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様式第３号（第７条関係） 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称  水戸市環境審議会 

 

２ 開催日時  令和４年６月 30 日（木）午後２時から午後３時 15 分まで 

 

３ 開催場所  市役所本庁舎 ４階政策会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

 (１)委 員 

須藤勝，佐藤隆史，豊田光恵，清野崇，原口弥生，山本早里，猿田寛，小菅次男，安昌美，

髙橋正道，佐藤昭雄，福島辰三，澁谷史子，松下茂夫 

(２)執行機関 

佐藤則行，坪井正幸，細谷洋祐，近藤雄希，角田光紀，渡辺武史 

(３)その他 

委員欠席者：堀井武重，飯島清光，櫻場誠二 

  委託業者：株式会社 知識経営研究所 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 (１) 水戸市地球温暖化対策実行計画（第２次）策定基本方針について   (公開) 

(２) 水戸市の地球温暖化対策に係る現況と課題について  （公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数  ０人 

 

８ 会議資料の名称 

 （１）令和４年度度第１回水戸市環境審議会次第 

（２）水戸市環境審議会委員名簿 

（３）水戸市環境審議会条例 

（４）委嘱状 

（５）諮問書（写し） 

（６）資料１水戸市地球温暖化対策実行計画（第２次）策定基本方針 

（７）別紙水戸市地球温暖化対策実行計画（第２次）策定スケジュール表 

（８）資料２水戸市地球温暖化対策実行計画の取組状況 

（９）資料３水戸市における地球温暖化の現況と課題 
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９ 発言の内容 

 

執行機関 本日は、お忙しい中、大変お暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。

ただいまから、令和４年度第１回水戸市環境審議会を開催させていただきます。それではまず、

水戸市長高橋靖から御挨拶を申し上げます。 

（水戸市長挨拶） 

執行機関 ありがとうございました。次に委嘱状の交付を行わせていただきます。時間の都合上、

大変恐縮でございますが、代表されまして、  様、市長から委嘱状のお受け取りをお願いい

たします。 

（委嘱状交付） 

執行機関 ありがとうございました。他の委員の皆様には、机に委嘱状を置かせていただきまし

たので、よろしくお願いいたします。 

  次に、本日の出席者数を報告させていただきます。本日の審議会には、委員数 17 名のうち、 

リモート参加の  様を含めまして、14 名が出席されております。委員の２分の１以上の出席

でございますので、水戸市環境審議会条例第６条第２項に基づき、この審議会は成立している

ことを申し上げます。また、審議会につきましては、水戸市附属機関の会議の公開に関する規

程第３条に基づきまして、原則公開とさせていただいております。本日は、今のところ、傍聴

者はございません。ただ、一社の報道機関が入っており、撮影・録音をしたいとのことでござ

いましたので、御了承願います。 

続きまして、初めて参加する方もいらっしゃいますので、自己紹介をお願いしたいと思いま

す。 

（委員自己紹介） 

執行機関 次に事務局職員を、御紹介させていただきます。 

（事務局自己紹介） 

執行機関 それでは次に正副会長の選出を行わせていただきます。水戸市環境審議会条例第５条

第１項に、委員の互選により会長及び副会長を置くとありますが、いかがいたしましょうか。 

委員 事務局案はありますか。 

執行機関 ただいま事務局案との御発言がございましたので、事務局の方で案を挙げさせていた

だきます。会長につきましては、  に、副会長につきましては、  にお願いしたいと考え

てございます。  、  におかれましては、平成 29 年度から、当審議会の会長、副会長を歴

任いただいた経緯もありますことから、事務局として提案する次第でございます。なお  に

おかれましては、本日急用のため欠席となってございますので、本日皆様の御了解をいただけ

れば、後日、御本人にお伝えいたしまして、御了承の上、副会長に決定させていただきたいと

思っております。委員の皆様いかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

執行機関 ありがとうございます。それでは会長は、  にさせていただきます。副会長につき

ましては、今申し上げましたとおり、後日、  にお願いさせていただきます。恐れ入ります

が、  会長は前の席へ御移動をお願いいたします。ここで、  会長に御挨拶をいただきた
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いと思います。 

