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〔安田議員質問席へ〕 

○ 安田議員 

私は、平成２５年米子市議会１２月定例会に当たり、産業廃棄物管理型最

終処分場について質問させていただきます。市長を初め、関係部長の明快な

答弁をお願いをいたします。 

淀江町小波で建設が計画されている産業廃棄物管理型最終処分場について

は、これまで何回も議会で質問させていただきました。住民に理解を求める

のであれば、環境プラント工業及び環境管理事業センターは６自治会に対し

て丁寧な説明を早急に実施し、理解を得られるまで何回でも赴き、理解を求

めるべきではないかと質問をいたしましたが、６月議会以降の地元説明会の

開催等の進捗状況についてお伺いをいたします。 

○ 松井議長 角副市長。 

○ 角副市長  

６月市議会以降の地元説明会の開催状況でございますが、６月２２日から

７月７日にかけまして、地元６自治会に対して生活環境影響調査と搬入検査

計画の原案が説明されました。その後、説明会で質問のあった事項について、

文書で回答をされております。 

また、生活環境影響調査の結果を確認するために、風向や地下水について

の追加調査と３名の有識者による検討が行われております。現在は、地元の

一番関心の高い環境保全、どういった検査をし、どのような監視をしていく

かという体制など、今後の環境保全協定の中身になる部分について、各自治

会と順次、協議・調整されているというふうに承知しております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

次に、今回の地元説明会は県の条例に基づく説明会の前に、生活環境影響

調査の結果と廃棄物搬入の手引について、事前に地元６自治会に説明された

と認識をしております。以前の議会質問で、今後のスケジュールについてお



聞きしたときの答弁では、夏ごろをめどに条例に基づく説明会を開催するよ

う聞いておりましたが、大幅におくれております。 

丁寧な説明を求めておりますので幾らおくれてもよいのですが、今後のス

ケジュールについては、説明会の結果を踏まえまして事業計画書を取りまと

め、条例に基づく説明会を開催すると理解してよいのかお伺いをいたします。 

また、今後のスケジュールを把握されておられたなら、お伺いをしておきた

いと思います。 

○ 松井議長 角副市長。 

○ 角副市長  

今後のスケジュールを把握しておるかということでございますが、環境管

理事業センターと環境プラント工業、事業主体は生活環境影響調査の結果に

ついて、地元説明会で出されました御意見、御質問等を反映させた事業計画

をできるだけ早期に取りまとめ、条例手続前の説明会を開催された後で、県

の条例に基づきまして手続に入られるとうかがっております。 

事業計画書の取りまとめの時期、その後の説明会の開催時期の詳細につき

ましては、現時点では把握しておりません。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

今の答弁なんですけれども、条例手続前の説明会を開催しと、このように

今答弁をされたわけですけれども、これは事業計画書を、案ですけれども、

事前に地元に提示をして、そこで説明したのを受けて、また事業計画書を修

正すると、このような形で６自治会に説明を事前にするんだという答弁でし

ょうか。その辺、聞いておきたいと思います。 

○ 松井議長 角副市長。 

○ 角副市長  

おっしゃられたとおり、そのとおりだというふうに理解しております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  



