
 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称  水戸市緑化推進会議 

 

２ 開催日時  令和３年３月 29 日（月）  10 時 00 分から 11 時 00 分まで 

 

３ 開催場所  本庁舎４階 中会議室４ 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委 員  稲石将人，時沢義明，小田倉康家，須田順子，清野崇， 

安昌美，坂本輝夫，沼田佳三，佐藤美律子，榊原恵子， 

小島孝文，中庭次男，大津亮一，近藤禎二，川上脩 

（２）執行機関  加藤久人，上田航，讃井正俊，菅本智克，小澤翔平 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

（１）会長及び副会長の選任について（公開） 

（２）保存樹小委員会の設置について（公開） 

（３）市からの報告事項について（公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る）  ０人 

 

８ 会議資料の名称  

（１）【資料１】 水戸市緑化推進会議 会議次第 

（２）【資料２】 議題第１号，第２号 

（３）【資料３】 議題第３号 

（４）【資料４】 緑化推進会議委員名簿 

（５）【資料５】 席次レイアウト 

（６）【資料６】 水戸市緑化推進会議条例 

（７）【資料７】 水戸市附属機関の会議の公開に関する規程 

 



９ 発言の内容 
 

執行機関 

本日は、お忙しいところお集まりいただきまして，ありがとうございます。定

刻となりましたので，ただいまより水戸市緑化推進会議を開催いたします。 

本日の司会進行役を務めさせていただきます，私，公園緑地課緑化係長の菅本

と申します。よろしくお願いいたします。以後，着座にて失礼いたします。 

まず，本日お配りしている資料を確認させていただきます。お手元の資料を御

確認ください。まず，本日の「会議次第」，次に，議題第１号「会長及び副会長

の選出について」，次に，議題第２号「保存樹小委員会設置について」，次に，議

題第３号「市からの報告事項について」次に，「水戸市生垣設置奨励補助金交付

要項」，次に，「緑化推進会議委員名簿」，次に，本日の会議の「席次表」，次に，

「水戸市緑化推進会議条例」，最後に，「水戸市附属機関の会議の公開に関する規

程」，以上の資料を配布させていただいております。資料が不足している場合は，

事務局までお申し付けください。 

 よろしいでしょうか。それでは，本日の会議の進行につきましては，次第に沿

って進めさせていただきますので，よろしくお願いいたします。 

 それでは，会議の開催にあたりまして，市を代表して，都市計画部部長の加藤

より御挨拶申し上げます。 

 

 （都市計画部部長挨拶） 

 

 執行機関 

 ありがとうございました。 

今回の委員の皆様におかれましては，昨年の９月に新たに委嘱させていただ

き，今期より委員となられたかたもいらっしゃいますので，事務局からお名前を

名簿順に紹介いたします。その後，皆様から一言ずついただきたいと思います。 

 （各委員の紹介） 

 

 執行機関 

また，今期より，公園・緑化行政に対する市民の声を広く取り入れる目的で公

募により緑化推進会議委員に選出されましたかたが２名おりますので，事務局

より名前を御紹介いたします。その後，一言ずついただきたいと思います。 



（各委員の紹介） 

 

執行機関 

 委員は，本日都合により欠席されています。 

なお，委員の任期につきましては，令和４年８月 31 日までとなりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

次に，事務局の職員を紹介させていただきます。 

 （事務局紹介） 

 

執行機関 

本日の会議の出席者は 15 名で，委員 16 名のうち，２分の１以上が出席して

おりますので，水戸市緑化推進会議条例第６条第２項により，本会議が成立する

ことを御報告申し上げます。 

それでは，議題に入らせていただきます。 

本来であれば，ここで，水戸市緑化推進会議条例第６条第１項に基づき，緑化

推進会議会長に議長を務めていただくのですが，今回は緑化推進会議委員を新

たに委嘱させていただいたため，会長及び副会長が不在となっております。新会

長が選出されますまで，暫時，事務局で進行させていただきますので，御了承く

ださい。 

まず，「議題第１号」，会長及び副会長の選任を行いたいと思います。選任に当

たりましては，条例第５条第１項の規定により，委員の互選により選出すること

となっておりますが，いかがいたしましょうか。 

 