（会長挨拶） 

執行機関 ありがとうございました。続きまして、高橋市長から水戸市環境審議会に対し諮問事

項がございますので、恐縮でございますが、  会長御起立いただきまして、代表して諮問書

をお受取りいただきたいと思います。なお委員の皆様には、諮問書の写しをお手元に配布させ

ていただきましたので、御覧いただきたいと思います。 

（諮問書交付） 

執行機関 ありがとうございました。ここで高橋市長におかれましては、次の公務がありますの

で、退席となります。 

（市長退席） 

執行機関 続きまして、配布しております資料の御確認をさせていただきます。次第、委員名簿、

水戸市環境審議会条例、委嘱状、諮問書の写し、資料１水戸市地球温暖化対策実行計画（第２

次）策定基本方針、別紙地球温暖化対策実行計画（第２次）策定スケジュール表、資料２水戸

市地球温暖化対策実行計画の取組状況、資料３水戸市における地球温暖化の現況と課題でござ

います。資料の不足等ございますでしょうか。特にないようであれば、議題に入らせていただ

きたいと思います。これからの進行につきましては、水戸市環境審議会条例第６条第 1 項に基

づき、  会長に議長をお願いいたします。よろしくお願いします。 

会長 委員の皆様よろしくお願いいたします。まず、会議録署名人を指名させていただきます。      

委員、  委員よろしくお願いいたします。 

  それでは議題に入らせていただきます。議題（１）水戸市地球温暖化対策実行計画（第２次）

策定基本方針について、事務局から説明をお願いします。 

執行機関 （議題１について説明） 

会長 ありがとうございました。それでは、ただいま説明がありました内容に関しまして、委員

の皆様から御意見等がありましたら、挙手願います。 

前回の計画と比べると、災害等の対策を行って被害を軽減するための取組である適応策をこ

の実行計画に加え、また、専門家等で構成する検討会で内容を検討し、審議会に戻すというよ

うな形になっていると思います。 

  まず私の方からよろしいでしょうか。気候変動の取組は、他の部署がメインである場合もあ

ると思われますが、他の部署は、取組の意欲や、主体性を持って参加していただけるのでしょ

うか。 

執行機関 ただいまの会長からの御質問にお答えいたします。 

先ほど御説明させていただきましたが、庁内に地球環境問題対策連絡会議という部長以上が

出席する組織がありますので、情報交換を行いながら進めてまいります。その前段に当たりま

しても、関係課長会議や、庁内の関係課や希望の職員による研究会を立ち上げまして、そこで

施策の検討等を行いながら、全体で検討していくような体制をとって進めてまいりたいと思い

ます。以上でございます。 

会長 他にございますか。 

委員 データは出ないのですか。 
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会長 様々なデータについては、資料２、３でこれから説明されると思いますので、現段階では、

方針、スケジュールについて御確認いただいて… 

委員 現段階ではどのくらいの数値になって、１年後にこの数値、３年後には、４年後には…と

いう形で、データは出ないのですか。目標数字は出ないのですか。 

執行機関   委員からの御質問につきましては、この後、実際の施策を積み上げていきますが、

国は 2030 年度に 46％削減、2050 年にはカーボンニュートラルという目標を定めておりますの

で、市としてもそれに合わせた目標をとっていかなければならないと考えております。ただ、

現状としましては、この後、資料２、３で、現状の二酸化炭素排出量や状況を御説明させてい

ただきまして、今後、施策の積み上げを行いながら、計画素案の段階で、水戸市の目指す目標

値等を示させていただきたいと思います。 

委員 現段階がどのくらいになっていて、数年後にはどのくらいになるのかという市民にわかり

やすいデータ分析というものを示していただかないと。ただ、文言だけで理想的なことを言っ

ても、本当に達成できるのかという不信感を抱きますから、少しでも具体的でわかりやすい目

標数値と、現実の課題を示していただければと思います。 

会長 数値目標を決めて、それをどう達成するのかという各分野の積み上げシミュレーションを

するのが重要だと思われますが、茨城県さんはいかがでしょうか。 

委員 茨城県の状況を説明させていただきますと、今年度、地球温暖化対策実行計画と環境基本

計画を策定する予定です。今、  委員から御発言のありました数字につきましては、水戸市

の事務局さんがおっしゃったとおりでありまして、国の目標があり、その国の目標と乖離する

ことには、多分ならないだろうなという気持ちではあります。その目標の立て方をどのように

していくのかというと、この審議会であるとか、その下の検討会や庁内会議であるとか、そう

いったところで議論をし、今後の方針や目標数値を決めていくという流れになるのかなと思い

ます。 

委員 ありがとうございます。例えば、実際に建物を改修するときに、ＺＥＢをやるには予算が

必要で、現実的には難しいとは思いますけども、大きな高い目標を掲げていくということでは

ないかなと思います。 

委員 我々が言いたいのは、崇高な目標よりも、現実の課題や問題をどうクリアしなければいけ

ないのかという、市民に協力を得られる数値をお願いします。 

委員 具体的な行動だとか、現状はこうで、こう行動していけばこうなるという、わかりやすい

形にしたいと思います。 

 では、基本方針についてはよろしいでしょうか。それでは次の議題（２）水戸市の地球温暖

化対策に係る現況と課題について事務局から説明をお願いいたします。 

執行機関 （資料２及び資料３について説明） 

会長 ありがとうございました。ただいまの事務局の御説明について、御意見・御質問等ありま

したらお願いします。 

  現在について理解していただいて、基礎知識を私たちが持つというということで、よろしい

ですよね。いかがでしょうか。 

委員 新清掃工場に関して、自然環境問題について懸念されることがあったのですが、それがな
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んとか回避されるような話になりました。 