はい、わかりました。次に、生活環境影響調査は、許可を要する全ての廃

棄物処理施設について実施が義務づけられるもので、施設の設置者は計画段

階で、その施設が周辺地域の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調査し、そ

の結果に基づき地域ごとの生活環境に配慮したきめ細やかな対策を検討した

上で、施設の計画をつくり上げていこうというものであります。 

設置者は、生活環境影響調査の結果により、施設の設置に関する計画、維

持管理に関する計画を検討、作成し、申請書を記載するとともに、生活環境

影響調査についても、申請書とともに知事に提出することとなっております。 

本事業計画により影響が生じる可能性がある調査項目と予測結果概要につ

いてお伺いをしておきたいと思います。 

○ 松井議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

生活環境影響調査の調査項目についてでございますが、環境省の廃棄物処

理施設生活環境影響調査指針に記載されている管理型最終処分場での生活環

境影響調査要因と生活環境影響調査項目のうちから、可能性がある項目を選

定されております。 

具体的な調査項目でございますが、大気関係につきましては粉じん、騒音、

振動、悪臭とされており、水環境につきましては河川水質、地下水とされて

おります。 

各項目の予測結果の概要でございますが、本年６月に示された調査の案に

よりますと、まず河川水の水質につきましては、水の汚れの指標であるＢＯ

Ｄ 、ＳＳなどは現況より高くなると予測されますが、浸出水処理施設の適切

な水処理等により、環境基準値を下回ると予測されております。 

次に、地下水につきましては、二重の遮水シートとベントナイト混合土に

より漏水が防止でき、仮に地下漏えいした場合でも汚水は広範囲に拡散せず、

限定された領域に収束すると予測されております。 

次に、騒音につきましては、直近民家の騒音は、現況４５デシベルから５

０デシベルに増加しますが、環境基準の５５デシベルを下回ると予測されて

おります。 

次に、振動につきましては、直近民家の振動は、現況３０デシベル未満か



ら最大で３５デシベルへ増加しますが、人が振動を感じ始める５５デシベル

を下回ると予測されております。 

次に、粉じんにつきましては、廃棄物の即日覆土、散水の実施などの発生

抑制措置を講じるほか、直近民家に影響を与える風向について、砂ぼこりが

立つ風速5.５メートル以上の風が発生する頻度が最近３年間の平均で2.７％ 

と低いことから、生活環境に与える影響は軽微と予測されております。 

次に、悪臭につきましては、規制基準値を下回っている隣接する一般廃棄

物最終処分場と同様に、燃え殻等を主体に埋め立てる作業を行うものであり、

即日覆土の実施、動物性残さなどの悪臭を発生する廃棄物の受け入れは行わ

ないことなどから、生活環境に与える影響は軽微と予測されております。 

なお、地元説明会で出された意見等により、一部補完、調査等を行い、最

終的な調査書は事業計画とあわせて提出されるとうかがっております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

次に、浸出水、処理水放流についてお伺いをいたします。ダイオキシン類

は環境中に広く存在しており、その量は非常に微量です。微量でも強い毒性

を持つと考えられています。 

ダイオキシン類は、主に物が燃焼するときに生成し、環境中に拡散します。

過去に、使用されていた農薬の不純物としても拡散しました。ダイオキシン

類は分解されにくい性質を持ち、田畑や湖沼、海の底泥等に蓄積をいたしま

す。 

また、日本のダイオキシン類の発生は焼却場からが９０％を占めており、

焼却灰やプラスチック類を処分する処分場は危険と聞いていますが、見解を

お伺いをしておきたいと思います。 

○ 松井議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

浸出水、処理水の放流によるダイオキシン類の影響についてでございます

が、今回計画されている処分場では、持ち込まれる廃棄物に対してダイオキ

シン類の検査を行い、国の基準以上にダイオキシン類が含まれる廃棄物は受



け入れられません。 

また、国の基準以上の浸出水の処理を行い、安全な放流水とされるととも

に、定期的に放流水の検査を行い、安全性の確認をされるとうかがっており

ます。 

さらに、埋め立てが終了した後も、水質が安定するまでの間、水処理施設

の管理を継続され、廃止基準を満たし、県の確認を行った上で廃止されます。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

