
平成２５年度 第１回環境審議会 議事録概要 

 

■日 時  平成２５年１１月２０日（水） 午後６時～ 

■場 所  北広島市役所 本庁舎 ２階会議室 

■出席者 

委  員：上田会長、神沼副会長、寺岡委員、根岸委員、神保委員 

宇田川委員、森下委員、山本委員、橋本委員（９名） 

北広島市：塚崎部長、谷口課長、阿部主査、中田主査 

野中主事（５名） 

■傍聴者  なし 

■配布資料 

  平成２５年度版北広島のかんきょう 

農薬散布立会人制度について 

クリーニング工場における土壌汚染について 

北広島市総合計画（第 5 次） 第３章 

北広島市総合計画（第 5 次） 2013 推進計画 第３章 
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■審議会内容 

 

（事務局） 

ただいまより第１回北広島市環境審議会を開催いたします。 

【審議会の概要説明】 

本日の出席者ですが、９名の委員にご出席していただいておりますので、審議会規則第

３条に規定により、本日の会議が成立いたしますことをご報告いたします。 

【委員の自己紹介】 

【役員の選出（事務局一任により会長は上田委員、副会長は神沼委員に決定）】 

【上田会長・神沼副会長よりあいさつ】 

この後の審議につきましては、上田会長に進行をお願いしたいと思います。 

 

（会長） 

最初に、議事録署名委員の指名ですが、寺岡委員と根岸委員にお願いしたいと思います。 

それでは次に、報告事項ということで、事務局のほうからまず「平成２５年度版 北広島

のかんきょう」について説明してもらいます。 

 

（事務局） 

【「平成２５年度版 北広島のかんきょう」について説明】 

 

（会長） 

どうもありがとうございました。それでは、皆様からの質問・意見を伺っていきたいと

思います。 

 

（委員） 

まず、１ページですが、「周囲約 52.5km」を「東西 15km・南北 14.8km」にしたほ

うがよい。次に、「島松山（標高約 492.9m）」とありますが、北広島市史では、「標高

506m」となっています。これは市史の言葉を引用したほうがよい。また「北東方向に標

高 100m 前後の波状台地が広がっています」とありますが、その後に「千歳川の低地に

続いている」という文言を入れたほうがよい。それと、「市内を流れる島松川や輪厚川な

どの河川は、そのほとんどが千歳川を経て石狩川に合流し」とあるが、北広島には約 36

河川あり、そのうちの 9つの川が豊平川水系に流入しているので。「ほとんど」ではなく、

「大半」とするか、「千歳川」を「千歳川・豊平川」としたほうがよい。 

 

（事務局） 

 確認し、訂正したいと思います。 
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（委員） 

 第 4 章「自然環境の状況」のところは、状況と施策の両方が書いてありますが、そう

でないところもあり、全体として統一されていない。全体として状況とそれに対応する施

策が書いてあるとよい。 

 それと 6 ページ、平成 24 年度の施策の状況のところで、具体的な数字を示して書い

てあるところとそうでないところがあるので、具体的な実施状況をできるだけ示した方が

よい。 

 それから、第 5 章「地球温暖化防止対策」のところでは、市役所の取組しか書かれて

いないので、市民に対する呼びかけや協力のお願いなど、市全体での取組を記載したほう

がよい。 

 

（事務局） 

 次年度以降、指摘事項について改善していきたいと思います。地球温暖化の関係は、来

年度以降市全体の地球温暖化対策実行計画を策定する予定です。 

 

（委員） 

 ９ページですが、エゾシカ被害防止対策について書かれているが、酪農学園がレクの森

でエゾシカの頭数調査をしていることを記載したほうがよい。 

 それと 10 ページの、「市民参画による公園の計画」のさいわい公園はどこにあるのか

が一般市民にはわからないと思うので、地区も示したほうがよい。 

 

（事務局） 

 酪農学園のエゾシカ頭数調査は、直接市と関わりを持って行っている調査ではありませ

んので、記載するのは難しいと思います。 

 公園の表示の仕方は、対応したいと思います。 

 

（委員） 

 12ページの生ごみのバイオガス化について、能力や実績はどのようになっているのか。 

 

（事務局） 

 資料が今、手元にないのでお伝えできないのですが、それがわかるように記載したほう

がよいと思いますので、検討したいと思います。 

 

（委員） 

 28ページの、最初の保護地域制度の説明のところで、法律や条例で指定されている地

域だけではなく、市で指定している保護地域も、載せたほうがよい。加えて、その地域が

どのような法律・条例で指定されているのかを記載したほうがよい。また記載する順序も、

国（で指定されている地域）、道、市の順に記載したほうがよい。 
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〈事務局〉 

検討いたします。 

 

（委員） 

 29ページ・（4）鳥獣保護区のところで「鳥獣の生息密度の高い地域やタンチョウなど

の特定鳥獣の生息地などが鳥獣保護区に指定されています」という記載がある。タンチョ

ウが北広島に生息していたのはかなり昔になると思うのだが法律で実際に指定されてい

るものなのか。タンチョウではなく、現在実際に生息している希少種のほうが表現にふさ

わしいのではないか。 

 

