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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  平成 26年２月 21日（金）14 時 00 分から 15 時 15 分まで 

 

３ 開催場所  本庁舎南側臨時庁舎２階 会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 委 員 

金利昭，高橋晃浩，浅野康雄（代理），鹿倉よし江，岡嶋宏明，廣瀬誠，根本俊英， 

髙橋正道，須田浩和，江尻加那，森田茂樹 

(2) 執行機関 

三宅正人，和田宏，会沢正男，田沢春彦，渡部英 

(3) その他 

委員欠席者：小川喜治，八木岡努，尾曽正人，大久保博之，小菅次男，水野恵美子 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 公開 

  (1) 議題  

意見公募手続きによる意見と市の考え方について 

水戸市環境基本計画（第２次）の策定に関する答申について 

 

６ 非公開の理由 － 

 

７ 傍聴人の数  ０人 

 

８ 会議資料の名称 

資料① 水戸市環境基本計画（第２次）（案） 

資料② 意見公募手続実施結果 

 

９ 発言の内容 

会長 では，議事に入らせていただきます。 

  その前に，今日の議事録署名人ですが，  委員，  委員にお願いします。 

  では，議事次第に移りたいと思いますが，２点あります。最初の１点目が，「意見公募手続き

による意見と市の考え方について」ということで，これは，意見公募を実施して，そこで上が

ってきた意見と，それについての市の対応案を御紹介いただくわけですが，これらは市のホー

ムページ等でも公表されることになります。 

では，事務局の方から御説明をお願いします。 
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執行機関 はい，資料①と②に基づきまして，御説明させていただきます。 

  まず，意見公募手続きの概要についてですが，今回の水戸市環境基本計画（第２次）の案に

つきましては，昨年の12月16日から年が明けて１月の20日までの期間，年末年始が入った分，

１か月よりちょっと長めに意見の募集期間とさせていただきました。 

それに関しまして，市民からの意見等ということで，15 人から 60 件の意見をいただいたと

ころでございます。 

本日，この資料に記載している意見としては，47 種類なのですが，意見公募手続きの制度と

して，同じような意見をまとめて記載することと，資料の 11 ページの５番として，四角の枠の

下に，その他の修正ということで，これについては誠に申し訳ありませんが，意見公募手続き

の案に何点か誤字や脱字がございましたところから，御指摘いただいたものについて訂正して

おります。 

意見の提出方法の内訳は，ご覧いただいているとおり，FAXとメールになります。 

  次に，意見の概要と市の対応について説明させていただきます。 

まず，今回出された意見等を種類分けしてみすと，１ページのように，「～のように修正して

ほしい」というものや，第２章環境の現況と課題のところであれば，「平成 21 年度以降，下水

道が急速に整備され，普及率が向上したことは評価したい」など，意見を出された方の思いを

そのまま述べたようなものもありました。それから，３ページの下のところ，第３章施策の展

開への御意見で，「７つの環境目標とあるが，載っている順番は優先順位なのか」という質問の

ようなものもございました。 

これらのことから，思いや質問のような御意見に関しては，それに対する市としての考え方

を示しておりますので，案の修正にはつながりませんが，そういったものも含めて 47 種類の御

意見をいただいたということになります。 

市の考え方の対応で，網掛けで表示しているところについては，語句の修正が多いのですが，

いただいた御意見を反映し，計画案を修正しているところです。 

そういった中で，一つ一つの意見等に対する説明は，今回も資料を事前に配布しております

ので省略とさせていただくこととし，意見に伴い案の修正があった部分について述べさせてい

ただきます。 

それでは３ページをお開きください。 

３ページの頭のところから，水戸市の現況の部分，資料①の計画案で対応するのが 35ページ

の辺りですので，併せて見ていただきたいのですが，環境に対する市民意識の調査結果につい

て記載した部分です。 

これについて，当初の計画では，こちらから説明したい内容のみを抽出して記載していたの

ですが，特に 36 ページの環境保全に関する重要度・満足度に関しては，データをしっかり見た

いという意見や，グラフが載っていないと根拠が無いという意見をいただいたことから，全体

のグラフを追加するとともに，今回計画策定に当たってアンケート調査した結果について，す

べてを資料編に追加することといたしました。これにより，どういった内容の調査であったの

かなどについても見られるようにしています。 

  したがって，これに関する部分は，比較的大きな直しになっています。 

次に修正があった部分につきましては，資料②の 4 ページをお開きください。 
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３つめの質問で，「温暖化対策として公共施設等への太陽光発電となっているが，民間活力に

