で 

はなく線としてとらえていく 

必要があると考えています。 

そんな中で三雲まちづくり協 

議会の方では東海道を軸とし 

たおもてなし活動として取り 

組んでいただいておりました 

ので、市としても共同で進め 

ている状況でありますが、当 

然石部地域につきましても同 

じように取り組んでいきたい 

と思っています。 

また、石部駅周辺では駅を中 

心とした整備に取組む予定と 

なっておりますので、地域の 

皆さんのご意見も聞きながら 

進めていきたいと思っていま 

す。 
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上西委員：商工会の立場からなんですが、毎年４ 

月の第２土曜日ににごり池で桜まつ 

りを開催しておるんですが、駐車場の 

スペース等の問題があり、来場される 

皆さんにご迷惑をおかけしています。 

個人的にはイベントばかりやってて 

いいのかなという思いも若干ありま 

すが、今年１０周年を迎えるに当た 

り、可能であれば野洲川親水公園の方 

へ場所を移そうかなという案もあり 

ますが、将来的には桜の名所になって 

いけばいいなという思いがあります。

滋賀県の河川課の方へ問い合わせま 

すと、土手に桜を植えるというのをな 

かなか難しい問題もあるようでして、 

これに関しては精査する必要もある 

なと思っています。 

 

 

 

 

 

 

成瀬議長：ありがとうございました。 

それでは次に地域エネルギー課から 

の説明をお願いします。 
 

 

 

・地域エネルギー課より重点プロジェクトについて説明 

 

審議会委員意見 事務局対応 

上西委員：さきほど初号機と二号機の発電量の報 

告がありましたが、この二つでは発電 

率がかなり違いがあるようですが、何 

か原因がありますか。 

 

 

 地域エネルギー課：初号機の発電率がすご 

く良いのは設置条件が 

南向きで３０度の傾斜 

という理想的な環境で 

あることが大きいと聞 
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いています。二号機の 

方も遮るものはないん 

ですが、少し真中が下 

がったような配置にな 

っているのでそれが理 

由かなと考えていま 

す。 

池田委員：バイオマスのことでアンケートを取ら 

れて太陽光の次に関心があるとの報 

告がありましたが、先程の農林振興課 

の説明の中では木質バイオマスの利 

活用を図る里山ボランティアや事業 

者が無く森林所有者と繋ぐ活動や情 

報提供ができなかったとの話でした。 

このあたり課と課の横の連携が取れ 

てないなと感じますが、どうなってま 

すか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域エネルギー課：地域エネルギー課で策 

定していますプランの 

中にありますバイオマ 

ス燃料製造プロジェク 

トにつきましては、西 

寺の材木会社のほう 

から廃材を捨てるので 

はなくて燃料として活 

用していきたいという 

話をお聞きしていまし 

て、何か導入にあたっ 

ての補助金がないか調 

査しているところで 

す。 

滋賀県においては山林 

の境界がはっきりして 

いないことが多くあり 

まして、なかなか資源 

があっても取りにくい 

状況、また林道等の整   

備もできていないとこ 
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ろがたくさんあるので 

そこが課題だと思って 

います。 

この件も含めまして地 

域活性化戦略プランの 

中のプロジェクト内容 

とも合致してきますの 

で、今後また報告させ 

ていただきたいと思っ 

ています。 

高畑委員：先程のアンケートの中で木や畑など緑 

が育つような場所の太陽光発電の設 

置はやめてほしいという意見があり 

ましたが、私も農業委員もやらせても 

らってますが、毎月ほど太陽光の案件 

が出てきています。 

耐用年数がどれくらいなのかは知り 

ませんが、故障したときのことや将来 

のことも考えていく必要があるので 

はないかと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域エネルギー課：農業委員会へたくさん 

         の農地転用の案件が出 

されているとは思いま 

すが、今後はソーラー 

シェアリングといって 

農業ををやりながら太 

陽光発電を行うような 

形態も増えてくるので 

はないとか考えていま 

す。 
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成瀬議長：よろしいでしょうか。 

それでは地域エネルギー課からの説 

明は以上とします。続きまして生活環 

境課からの説明をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

・生活環境課より重点プロジェクトについて説明 

 

 

○その他 

 

・生活環境課より環境基本計画調整委員会について説明 

 

・生活環境課より平成２６年度環境保全活動について説明 

 

 

審議会委員意見 事務局対応 

成瀬議長：ありがとうございました。 

環境保全活動のまとめということで、

大気、水質、ダイオキシン、騒音・振

動、悪臭等の取り組みや実際の環境活

動について非常に重要な報告でした。 

これについて委員の皆さんのご質問

やご意見をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田委員：立入調査の中で不具合が出た場合の対 

応なんですが、原因と対策の報告とい 

うことですが、実際の内容としては再 

調査ということでよろしいですか。 

再調査の結果としてはどのような結 

果が出てきていますか。 

再度改善の必要があるケースと改善 

できているケースとではどちらが多 

いですか。 

 