（委員） 

おそらくこれは、そもそも鳥獣保護区というものがどういうものであるか例を示して説

明しているものだと思う。 

 

（会長） 

 もっと適切な鳥獣がいれば、それを引用したほうがいいのではないか。 

 

（事務局） 

 表現に関しては、検討したいと思います。 

 

（会長） 

 他に何もなければ、いろいろご指摘された部分を市のほうで検討してもらい、ホームペ

ージにアップするということでよろしいでしょうか。 

 次は、農薬散布立会制度についての説明をよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

【農薬散布立会制度について説明】 

 

（会長） 

 それでは、皆様のほうからご意見等があればよろしくお願いします。 

 

（委員） 

 この資料ではサンパークの名前しかないが、他にゴルフ場がある中でサンパークだけが

調べるのはなぜか。他のゴルフ場に対してはどのように指導しているのか。 

 

（事務局） 

 サンパークは平成 1０年に開業されましたが、その時の条件として、市職員や地域から
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選ばれた立会人の立会のもと農薬散布を行う旨が定められています。その他のゴルフ場に

はそのような条件はありませんが、各ゴルフ場は自主的に水質検査を行い、市でも抜き打

ちでの河川やゴルフ場排水の水質検査を行っております。去年は約 50検体の農薬の検査

をしましたが、農薬の検出はありませんでした。 

 

（委員） 

 水質検査とは、どのように行うのか。例えば、ゴルフ場が農薬を撒いてから何日後に行

う、という決まりがあるのか。 

 

（事務局） 

 まず、毎年すべてのゴルフ場に使用する農薬の計画書を提出してもらい、実際に撒くと

きにも、事前に、どの農薬をどこにどれくらいの量で散布するかを報告してもらうことに

なっております。その後一定量の降雨があったときに、職員がゴルフ場に立ち入ったり、

河川のほうで水質検査を行ったりしています。 

 

（委員） 

 資料の下から 2行目、「その後の水質検査」とあるが、それはどのくらい後なのか。 

 

（事務局） 

 手持ちの資料がないのではっきりとお答えできないのですが、およそ１週間後ぐらいで

あったかと記憶しております。 

 

（委員） 

その一週間で農薬が流れてしまったという可能性があるのか。それから、その近くに池や

沼など水が溜まりやすい場所はあるのか。 

 

（事務局） 

 ゴルフ場の中に川が流れていますが、その一番東側（道道江別恵庭線側）に大きな池が

あり、水質検査をしているのはその最終放流口のところです。水生生物に関しては、最終

放流口ではエビやイバラトミヨなどが生息し、最終放流口直前の池にはコイなどが棲んで

いる、ということが過去の調査でわかっております。 

 ゴルフ場が農薬を散布するのは、散布後に一定期間降水がないことが見込めるときなの

で、（農薬が雨に流れてしまうと効果がないため）水質検査までに最短でも約１週間かか

ってしまうというのが現状です。 

 

（委員） 

 私自身が調べた中でも環境中の半減期はそこまで長いわけではないので、問題はあまり

ないと思ったが、念のため質問した。 
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（委員） 

当時最もゴルフ場開発に反対していた近隣町内会の方が、良いと言っているのであれば

いいのではないか。 

 

（会長） 

 他に意見がなければ、この件はこれで終わります。次の、クリーニング工場における土

壌汚染について に進みたいと思います。 

 

（事務局） 

【クリーニング工場における土壌汚染について説明】 

 

（会長） 

 環境審議会にとって、非常に重要な議題であると思いますが、皆様なにかご意見等はあ

りますでしょうか。 

 

（委員） 

 この数字（汚染物質の測定値）はかなり高い。 

 市としては調査に協力し、要望もしていくということですが、飲用井戸や専用水道を使

っているところへの調査というのは引き続き行っていくのか。 

 

（事務局） 

 今のところ再度の調査は予定していませんが、事業者には、対策が最終的に終わった段

階で本当に問題がないかの確認のために、８月に行った１７箇所の検査を再度行うように

申し入れています。 

 

（委員） 

 クリーニング屋さんは平成２１年まで操業していて平成２３年に調査をしたというの

は、土地を売ろうとしてその査定のために調査をした、ということなのか。 

 

（事務局） 

 調査の時点では、工場を続けるか土地を売るかは決まっていませんでしたが、今年度に

なり最終的に売却する（工場を廃止する）方針となったため、北海道や市に報告がありま

した。 

 

（委員） 

 では、売却の話がなければ今回自主的に行った調査はしなかった可能性がある、という

ことなのか。 
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（事務局） 

 実は、その点が土壌汚染対策法の不十分な部分と言えます。操業中の工場には自主検査

を実施する義務がありません。（もし、自主的に検査をしたとしてもそれを報告する義務

はなく）工場を廃止する段階で初めて報告の義務が発生する、というものになります。 

 