よる設置，いわゆる市有財産の屋根貸し土地貸しなどもあるので，水戸市でも取り組むべきで

はないか」という御意見についてです。 

これについて計画で対応するのは，資料①の 45ページの施策の一番下ですが，従前は，市自

らの積極的な導入という記載でした。市としましては，市有財産を実際に貸し付けて太陽光発

電を設置していくことも検討し，実施してまいりますので，「また，導入に当たっては，市有財

産の貸付けによる民間活力の利用も視野に入れながら，有効な方法を検討していきます」を追

加して記載することといたしました。 

その他に語句を修正しているところは幾つかあるのですが，内容の修正に関しましては，資

料②の９ページ，第４章計画の推進に関する御意見で，計画書に掲載されている写真に関して

の説明が足りないので，それを追加してほしいということでした。これについて，写真の説明

としては，簡素な表現で統一的に整理していきたいのですが，そもそも，この部分は，水戸市

環境保全会議について紹介している部分ですので，この紹介文に，掲載されている写真で実施

されている環境フォーラムについての内容などを説明した一文を加えることとしました。具体

的には，資料①の 86 ページの四角囲みの３段目「右の写真は、」以降の文章です。 

  その他の意見に関して，例えば，対応する部分がある場合には，「○○ページの○○部分に対

応する記載があります。」ですとか，個別具体的な御指摘をいただいたものには，「主旨として

は○○ページに位置付けており，具体的な施策の参考とさせていただきます。」というような回

答をしております。 

意見公募手続きに関しての修正については，ただ今，御説明差し上げた３点で，あとは言葉

の使い方など表現についてですので，計画そのものを大きく見直さなければならないような変

更というのはございませんでした。 

また，この意見公募手続きに出すに当たって，前回の環境審議会のときに幾つかの御意見を

いただいて，その際には，修正内容については事務局に一任ということでしたので，そこでの

修正部分について，ここで説明させていただきます。 

資料①の計画書の 23 ページをお開きください。 

水戸市の環境の現況ということで，動植物に関する今の水戸市の状況を記載した部分であり

ます。こちらは，これまでの審議の中でも少しずつボリュームアップしてきたところですが，

前回の審議会で，単に平成 16 年度から 18年度までに環境課が実施した調査結果を載せるので

はなくて，その後の博物館による調査や他の知見も入れながら，実際に市域での存在が確認さ

れているものを載せるべきであるとの御指摘をいただきました。 

  そこで，  委員などにも御協力をいただいて，文章を直しております。 

  あとは，34 ページをお開きください。 

第一次計画である前計画のまとめの部分で，数値目標として設定されていたものの達成状況

について説明している部分です。こちらは，表 13の結果表のみを記載しておりましたが，前計

画の検証ですし，未達成が多いということもありまして，結果のみでなく，どういった理由や

状況によって未達成なのかを文章で記載するべきだとの御意見でした。 

よって，簡潔にではありますが，状況や理由に関する説明文を記載いたしております。 

それから，資料編の 93 ページをお開きください。 
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７つの環境目標ごとに設定されている環境指標につきまして，その一覧を記載してほしいと