 委員 

 事務局にお願いします。 

 

執行機関 

ただ今，事務局案があればというお話がありましたが，皆様いかがでしょうか。 

（異議なしとの声有り） 

 

執行機関 



 ありがとうございます。それでは事務局から案を出したいと思います。 

 （事務局案を配る） 

 

執行機関 

 それでは，ただいまお配りした資料を御覧ください。現在，水戸市住みよいま

ちづくり推進協議会副会長として御活躍をされている経験などを踏まえ，

 委員に会長職を，これまでに３期６年にわたって緑化推進会議の委員を

務めた実績や経験等を踏まえ，会長のサポート役として 委員に副会長職

をお願いしたいと考えておりますが，いかがでしょうか。 

 （異議なしとの声有り） 

 

執行機関 

ありがとうございます。異議等無いようですので，緑化推進会議の会長を

 委員に，副会長を 委員にお願いいたします。 

 委員，  委員におかれましては，会長席，副会長席にお移りください。 

それでは，  会長及び 副会長より一言ずつ御挨拶いただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

（会長，副会長より挨拶） 

 

執行機関 

ありがとうございました。 

なお，本日の会議は「水戸市附属機関の公開に関する規程」に基づき，公開と

させていただきますので，御承知おき下さい。 

また，同規程第７条により会議録を作成することとなっており，附属機関が指

定する２名以上の署名を得ることとなっております。後程，議長により署名人２

名を選出していただきたいと思います。 

 それでは，これからの議事進行につきましては，「水戸市緑化推進会議条例」

第６条に基づき，緑化推進会議会長が行うことになりますので，議長としての議

事の進行を，  会長にお願いいたします。 

 

議長 

 はい。不慣れですが，よろしくお願いいたします。それでは今説明のありまし



た，附属機関公開の制度によって，会議録を公表するとのことですので，会議録

に署名を行う署名人２名を指名させていただきます。事務局から案があればお

願いします。 

 

執行機関 

 はい，事務局案としましては， 委員及び  委員にお願いしたいと考

えておりますが，いかがでしょうか。 

 （異議なしとの声有り） 

 

議長 

 はい，ありがとうございます。それでは，署名人につきましては，   委

員及び  委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは，お手元の会議次第に沿って議事を進めさせていただきます。まず，

議題第２号「保存樹小委員会の設置」ですね，この議題について，事務局から説

明をお願います。 

 

執行機関 

事務局より御説明いたします。水戸市では，市内において，健全で，かつ，樹

容が美観風致上，特に優れている樹木を，保存樹として指定しており，令和３年

３月 29 日現在，市で指定している保存樹は 172 本ございます。 

これら，保存樹の新規指定について，緑化推進会議で御審議いただく前に，現

地調査や樹木に関する専門的な御意見等をいただくため，緑化推進委員の中か

ら小委員会の委員を選出し，保存樹小委員会を設置しているものでございます。 

 

議長 

 ありがとうございます。それでは，事務局の方から小委員会を置くことはどう

だろうかという提案がありました。そのことについて，委員の皆様の御意見をお

伺いしたいと思いますが，どうでしょうか。 

 （異議なしとの声有り） 

  

議長 



 設置してよろしいでしょうか。 

 （異議なしとの声有り） 

  

議長 

 ありがとうございます。それでは，事務局の方で何か案があれば，説明をお願

いいたします。 

 

執行機関 

 （事務局案を配る） 

 それではですね，ただいまお配りした事務局案を御覧ください。事務局案とい

たしましては，緑化推進会議会長，副会長である 委員，   委員，樹木

医としての専門知識をお持ちの 委員，日本造園組合連合会員，水戸市造

園建設協同組合員として，造園等に関する専門知識をお持ちの 委員， 

  委員，今期公募にて選ばれ，森林総合研究所，茨城県植物園にお勤めの

 委員，   委員にお願いしたいと考えておりますが、いかがでし

ょうか。 

（異議なしとの声有り） 

 