（委員） 

 そうであれば、市内にある他のクリーニング屋さんの周辺の井戸水も今回と同様の状況

になっている可能性があるということか。 

 

（事務局） 

 その可能性はあります。例えば、輪厚地区でもクリーニング工場自体は既にないのです

が汚染地区として指定されています。 

 

（委員） 

 西の里にも北海道リハビリーがありますが、自主的に調査をしているのでしょうか。 

 

（事務局） 

 確認はしていません。 

 

（委員） 

 市としては、質問状ぐらいは出してもよいのではないか。 

 

（会長） 

指導権限は北海道にありますから、北海道から汚染防止のお願いをしていくしかないの

ではないか。 

他に意見がなければこれで報告事項は終わりとなります。 

次にその他のところで市のほうから何かあるようですが。 

 

（事務局） 

ひとつご報告させていただきます。山本委員から事前に、市の環境に関する課題とそれ

に対する施策を教えてほしい、という質問がありましたので、市の総合計画と推進計画の

資料をお配りし、その資料に沿って説明したいと思います。 

【資料配布の後、市の環境に関する課題とそれに対する施策の説明】 

 

（会長） 

ただいま事務局のほうから、市の環境に関する課題とそれに対する対策について説明が

ありました。 
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（委員） 

市として現在何が一番の問題なのかということが資料からはわかりづらい。少なくとも

平成２７年度までは、今あるものを淡々と進めていけば問題ないという認識なのか。 

 

（事務局） 

 各環境測定は継続して行ってきておりますが、「北広島のかんきょう」に記載されてい

るとおり、結果は良く、市の環境に関しては良好な状態ではないかと考えております。騒

音苦情の件数を見ましても、大多数を占めるのは自衛隊演習の騒音苦情で、それ以外の苦

情の件数はごく少数です。その苦情に対しても、その都度職員が対応しておりますので特

に問題はないと思います。 

  

（委員） 

 審議会で出された意見が来年度の事業にすぐ反映されるように審議会の開催時期等を

検討するべきである。 

 

（事務局） 

 審議会で出された意見や要望が来年度の事業にすぐ反映されるようにするには、推進計

画や予算編成の日程からすると年度初めから夏前に審議会を開催しなければなりません

ので、その時期が適切かどうかを含めて検討いたします。 

 

（委員） 

浄化槽設置奨励事業は、あと何年で、あと何件補助していけば、すべての世帯に設置で

きる、というような目標を総合計画では立てていただきたい。 

 

（事務局） 

 総合計画には記載されておりませんが、浄化槽設置の補助は今年度の１０月から５基と

いう枠でスタートしており、来年度以降も継続して平成３８年度まで年間１０基ずつとい

う形で考えております。 

 

（委員） 

 省エネルギー推進事業はもっと省エネが皆に浸透するようなもう少し力を入れたこと

をやったほうがよい。 

 

（事務局） 

 昨年度は、「環境ひろばの開催」「省エネ講座の開催」のほかに節電キャンペーンや、ワ

ットモニターという消費電力が一目でわかる機器の市民への貸し出しも行いました。加え

て、地球温暖化対策実行計画の策定に絡めて省エネの事業を行うことになると思います。 
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（委員） 

 市役所の公用車を全部電気自動車に変えるという考えはないか。注目を集めるし、充電

設備を一般市民が使えるようにすれば環境に貢献できるのではないか。 

 

（事務局） 

 参考とさせていただきます。 

 

（副会長） 

 エコクッキングとは何か。 

 

（事務局） 

 小学校の調理実習を通じて、エコについて学ぶというものです。例えば、昨年度は調理

に寒天を使いましたが、寒天を冷蔵庫ではなく雪で冷やすなど、調理をするときにも環境

を意識するということを啓発するものが、エコクッキングというものです。 

 

（委員） 

 １つの事業を１つの課が担当するのではなく、他の部局や課、分野にまたがって協力し

合って施策を行っていただきたい。 

 

（会長） 

 それは、私も以前から思っていたことでこの意見はとても貴重な意見だと思います。 

 

（事務局） 

 検討したいと思います。 

 

（委員） 

 北広島の良さは、歩いていけるところに豊かな自然があるところであると私は思う。 

しかし、その自然がある場所は大抵が民有地で、その自然が所有者の一存で更地や土採り

場などになってしまうケースが、最近多いと思う。もしかしたらその土地に文化財並みの

価値のある自然が残っている可能性があるし、このままどんどん自然がなくなっていくと

北広島の良さがなくなってしまうのではないかと思う。 

 それを規制する条例等はすぐにできないとは思うが、その土地の所有者が手を施してし

まう前にそこにどのような生き物が棲んでいたのか調べたいので、可能ならば情報を教え

ていただきたいと思う。 

 

（事務局） 

 面積等により届出等が必要な場合もありますが、情報の公開については検討したいと思
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います。 

 

（会長） 

他に皆様から何もなければ、本日の環境審議会はここで終了とさせていただきます。皆

様、本日はありがとうございました。 

 

（全員） 

 ありがとうございました。 

 