の御意見でした。 

それぞれの施策のところにも関連する環境指標は掲載しておりますが，資料編に今回の計画

のすべての環境指標をひと目で見られるよう，一覧で整理いたしました。 

説明の順序が逆になってしまいましたが，以上が前回の審議会により修正又は追加したもの

です。 

ここで，資料①についての補足なのですが，本来であれば，もう少し早い段階で委員の皆様

にもお見せしたかったものなのですが，審議会の専門部会で，計画にはなるべく絵や写真をい

れてほしいという主旨の中で，この計画をみんなで取り組んで行った先にあるものを表現する

ようなイメージ図を作れないかという御意見をいただいおりました。これに対し，今まで時間

をかけて少しずつ作っていたのですが，計画書の 88，89ページ，本編と資料編の間のところに

「水戸市の環境の将来イメージ」ということで載せています。 

ただし，皆さんにお配りした審議会資料は，事務局の都合で白黒印刷となっており，細かな

部分が分かりづらいかと思います。そこで，本日は，作成中の計画の概要版もカラー刷りでお

手元にお配りいたしました。こちらの概要版は，表紙の裏表にイメージ図を配置していく予定

ですので，カラーのイラストの参考ということでご覧いただきたいと思います。 

この概要版のほうも現在作成中でして，計画の策定に合わせ完成させていきたいと考えてお

ります。こちらは，ある程度の冊数をつくり，市民の皆さんにお配りできるものということで

作成を進めているのですが，委員の皆さんにお見せするのは初めてということになります。中

身につきましては，あくまでも計画書の概要を載せるということですが，こちらはまだまだ手

直しが必要なレベルです。しかし，今回は，計画書のイメージ図をカラーで見ていただくて，

併せて資料とさせていただきました。 

以上，資料①，②に関しまして，意見公募手続き，前回審議会での修正点及びその他に関し

ての説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

会長 ありがとうございました。 

  いま御説明いただいたところを，もう一度私のほうでまとめてみますと，まず，前回の審議

会で御指摘いただいた点，環境指標などがありましたが，それを修正したものをパブコメにか

けたということです。それでパブコメの意見をいただいて修正したものが，資料①としてある

環境基本計画（第２次）の案ということになります。 

  今回ここで意見交換をして御了解いただきたいのは，基本計画をこれで仕上げるということ

と，資料②のパブコメの対応がこのような案で公開してよろしいかということです。 

  それから，もう一つイメージ図ということが初めて出てきましたので，以上３つについてで

す。イメージ図については，いろいろ御意見があるかもしれないのですが，先にそれ以外の２

つ，環境基本計画とパブコメについて御議論をいただきたいと思います。 

  まず，私のほうから，資料②のパブコメへの対応について申し上げておきますと，内容に関

して大きな修正をするべき点は無いと思います。 

いろいろな御指摘をいただきましたけれども，文言の修正に関しては先ほど御説明があった

とおりで，計画に大きな変更は必要ないということです。意見への対応についても，ごもっと

もというものに関しては対応していただいて，あとは，既に承知済みで検討したということに
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ついては，その旨を記載されていると思いますので，丁寧に対応いただいたかなと思います。