議長 

 ありがとうございます。ただいま，異議なしという声がありましたので，議題

第２号については承認されました。 

 続きまして，議題第３号「市からの報告事項について」ですが，この議題につ

いて，事務局から説明をお願います。 

 

執行機関 

 はい，それでは，事務局より御説明いたします。 

 お手元の議題第３号「市からの報告事項について」を御覧ください。 

 今回の報告事項は２点ございます。一点目が記念樹交付事業の廃止について，

二点目が生垣設置奨励補助金交付要項の緩和について，それぞれ順に御説明い

たします。 

まず，「記念樹交付事業の廃止について」ですが，水戸市では昭和 49 年から出



生や転入等市民の人生の節目を記念して記念樹を交付してまいりました。令和

２年度までには，出生・転入を記念してウメを，長寿（満 70 歳）を記念してア

ジサイの苗木を交付しておりましたが，市民の生活様式が変化するに伴い，苗木

のニーズが減少し，交付率は低迷しておりました。参考として，資料２ページ目

に過去５年間の交付実績を載せております。特に，ウメの苗木については過去５

年間で出生は２割以下，転入は１割にも満たない交付状況であることを踏まえ，

記念樹交付事業は令和２年度の交付事業を最後に廃止することと決定いたしま

したので，御報告いたします。 

次に，「生垣設置奨励補助金交付要項の緩和について」御説明させていただき

ます。資料３ページを御覧ください。水戸市では，緑豊かで安全な生活環境を確

保するため，生垣を設置するかたに対して補助金を交付しております。現状の補

助要項においては，公衆用道路に面して設置される生垣のみ補助の対象として

認めておりますが，対象を拡大し，隣接敷地との境界に設置される生垣も補助対

象とすることが今回の変更点でございます。 

市民のかたから，生垣を設置するにあたり，道路に面している部分だけでなく

隣接敷地との境界にも生垣を作りたい声を多くいただいておりました。現状，道

路に面している部分のみ補助の対象としている理由は，通行人など市民の誰の

目にも触れる緑を増やすことを優先していたからですが，生垣の利点として，緑

を増やすことだけでなく，防犯・防災的な側面もあり，隣接敷地との境界に設置

される生垣にもこの効果が期待できることから，現在の補助の条件を見直し，こ

れらの生垣も補助対象として認めるものです。 

併せて，これまで一連で５メートル以上生垣を設置しなければ補助対象とみ

なしてきませんでしたが，さまざまな住宅環境に対応するため，総延長が５メー

トル以上あれば補助対象とみなすことといたします。 

資料５ページ目以降に今回の変更イメージを掲載しておきましたので，御参

照ください。 

簡単ではございますが，以上で市からの報告事項についての説明を終わりま

す。 

 

議長 

 ありがとうございます。今，事務局より説明のあった，「記念樹交付事業の廃



止」，それから「生垣設置奨励補助金の緩和」についてということですけれども，

皆さんから何か質問事項があれば，お願いします。 

 （しばらく無言） 

 

議長 

 どうでしょうか，よろしいでしょうか。 

 （異議なしとの声有り） 

 

議長 

 ありがとうございます。それでは，そのように進めていただきたいと思います。

その他，市から何か報告事項はありますか。 

 

執行機関 

 市からの報告事項は以上になります。 

 

議長 

 ありがとうございます。以上で，本日の議事は全て終了いたしました。以上で

水戸市緑化推進会議を終了いたします。進行を事務局へお返しいたします。 

 