次に、淀江町内には多くの水があります。本宮の泉、天の真名井、湯口の

泉を水源として水田の保全管理がなされ、農作物が育てられてきており、ま

た生活用水として古くから利用されてきています。 

生活用水としての地下水への影響についてですが、管理型最終処分場は水

銀、カドミウムなど有害物質を含む汚泥、燃え殻なども処理され、漏れたら

危険です。遮水シートの実績は４０年程度しかありません。安定するまでの

５０年以上は強度を保持していただく製品なのかどうかお伺いをいたします。 

また、山梨県環境整備センターが運営している最終処分場では、重機によ

るシート破損事故が発生したとお聞きしましたが、計画中の処分場でも同様

の事故が起こるのではないかと思いますが、その対策をお伺いをいたします。 

また、東日本大震災では最終処分場にどのような被害があったのか、あわ

せてお伺いをしておきたいと思います。 

○ 松井議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

まず、遮水シートの強度についてでございますが、低弾性タイプの遮水シ

ートにつきましては、５０年相当でも強度が９０％以上保持されるという論

文がございます。この処分場では、機械的な強度や柔軟性にすぐれる中弾性

タイプを採用されるとうかがっておりまして、５０年経過後も十分な機能を

保持することを条件に選定されるとうかがっております。 

次に、地下水への漏水の防止対策でございますが、専門家による指導や他

県の事例を調査し、埋め立て基準の遵守、埋立地の中に汚水をためない、三



重の遮水構造の採用と電気漏えい検知システムの導入、埋め立て作業等の安

全管理の徹底など、さまざまな対策を講じ、万全を期すとされております。 

山梨県環境整備センターの事故につきましては、重機オペレーターの操作

ミスにより、埋め立て作業中に上層遮水シートを破損してしまったもので、

計画中の最終処分場では、このような事故を起こさないために埋め立て作業

には必ず別の作業員が立ち会い、慎重に作業が行われるとうかがっておりま

す。なお、山梨県環境整備センターにつきましても、三重の遮水構造が採用

されており、地下水への漏水は生じていないとうかがっております。 

次に、東日本大震災による最終処分場の被害でございますが、全国都市清

掃会議が聞き取り調査を実施されており、シートの破損、漏水といった被害

はありませんが、停電などの被害があったと報告されております。 

計画中の最終処分場では、停電対策として非常用発電設備を用意し、発電

用の燃料を備蓄されるとうかがっております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

次に、騒音、振動についてですが、敷地境界、周辺民家、道路沿道につい

ては、発生抑制に努められ、万全の対策をお願いをしたいと思います。 

特に騒音については、敷地境界での予測値が６４デシベルで、規制基準値

が６５デシベルです。確かに下回っていますが、低騒音型にするとか、重機

の小型化をするなどして、騒音の抑制に努めていただきたいと要望をしてお

きます。 

次に、埋め立て作業に伴う粉じんの影響についてお伺いをいたします。近

隣には民家も存在し、風向きによっては粉じんの影響を受け、被害が発生い

たします。どのような粉じんの発生抑制対策を計画されているのかお伺いを

いたします。 

○ 松井議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

粉じんの発生防止対策でございますが、散水、覆土等の対応、タイヤ洗い

場の設置などのほか、風力の測定装置を設置し、常に風力を確認されたり、



暴風雪警報等の発令時には受け入れを中止される計画であるとうかがってお

ります。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

次に、廃棄物最終処分場指針は、埋め立て処分の目的は生活環境の保全上

支障が生じない方法で廃棄物を適切に貯留し、自然界の代謝機能を利用し、

安定化、無害化することであるとしております。 

廃棄物の中の有機物を微生物の働きによって炭酸ガスと水に分解し、無害

化を図ることになっております。他県の事例の中には、廃棄物、産業廃棄物

処分場の酸素が十分供給されないので、嫌気性分解が進み液化し、有機酸や

アルコールに、さらに分解が進むとメタンや炭酸ガスに変わります。廃棄物

の中に石こうボードなどが入っていると、硫化水素も発生をいたします。 

今回の産業廃棄物管理型最終処分場についても、同じような状況になるの

かお伺いをいたします。また、その発生抑制対策をお伺いをいたします。 

○ 松井議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

硫化水素やメタンの発生でございますが、これらは埋め立て層内が嫌気的

な状態になると発生するものでございます。 

計画中の最終処分場は集排水管による排水の促進と、層内を好気的に保つ

構造とすることにより、硫化水素やメタンの発生を防止する計画とうかがっ

ております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

好気的に保つということなんですけれども、この処分場というのは水がた

まらない構造になっていると、こういうふうに理解していいんですか。__ 

○ 松井議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

水がたまらない構造にするというふうにうかがっております。 



○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

次に、地震の影響についてお伺いをしておきたいと思います。 

今から１３年前の２０００年１０月６日に鳥取県西部地震が発生をいたし

ました。鳥取県西部を震源地とするマグニチュード7.３、震源の深さ９キロ、

最大震度６強という直下型大地震でありました。 

コンベンションセンターでの会合に向かうところでありましたが、怖い思

いをしたのを覚えております。このような地震及び想定される最大地震に対

しての安全性についてお伺いをしておきたいと思います。 

○ 松井議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

地震の影響につきましては、兵庫県南部地震、南海トラフ巨大地震、鳥取

県西部地震の３つのケースについて検証されております。 

３つのケースとも、処分場の崩壊、液状化、遮水シートの亀裂は生じない

と予測されております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

次に、搬入物の受け入れ検査計画についてお伺いをいたします。 

搬入物の確認は、事前審査段階と受け入れ段階と埋め立て段階での３段階

でチェックをするとありましたが、概要についてわかりやすく説明をお伺い

をしておきたいと思います。 

○ 松井議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

搬入計画についてでございますが、１つ目の事前審査段階につきましては、

搬入を希望する排出事業者に対し、環境管理事業センターが事前に審査を行

うものでございまして、書類審査、排出事業所への立ち入り、サンプルの採

取などにより、申し込まれた廃棄物が管理型最終処分場で受け入れできるの

かを確認されるものでございます。 



２つ目の受け付け段階につきましては、搬入される廃棄物の外観、臭気な

どを目視により確認し、受け入れ可能な廃棄物か審査されるものでございま

す。 

３つ目の埋め立て段階につきましては、搬入された廃棄物を広げて目視確

認等、品目によっては抜き取り検査が行われるものでございます。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