新清掃工場を見学させていただき、説明を聞いたのですが、認識が新たになりました。 

一つは、排気ガスの問題で、これも心配していたのですが、排気ガスがほとんど出ない。煙

突が低く、茨城町の方に流れて、向こうから苦情は来ないのかということが気になったのです

が、ほとんど排気ガスが出ない設備になっているとのことでした。 

もう一つは排水の問題ですが、実はそのすぐ下にヒヌマイトトンボの生息地があるので、そ

っちに水が流れては困ると言ったところ、内部で水を循環させ、汚れた水はほとんど外に出て

いかないシステムであると聞きました。そういうことを聞いていますと、環境の意識をさらに

高めるという意味で、あそこで、水戸市民の見学会を実施しては大変良いのではないかと思い

ます。そのようなイベントで、さらに市民の意識を高める必要があると思います。ごみ分別に

ついても、今の水戸市の分別はいい方かなと思っておりまして、私も分別の説明書を見て、出

し方を間違えないように気を付けています。 

ぜひ、新清掃工場の見学をして、市民の意識を高めれば、さらに様々な温暖化に対する対策

を講じられるので、ぜひお願いしたいと思います。 

委員 新清掃工場については、スウェーデンやイギリスやフランスを見習い、水戸市でも分別を

徹底いたしました。市民に負担はかけますが、公害のない、そして未来に向かって、住みよい

郷土を作るための清掃工場でありまして、全部で 566 億円くらいの予算でした。その中で、現

実には、まだまだこれからです。問題は、我々が一番大切だというのは、市民一人一人に対し

て、現状を理解してもらって、未来に向かって、より良くなるように、環境審議会で審査、検

討していただきたいと思います。 

会長 ありがとうございました。清掃工場を見学ということで利用されてみてはどうかというこ

とですが、それについて事務局からお願いいたします。 

執行機関 清掃工場を作るに当たりましては、やはり、環境啓発というものに力を入れるべきと

いうことから、環境の学習の拠点として管理啓発棟というものを作りました。  委員からお

話がありました工場見学につきましては、コロナ禍で一時中止しておりましたが、今は再開し、

小学３年生４年生を中心とした見学会を行っています。また、色々な団体や他自治体に視察い

ただけるようＰＲを進めています。 

会長 ありがとうございます。 

委員 もう一つですが、調査に行ったりすると、エネルギーを創るということで大変結構なこと

だと思うのですが、雑木林の伐採をして、そこにソーラーパネルを設置するということが随所

に見られるのです。 

そうしますと、二酸化炭素を吸収する植物を切ってソーラーパネルとなると、うーんと思っ

てしまいます。そういう森林や緑地帯等の二酸化炭素吸収するようなところについては、よく

考え、そこにソーラーパネルを設置するのではなくて、むしろ遊休地等をできるだけ利用する

とか、計画的に考えるということで増やしていって欲しいなと。昨日も水戸市内ではないです

けど、ここもちょっと入れちゃったねっていうような、自然環境問題について考えながら、計

画的に行って欲しいと思います。 

会長   委員お願いいたします。 
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委員 今の  委員の発言について、私も同じ意見です。 