 

 



8 

 

 

 

生活環境課：再調査内容としましては改善 

していただいた内容での報告 

となっております。 

ただ、騒音、振動、悪臭等の 

感覚公害といわれるものにつ 

きましては事業所の方も改善 

の報告が出しづらいのかなと 

思いますし、市としても改善 

の判断が難しいなと思ってお 

ります。 

 

池田委員：それともう一点、苦情と測定結果との 

関係で何か問題のあった事例はあり 

ますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活環境課：やはり臭気の問題につきまし 

ては、苦情内容と立入検査時 

の問題点とがリンクしている 

ケースがあります。 

 

成瀬議長：臭気の問題は事業所の排ガス等は企業 

側の努力や対策もしていただいてい 

ると思いますが、例えばＰＭ２．５等 

の問題についてはどのように考えて 

おられますか。 

 

 

 生活環境課：ＰＭ２．５につきましては滋 

賀県の方で毎日測定をされて 

いますので、もし問題があっ 

た場合は滋賀県から連絡が入 

るようになっています。測定 

値に問題がある場合はすぐに 

タウンメール等で広報する体 

制は出来ています。これにつ 

いては光化学スモッグと同じ 

ような体制となっておりま 

す。 
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寺嶋委員：ボランティアで道路掃除なんかをして 

いる時に湖南市に隣接している市町 

から悪臭がしている時がありますが 

このような場合は湖南市の生活環境 

課の方で対応していただけるのでし 

ょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活環境課：公害関係のお話はご連絡いた 

だきましたらすぐに調査し、 

関係市町と連携して対応しま 

すので、よろしくお願いしま 

す。 

 

成瀬議長：各課からの報告をお聞きしてきまし 

たが、都市政策課の方では景観計画が 

スタートしたり、地域エネルギー課の 

方でも地域活性化戦略プラン策定さ 

れたりと様々な方面で取り組みが進 

んでいるなという印象を受けました。 

また、生活環境課の報告にもありまし 

た、庁内の環境基本計画調整会議とい 

うものが発足されたことも環境基本 

計画を全庁的に進めていく中で非常 

に重要な事だなと感じました。 

だいぶ時間も経過してきましたが、こ 

の際ですので是非委員の皆様のご意 

見を頂戴したいと思いますのでよろ 

しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上西委員：一つだけ教えていただきたいのです 

が、いま国の方ではそれぞれの市町村 

で創生プランを５年間計画で進めて 

いこうということで策定されていま 

すが、湖南市はそういったことに参加 

されるのか、方向性を教えていただき 

たいと思います。 

きちんと目標設定して進めていく必 

要のある厳しいものではありますが、 
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せっかくのプランですので縦割りで 

はなく横の連携もしっかり繋げてい 

ただいて湖南市の将来をきちんと考 

えて進めていただきたいと思います 

し、今後人口減少等の大きな問題もあ 

りますので、そのあたりの方向性もお 

願いします。 

 

 

 

 下村次長：お疲れさまです。 

市民環境部次長の下村です。今 

回部長が議会に出席しておりま 

すので代わりにお答えさせてい 

ただきます。 

湖南市におきましても５年間の 

計画の件ですが、事業としまし 

ては平成２７年度からの実施と 

いうことで進めております。例 

えば地域エネルギー課の事業に 

つきましても国の創生事業とし 

て進めてまいります。また先程 

担当からも話がありましたが 

様々な国の制度や情報をもとに 

湖南市にあった事業を選択して 

進めていきたいと思っておりま 

す。 

上西委員：ある程度方向性とか数値的なものも 

決まっていますか。  

 下村次長：数値的なものまではまだ決まっ 

ておりません。取り組み内容に 

つきましては庁内会議で検討し 

て進めてまいりたいと思いま 

す。 

上西委員：これだけの量をやろう、何年でやろう 

というものを具体的に定めて進めて 

いっていただきたいと思います。 

 

 

 

 



11 

 下村次長：ご意見ありがとうございます。 

地域エネルギーの方でも目標数 

値を設定しておりますし、今後 

もきちんと目標を設定して進め 

てまいりたいと思います。 

 

成瀬会長：ありがとうございました。 

それでは議事としては以上となりま 

す。 

議事の円滑な進行にご協力いただき 

ありがとうございました。 

それでは進行を司会に返します。 

 

 

 

４．閉会 (事務局) 

  下村市民環境部次長あいさつ 

 