次に、家庭等から排出される生ごみや不燃ごみなどの一般廃棄物は市町村

に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者が責任を持って処理し

なければなりません。 

法的に取り扱いが異なるため、廃棄に当たっては、市町村等の一般廃棄物

用の処理施設で処理・処分することができません。 

産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処

理・処分委託することになっております。 

現在、鳥取県内には産業廃棄物管理型最終処分場が１ カ所もなく、県外の

最終処分場に頼っております。そこで現在、計画されている廃棄物最終処分

場の受け入れ基準についてお伺いをしておきたいと思います。 

○ 松井議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

受け入れ基準についてでございますが、県内の事業所から排出された産業

廃棄物であること、受け入れる廃棄物は燃え殻、ばいじん、汚泥など１３種

類の産業廃棄物であって、品目ごとの受け入れ基準に適合すること、アルキ

ル水銀化合物、カドミウム、またはその化合物などの化学物質について、溶

出試験の結果が判定基準に適合すること、飛散しないよう必要な措置が講じ

られていること、著しい臭気を有しないこと、含水率が８５％以下であるこ

ととされております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  



次に、豊田市では中間処分業者の不適切事案があり、契約書の未締結や契

約書の内容の不備がある事例が多数ありました。 

そこで、委託契約書の締結やマニフェスト保管等の適正処理に関する巡回

指導を行っているそうです。そのような不備が起きないように、廃棄物の搬

入の依頼があったときの管理フローについてお伺いをいたします。 

また、溶出試験の成績書についてもお伺いをいたします。 

○ 松井議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

廃棄物の依頼があったときの管理フローで 

ございますが、搬入を希望する排出事業者には、廃棄物処理委託 

申込書、マニフェスト等の契約関係書類に加え、廃棄物の種類、 

量、形状、荷姿等を記した書類、廃棄物の発生工程を記した書類、 

運搬に使用する車両、搬入ルートを記した書類、溶出試験成績書 

を提出させ、申し込まれた廃棄物が管理型処分場に受け入れでき 

るのか確認されます。書類審査の後、環境管理事業センターの職 

員が排出事業所に立ち入り、廃棄物の性状や発生工程に違いがな 

いかを確認されるとともに、サンプルを採取して重金属等の分析 

を行われます。溶出試験成績書につきましては、他県では直近の 

結果のみを提出されるのに対し、計画されている処分場では、過 

去３ 年分の試験結果を提出させるとうかがっております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

次に、受け付け段階でのチェックが大切であります。 

事前審査で受け入れ基準に適合した廃棄物を委託契約して受け入れるので

すが、不適切な搬入が行われていないのか、職員のチェック内容についてお

伺いをしておきたいと思います。 

○ 松井議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

受け付け段階のチェックでございますが、主なチェック内容は、搬入され



る廃棄物につきまして、マニフェスト伝票や契約書との比較、採取したサン

プルとの比較、異物混入の有無、悪臭の有無、飛散性の有無でございまして、

専用の監視台から環境管理事業センターの職員が目視で監視されるものでご

ざいます。この段階で不適正な廃棄物につきましては、荷おろしすることな

く持ち帰らせるとうかがっております。 

また、安全で適正な受け入れ及び埋め立て処分を行うため、搬入は予約制

とされ、また暴風雪警報、竜巻注意報発令時には、周辺地域への被害防止の

ため、受け入れを中止するとうかがっております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

次に、埋め立て段階での目視検査については、展開検査、抜き取り検査と

明記しておられますが、そのチェック内容と頻度についてお伺いをしておき

たいと思います。 

○ 松井議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

展開検査でございますが、搬入物を所定の場所に荷おろしさせ、環境管理

事業センターの職員が搬入物を広げてサンプルとの比較、異物混入の有無を

確認されます。不適正な搬入があった場合、廃棄物は持ち帰らせるとうかが

っております。 

次に、抜き取り検査でございますが、燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さいを

対象に行われるものでございまして、検査項目は排出事業者の業種、発生工

程、事前審査結果をもとに重金属等を選定して検査を実施されます。 

抜き取り検査の頻度は、年１ 回以上とされておりますが、重金属等の検査

結果のばらつきが大きい場合は頻度をふやすとされております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