執行機関 

 何かほかに，意見等ございましたら，今回の議題に関わらず挙手でも御発言い

ただければと思うのですが，いかがでしょうか。 

 （意見が出ない） 

 事務局からですね，記念樹交付事業の廃止について補足説明をさせていただ

きますと，お手元に配布させていただいた通り，これまでかなり交付率が低く，

10%から 20%ということで，また実際に交付に当たり受け取りを拒否されるかた

が多くいらっしゃいました。というのは，結局，もらっても植える場所がないと

いう理由があって，何年か前には，交付に代わって植物公園の入場券を差し上げ

て，基本的には記念樹交付事業そのものは続けていました。時代の流れにあって，

少し中身を変えながら試行錯誤でやってきたものの，準備に当たり，調達するの

が相当大変で，県内だけでは調達しきれず，全国から調達するという苦労もあり



ます。結果的に交付率が低いと，手元に苗が余ってしまって，無駄にするしかな

いという非常に悲しい現実というのも，毎年繰り返してきた状況がございまし

て，記念樹交付事業は費用対効果というものを考えて，今年度をもって廃止とさ

せていただくことになりました。今後は更なる緑の促進として，リニューアルオ

ープンする植物公園，大きなところで逆川，桜川，沢渡川という大きな緑地もご

ざいますし，上市の北側には斜面緑地もございますので，適正な保存をし，市民

には身近な緑地で意識の高揚を図っていきたいと考えておりますので，よろし

くお願いいたします。 

 

 委員 

 今回９月に委員にならせていただいて，その後全然活動がなかったものです

から，今後のスケジュールというものを知りたいのですが。 

 

執行機関 

 では，今後のスケジュールというお話がございましたので，事務局から御報告

させていただきます。令和２年度の会議はこの会議をもって終了ですが，令和３

年度に予定されているものとしましては，先ほど委員を決めさせていただきま

した保存樹小委員会がございます。保存樹の新規指定を行うことになりますの

で，こちらが大体夏頃を予定しています。令和３年度のスケジュールとしまして

は，８月頃に新規指定の本会議を予定しております。また，小委員会に任命され

ましたかたがたにおかれましては，一か月ほど前に現地を見て確認したり話し

合ったりする場を設けさせていただきますので，そちらが大体５月，６月頃，と

いうイメージで考えていただければと思います。また，新規指定の申し込みは，

現時点ですでに２，３件ほど申請が来ております。 

 

 委員 

 私は街を花と緑でいっぱいにする会という団体で活動しているのですが，ボ

ランティアのかたがたが高齢化しておりまして，５年もすればボランティアの

かたがたがほとんどいらっしゃらなくなってしまうのではないかと心配してお

ります。私どもの団体でも主力で働いてくれているのは 75 歳程度のかたがたで

すけれども，こちらも５年後には 80 歳ですから，ほとんど活動ができなくなっ



てしまいます。そんなときに，先日，市のホームページを見まして，公園緑地課

のページに公園愛護会の育成・指導に関すること，と出ておりました。ぜひ今後

はボランティアについても同じことをもうちょっと考えていただけないかと思

います。 

 

執行機関 

 ボランティアについてお話が出ましたが，今の公園の実情を申し上げますと，

今公園愛護会とおっしゃいましたが，市内にある各公園では，地元のかたがたで

公園をきれいにしていただくという愛護会というような組織が各地区で結成は

されてはいるのですが，やはり人手不足が問題としてあります。昔からいらっし

ゃったかたというのは，やはり高齢になっておられますので，やりたくてもやれ

ない，体が動かないというお話を多く聞きますし，新しい人材となると，やはり

若い人たちなので，仕事が忙しくボランティアの意識が非常に低いというとこ

ろもあって，なかなか愛護会という組織が結成しづらいという話が現実的には

あります。そうは言えども市内に 400 か所以上の公園がございますので，それ

を市だけで管理するというのは非常に難しいという話もあります。地域のかた

がたに愛護会やボランティア等で身近な公園をきれいにしていただきたいとい

う思いは公園緑地課も持っておりますので，そういった点は引き続き，いろいろ

な形で市民の皆様，地区の皆様に御理解いただいて，愛護会などに参加していた

だけるような何かは引き続き考えていきたいと思いますので，どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

 委員 

 大塚池というのは，非常に素晴らしい池ですけれども，水質の悪化が課題とな

っておりまして，それについてはどうお考えかお聞きしたいのですが。 

 