  水戸市は、太陽光パネルにこだわりすぎているのではないかと思います。東京ビッグサイト

の環境展という行事があるのですが、見に行くとソーラーパネルはないです。 

リサイクルというものはありますけど、ソーラーパネルをこれから売り込もうなんてところ

はあまりなくて、小規模の水力発電とかそういったものが、主力になってきているのではない

かと思っており、予算の問題があるでしょうけども、ぜひ水戸市も、他のところに目を向ける

のもいいのではないかと思います。 

それと、先ほどの森林伐採は、非常に大きな問題で、水戸の森林を守らなければならないの

に、ソーラーパネルを作るために森林を伐採するのは言語道断ですから、ぜひ改めていただき

たいと思います。 

また、今、清掃工場の話がありましたが、プラスチックの回収をもう少し増やそうと、市民

が一生懸命、納豆パックを洗ったりいろいろやっているわけですよね。それから、回収する袋

も全部自前です。今、市民が何に困っているのかということもよく考えて、その辺もケアして

いかないと、長続きしないのではないかという心配をしています。今まで、週に２回回収だっ

たものを４回回収していただくことになったので、それはそれでありがたいです。プラスチッ

クは、せっかく水戸市で盛り上がって、本当にみんな頑張ってやっていますので、みんなが注

目しているときこそがチャンスです。ぜひ、どこまで洗わないといけないのか、私も、ほとん

どプラスチックである化粧品の容器を洗って出しているのですが、やっぱりこれ少し付いてい

るから駄目なのではないかとか、うちの奥さんとよく喧嘩しながら、これは大丈夫だと言いな

がらやっています。その辺も、もうちょっときめ細かくやっていけば、さらによくなるのでは

ないかと思います。 

回収の袋については、何かもう少し、エコバックを配るなら、これはプラスチック回収用の

ビニール袋だよとかいうふうに配った方がよっぽど喜ぶと思いますので、ぜひその辺も、よろ

しくお願いいたします。 

会長 ありがとうございます。事務局の方からお願いいたします。 

執行機関   委員、  委員から御意見いただきましてありがとうございます。森林を伐採し

て太陽光発電を増やしていくというのは、本末転倒ではないのかという御意見でございますが、 

資料３の７ページの図 18 を御覧いただきたいと思います。こちらは先ほど簡単に御説明いたし

ましたが、太陽光や地中熱等の再生可能エネルギーの導入ポテンシャルについて各自治体分を、

環境省の方で示しているものです。ここの太陽光で想定されているのは、主に耕地です。例え

ば田畑を実際に耕作しながら、シェアリングしていくという部分もありますし、また荒廃農地

や、再生利用可能な部分ですとか、溜池になります。また、建物系として、建物の屋根や民間

ビル屋上が想定されておりますので、森林を伐採していくというよりは、そういった遊休地や

建物を使って、太陽光についてさらに導入していくというのを、検討していきたいという考え

でございます。 

水力については、環境省で示されているポテンシャルでは、水戸市についてはちょっと厳し

いというようなことでございますが、今後有識者の方から御意見をいただきながら、検討して

まいりたいと考えてございます。 
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会長 ありがとうございます。ごみの処理は大変で、私は納豆のパックは洗わなくていいと思う

立場なのですけれども。 

 太陽光についても、つくば市は条例を導入されていると思うのです。森林、緑地に一定面積

以上のものはできないとか。水戸市はそこまでは出来ていないので、もし今後そういった事例

が続くのであれば、御対応いただくことになるのではないかと思います。 

執行機関 つくば市の方では条例で…とのことでございましたが、水戸市におきましては、茨城

県の太陽光発電のガイドラインがありまして、それに基づき 50 ㎡以上の太陽光パネルを設置す

る場合や、または１つは 50 ㎡を超えていないのですが、隣接して開発する部分につきましては、

市が意見を出しまして、適正に管理していくというようになっておりますので、御報告させて

いただきます。 

会長 ありがとうございました。では他に御質問・御意見お願いします。 

委員 今のガイドラインは、50ｋＷではないでしょうか。あと、１点。資料３の８ページで、今

と同じ条件で、これだけ二酸化炭素排出量が減っていくとしているのは、最初、人口と関係が

あるのかなと思ったのですが、それも変わらないと書いてあります。現状維持でこれだけ減る

というのはどういった要因があるのか、もしわかったら教えていただきたいです。 

執行機関   委員からの御質問でございますが、米印にも説明しておりますが、人口世帯につ

いては、増減がないと仮定した上で、水戸市の補助を出している住宅用太陽光発電システムの

設置等の、現状水戸市が地域で行っている施策をそのまま継続できれば、ここまで減りますよ

と示しているものでございます。 

会長 他にないでしょうか。オンラインでつながっている  先生、御意見等あればお願いした

いのですがいかがでしょうか。 

委員 ありがとうございます。大丈夫です。 

会長 よろしいですか。ありがとうございます。他の皆さんよろしいでしょうか。活発な御意見

ありがとうございました。本日の審議は終了となります。 

 次回の審議会は、11 月下旬に計画素案を検討するスケジュールとなっております。 

 事務局には、本日、委員の皆様からいただいた御意見や、今後、開催予定の有識者との検討会

等を踏まえて、具体的な温室効果ガス削減目標や、実効性のある温室効果ガス排出量削減の施策

等を盛り込んだ計画素案の作成をお願いいたします。 

 また、計画素案については、資料の量も多くなると思われますので、次回の審議会の前に、余

裕をもって委員の皆様に送付をお願いしたいと思います。 

 それでは、最後になりますが、委員の皆様何か御意見等ございますでしょうか。 

 それでは、審議の方は以上としまして、進行を事務局に戻します。 

執行機関   会長ありがとうございました。本日の資料につきまして、今後、もしお気づきの

点等ございましたら、ぜひ事務局に御意見等いただければと思いますのでよろしくお願いいた

します。それでは以上をもちまして水戸市環境審議会を終了させていただきます。本日はお暑

い中、お忙しい中、誠にありがとうございました。 

 

 