次に、搬入ルートについてお伺いをしておきます。 

以前にお聞きしたルートとは変化はないように思いますが、それ以外に産



廃を運搬する車両の両側面には産業廃棄物収集運搬車と運搬する者の名称の

２つを表示しなければならないことや、産廃を運搬する場合には、必要事項

が記載された書面の携帯が必要であります。 

記載事項は、排出者の氏名及び住所、運搬する産業廃棄物の種類及び数量、

積載日、排出事業場の名称、所在地及び連絡先、運搬先の名称、所在地及び

連絡先の５つであります。運搬している産廃の情報を確認できない状態は法

律違反と聞いております。 

搬入ルート、通行時の配慮すべき事項と対策についてお伺いをします。 

○ 松井議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

搬入物搬入車両は、決められたルートで通行させるとされております。車

両台数は、１日当たり１１台程度と想定されており、予約制をとることから

搬入車両が集中することはないと説明されております。 

搬入ルート通行時の配慮すべき事項につきましては、住宅地周辺を通過す

る際には安全運転や飛散防止対策の徹底を行うこと、処分場付近の搬入ルー

ト上での駐車は行わないこと、周辺に学校等があるので通学時間帯は児童生

徒に十分注意することとされております。 

対策につきましては、通行時に不適切な走行を行った搬入車両に対しては、

排出事業者に警告を行い、改善されない場合は受け入れ中止などの措置を講

じるとされております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

次に、徹底した搬入管理、検査体制をお願いをいたしますが、安心・安全

の観点から以前の議会でも質問をいたしました、放射能汚染廃棄物が搬入さ

れない検査体制についてお伺いをいたします。 

また、生活環境影響調査結果の妥当性等について、第三者に客観的な評価

をしていただくため、廃棄物処理等に知見を有する有識者に検証を依頼した

とお聞きしましたが、有識者名と検証分野と生活環境影響調査結果にかかわ

る有識者の主なコメントをお伺いをしておきたいと思います。 



○ 松井議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

放射性物質の検査につきましては、事前説明会において地元住民の皆様の

関心が高いことを踏まえまして、廃棄物の展開検査の際にサーベイメータに

より放射レベルのチェックが行われます。 

また、生活環境影響調査結果に対します有識者の検証についてでございま

すが、３名の大学教授に検証を依頼されておりまして、１人目は鳥取環境大

学の岡﨑教授でございまして、環境アセス全般について検証を依頼されてお

り、報告書の構成、内容は国及び県の指針に沿ったものであり、調査、予測

及び評価の結果、各調査項目の環境保全措置についても他の一般的な環境ア

セスとほぼ同様であり、一定の水準は確保されているとコメントをされてお

ります。 

２人目は福岡大学の樋口教授でございまして、同様に環境アセス全般につ

いて検証を依頼されており、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査として

は、調査項目、予測及び評価内容はおおむね適正に実施されているとコメン

トをされております。 

３人目は岡山大学の西垣教授でございまして、地下水について検証を依頼

されており、地下水の現地調査及び解析方法は妥当であり、地下水の挙動の

予測を高度な評価指標である三次元で実施していることは評価できる、また

汚染水の漏えい対策も十分に検討されているとコメントをされております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