執行機関 

 大塚池の水質浄化ということですけれども，皆様も御存じだと思うのですが，

千波湖もそうなのですが，夏になるとアオコというものが発生するのが課題と

なっております。大塚池は周りに多くの民家がございますので，アオコの臭に周

囲のかたが非常に敏感です。ですので苦情が多く寄せられているのは事実でご



ざいます。アオコの発生する一つの原因というのは，大塚池というのは雨水頼り

の池なので，昔は農業用ため池と言われたものなのですけれども，農繁期になる

と，下流の人たちが水を多く取るので，一気に水が減ります。そうすると，アオ

コが岸に残ったまま腐ってしまうのです。そういった影響で苦情がありますし，

そもそも水を増やせないのか，という話もありますが，あくまでも雨水頼りの池

でございますし，昔は上流側に森林があって，そういったところから水が豊富に

流れ出していたのでしょうけれども，今はもう開発されてしまっていて，水が来

ないという状況になっています。なので，毎年夏に使った分の水が秋・冬の雨で

元に戻っている，これの繰り返しなのです。水質浄化というということで地元の

かたがたとも御相談させていただきながらいろいろな方法を探っているところ

なのですが，なかなかこれだ，という効果を出すもの，決め手がみつかりません。

まずなんとかして道路側の雨水だけでも大塚池に持ってこられないか，という

のも今方法として探っておりますし，実際井戸も一個掘ってみました。ただ，効

果が非常に薄い。大塚池のあの水量を補うだけの水は出てこないと。なので，何

か所掘って大した量にはならないというのも見えてきましたので，改めて，違う

形で何とか水を取り込めるように，または水が取り込めないのであれば違う方

法も考えていかなければいけない，そういうことを含めて地域の皆さんと協力

しながらやっていきたいと考えております。 

 

 委員 

 大塚池の，モミジの木があったと思うのですが，大きくなって上の方が切られ

ていますが，あれは地元のかたから要望があったものですか。 

 

執行機関 

 大塚池に関しては，木の頭を詰めているのはほぼ間違いなく地元のかたから

の御要望によるものです。 

 他の公園でもそうなのですが，とにかく今は樹木が育ちすぎてしまったとい

うのもあるのでしょうけれども，近隣にお住まいのかたから樹をもっと詰めて

ほしい，極論は根元から伐採して欲しいという要望が非常に多く寄せられてい

ます。ただそうはいっても，というところで折り合いを付けてはいるのですが，

やはり近隣の家に害が及ぶようになってしまうとやはり切ることを考えなくて



はいけなくなってしまう。そういったところで折り合いを付けながらいろいろ

やっております。まず大塚池については，近隣のかたからの御要望で木を詰めて

いるものが大多数でございます。 

 逆川緑地なども，斜面の上の方には住宅地がかなり接近して建っておりまし

て，開発行為も進んで敷地境目いっぱいまで住宅が建っているという状況が多

くなっております。そうした中で，樹木が成長して，落ち葉の問題もありますし，

枝の越境，枯れ枝などの問題もありますので，対策として，どうしても敷地境に

あるような樹木については，住民のかたからの要望もあって，伐採しているとこ

ろもございます。 

 緑地を増やす，と言っている一方で，住民のかたからの要望で樹を伐採しなく

てはいけないような状況もございまして，そのあたりが，住環境とのバランスに

なるのですけれども，伐採そのものもお金がかかりますから，経費の面も含めて，

今後の課題でございます。 

 

（意見が出ない） 

 

執行機関 

 よろしいでしょうか。 

 本日，会長を始め，委員の皆様がたにおかれましては，お忙しい中にもかかわ

らず御出席いただき，また，各議題について御意見・御検討いただきまして，心

より感謝申し上げます。 

今後とも，引き続き本市の公園・緑地行政に御理解，御協力を賜りますようお

願い申し上げまして，挨拶とさせていただきます。  

本日は，誠にありがとうございました。 

以上で，本日の緑化推進会議は閉会とさせていただきます。本日はお忙しい中

お集まりいただき，ありがとうございました。 