今までいろいろ事業計画の実務的なことをお聞きをいたしました。 

今後のスケジュールでは、事業計画書もできるだけ早期に取りまとめ、説

明会で地元の理解が得られるよう、地元６自治会で丁寧な説明をお願いをい

たします。昨年、建設予定地周辺の上泉、下泉の２自治会が鳥取県と県環境

管理事業センターに対し、住民への説明が十分でないとの理由から、現時点

での建設計画の白紙撤回を求める要望書を提出いたしました。 

その後の住民説明会が功を奏して、先月、下泉自治会で投票の結果、自治



会として産業廃棄物管理型最終処分場の設置に賛成することとなったとお聞

きしました。市長の見解を聞いておきたいと思います。 

○ 松井議長 野坂市長。 

○ 野坂市長  

地元自治会の状況でございますが、昨年９月に反対の要望を提出されまし

た２自治会につきましては、環境管理事業センターから処分場について話が

できるようになったとお聞きしておりまして、現在、先進地の視察に行かれ

る日程を調整されていると伺っているところでございます。 

今後も説明会が開催されますので、鳥取県環境管理事業センター、事業主

体におかれましては、引き続き地元住民の皆様の御理解が得られるよう説明

責任を果たしていただきたいと考えております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

次に、地元説明会における米子市のスタンスについてお伺いをしておきた

いと思います。 

以前にも質問いたしましたが、米子市の地域に設置されるのであれば、米

子市が責任を持って説明責任すべきです。そして、市有地を賃貸して提供す

るわけであります。 

計画では、敷地３万4,４５６平方メートルで、このうち市有地が約１万7,

０００平方メートルを占め、約半分が市有地であります。 

２自治会の不安の要素の中に、最終処分場が稼働し、事業が終わるのが４

７年後との計画であります。事業主体である環境プラント工業と環境管理事

業センターが４７年後に持続管理し、会社が存在しているかという問題であ

ります。 

いずれは米子市に返却していただくわけでありますし、環境に何らかの影

響があれば、米子市に責任が出てきます。 

米子市は、処分場が設置される地元の自治体として、処分場周辺の住民の

安全・安心を守る立場です。米子市も当事者なのだと自覚して積極的に関与

していく必要があると考えますが、市長の見解をお伺いをいたします。  



○ 松井議長 野坂市長。 

○ 野坂市長  

計画されております産業廃棄物最終処分場への本市の関与でございますけ

れども、地元住民の皆様の御理解が得られ、処分場が設置されることになれ

ば、地元住民の皆様の安心・安全の確保が大前提でございますので、生活環

境の保全、特に公害防止の観点から鳥取県と連携して積極的にかかわってい

く必要があると考えております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

そこですけれども、先ほどの答弁で生活環境の保全、特に公害防止の観点

から鳥取県と連携して積極的にかかわっていくと、このような答弁であった

わけですけれども、どのようなスタンス、立ち位置でかかわっていこうと想

定されているのか聞いておきたいと思います。 

○ 松井議長 角副市長。 

○ 角副市長  

公害防止協定等の協議に当たりましては、先ほども市長が御答弁申し上げ

ましたが、地域住民の皆様の生活環境の保全が第一でありますので、本市と

いたしましては、地域住民の皆様の安心・安全を最優先とする立場で積極的

にかかわっていきたいと考えております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

それで、今までたくさん質問をしてまいりました。 

全ての項目に対して、安心・安全な施設なんだよと、こういうような立場

で米子市も答弁をされたわけでありますし、それから事業主体、それからセ

ンターもそれぞれの立場で今まで答弁をされてきております。 

米子市としても、非常に安全な施設なんだと、そういうふうな認識という

のは持っておられるのか、その辺きちっと聞いておきたいと思います。 

○ 松井議長 角副市長。 



○ 角副市長  

今まで最終処分場の設置のための諸手続、環境影響調査等行われましたが、

いずれにわたっても国の基準以上の相当周到な計画でもって対応されておる

と、また地元の皆様の御意見に対して追加調査等も行われるという、そうい

う真摯な態度で今日まで来られたということを考えますと、これは安心が担

保できる施設であるというふうに現時点では理解しております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

そそそそれで、米子市の立ち位置ということも先ほどもちょっと話ししたんです

けれども、もう一回確認をさせていただきますと、そういうような安全な施

設を設置するということになれば、最終的には鳥取県がある面では責任は持

つでしょうけれども、米子市としても鳥取県と同じような形でのかかわり方、

同じような取り組み方をされると、そういうような理解をしていいんでしょ

うか、その辺を聞いておきたいと思います。 

○ 松井議長 角副市長。 

○ 角副市長  

申し上げるまでもなく、処分場の設置者の一義的な責任というものは事業

主体、環境管理事業センター並びに鳥取県であるということは申し上げるま

でもございませんが、現実的にその地域の住民の皆様の安全・安心に責任を

持つという意味合いにおきましては、県と同様に我々も責任があるというふ

うに認識しておりますので、県と、より密接に協調して、また場合によって

は本市独自の立場でもって物を申し上げていくということになろうかと思い

ます。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

それで、地元の安心・安全を担保すると、そのためには、生活環境の保全

のために必要な事項を内容とする協定書を地元自治会と締結すると、このよ

うなことになっているわけでありますけれども、どのような項目がその中に



網羅されて、その中に米子市としての立ち位置ですか、連ねることができる

のかどうか、その辺を聞いておきたいと思います。 

○ 松井議長 角副市長。 

○ 角副市長  

今後予定をされております協定書の内容、また、それに伴う本市の立ち位

置ということでございますが、現時点では事業主体等、また鳥取県、また米

子市、特に米子市の立場というものが明確にまだ協議・検討をされておりま

せんが、ただ、先ほど申し上げましたように、地元の安心・安全を担保する

ものでございますので、生活環境の保全のために周辺環境対策もあります。

また、交通安全対策もあり、災害防止対策等々の必要な事項が記載されるも

のと考えております。 

○ 松井議長 安田議員。 

 

○ 安田議員  

るる質問させていただきました。 

今後ですけれども、事業計画がある面では案が出され、それを地元に説明

をされ、また新しい形での事業計画というのが地元に提示されるわけであり

ますし、ここ１年かけて説明をされるということであります。 

米子市も参加をされておりますけれども、今まではオブザーバー的な要素

で参加されておるわけであります。 

米子市の立場というんですか、先ほど立ち位置の話もさせていただきまし

たけれども、オブザーバー的な話じゃなくて積極的にその中でかかわってい

って、これからいろんなことも、まだまだスタートに立ったような段階であ

りますので、その辺も含めて米子市では取り組んでいただきたいなと、この

ように要望して質問を終わりたいと思います。 

○ 松井議長 以上で市政一般に対する質問は終わりました。  