パブコメの回答で，いただいた御意見に対して今後検討しますとばかり回答するものも見かけ

ますので・・・。 

ただ，私の意見をいわせていただきますと，４ページ目の２つめのブロックで，車依存社会

からの脱却という意見が出ているのですが，市の対応の文章に公共交通の計画や低炭素まちづ

くりの計画を策定することになっているということも書いてほしいと思います。 

それから，10 ページの３つ目のブロックで，計画は実践することに意義があるという御意見

で，環境指標を定めて PDCAサイクルの中で推進していく体制をつくっていくことを何ページに

書いてあると付け加えておいてください。 

執行機関 はい。 

会長 それでは，基本計画とパブコメの対応に関して一緒に御意見をいただきたいと思います。 

委員 概ね良いと思います。これだけパブコメの意見を取り入れている基本計画というものを初

めて見ました。 

 それで，１点だけですが，11 ページの最後の枠の部分で，「小学生向けの指針となるような

ものに関しては検討していきます」と書いてあります。私は，環境問題は教育だと思っている

のです。大人になってから，環境は大切だと思うこともあるでしょうが，ごみを捨てないとか

水を汚さないなどということは，やはり子どもの頃の親や学校からの教育をきちっとしていく

ことが大事だと思っています。 

 概要版はつくっていただくとのことですが，概要版も子どもたち向けというものではありま

せん。予算への反映も必要でしょうから，今回の市の対応の部分への記載としては検討でも構

いませんが，ぜひ，今後は他市町村を参考として，最低限のマナーや環境を守るものについて

を盛り込んだ「子ども版」をつくり，子どもたちへの環境教育を推進してほしいと思っていま

すので，よろしくお願いします。 

会長 これについて，何か事務局からありますか。 

執行機関 子ども向けの概要版についても来年度考えていけるところはありますし，それ以外に

環境副読本のようなものも他市を参考にして，学校の授業や自由研究で取り上げてもらえるよ

うなものを今後つくっていく考えがございますので，できるだけ早く実現していきたいと思い

ます。 

会長 今の事務局の方々は，計画の策定から関わっているので誠実に対応していただいて，多分

やってもらえると思っているのですが，担当が替わるとそこで途切れるということも多いので，

そうなった場合でもうまく引継いでいってもらいたいと思います。 

委員 ３つあるのですが，まず，53ページのチームみとエコプロジェクトのところですが，ここ

にはタイトルが入ったほうが分かりやすいと思います。 

 あと，若干気になったのですが，36ページのところの意見で，修正の内容が「千波湖に代表

される自然環境のほか」とあるのですが，千波湖は自然環境なのかというところです。と言い

ますのも，36 ページの重要度・満足度調査のグラフの分析で，「自然環境に関する分野は総じ

て重要度が低く」とありまして，私はこの分析自体は間違っていないと思うのです。そうする

と，ここで挙がった千波湖は，自然環境としてなのかということが気になりました。ここの記

載は「千波湖のほかは」でも良い気がします。 
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 残りの一点は，資料②の一番下の「東日本大震災」より「東北地方太平洋沖地震」と記載す

べきとの御意見が出ている件についてです。実は，県の環境審議会の中でも委員から同じ話が

出まして，結果として，東北地方太平洋沖地震に直しています。私は，東日本大震災の方が良

かったと感じておりまして，あくまでも参考としてお伝えしておきます。 

会長 ありがとうございました。 

委員 先ほどの千波湖の話は，要するに重要度として低い自然環境のことを考えて，回答者は千

波湖としたのかということです。景観や憩いの重要性から千波湖を残したいのではないかなと。

どうしても自然環境というと，イメージ的に生物多様性のほうにいってしまうと思うのですが。 

会長 事務局の方で何かお答えできることがあればお願いします。 

執行機関 最初に 35 ページの部分については，今すぐこうするというところまではお答えできま

せんが，御指摘ももっともですので，文言の修正についてもう一度検討したいと思います。 

それと，53 ページの件については，資料のつくり方に問題があるのですが，このコラムは，

52 ページからの地球温暖化対策実行計画を見開き２ページで紹介しているもので，53 ページは

そのつながりなのです。しかし，外枠２つに分けて記載してしまったので分かりづらくなった

のかと思います。御意見も踏まえまして，分かりやすく修正いたします。 

会長 ３つ目の東日本大震災についてはどうですか。 

執行機関 これについては，市の考え方として記載しているとおり，東日本大震災の方が広くイ

メージしてもらえることから，この表現が良いかなという思いです。 

会長 それでは，御意見を踏まえて考えていただくということでよろしいですかね。 

委員 先ほど  委員からもありましたが，私もこのパブリックコメントは良かったと思います。

私は，東海村の委員もやっているのですが，東海村で同じようにパブリックコメントをやった

時には，意見はゼロでした。それで，審議会では，パブリックコメントを実施し，意見が出な

かったとの報告を出して終わりという委員会がありました。 

 水戸はこれだけ書いてあって，十分読ませていただきました。４点教えてください。 

 １ページ第１章の下の四角で，気温については年で出すのか，年度で出すのか，ということ

があります。その場合の資料は，よく年で書いてあるのですが，気象庁ではどちらを採用して

いますか。 

執行機関 年です。 

委員 年なのですね。それで，こういった資料のうち，気象条件に関して年度のものもあります。

学校の理科では年なのです。それをどちらかに統一するかどうかということは，また別だと思

うのですけれど，どちらなのかをはっきり書いておけばそれで良いと思います。 

５ページの環境目標２のカラスに対する意見についてですが，カラスが増えている原因は，

生ごみだけではなくて，森林が豊かであって，カラスの寝床があるということも考えられます。

そういう観点でいえば，水戸の市街地における緑化比率は高いということになるのかもしれま

せん。ちなみに，水戸のカラスのほとんどはハシブトガラスです。 

それから，水戸の鳥のハクセキレイですが，最近かなり増えています。生息域が南下してい

るのです。そういったことから，水戸の鳥の生息域に関する環境も変化していることに注目し

てみてください。ハクセキレイが増えた理由としては，街の夜間照明に集まるムシをエサにす

るようになったからです。ここから，人の電力の使い方が鳥の生息に与える影響というのもあ
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ります。 

次に，８ページの環境目標の６です。ペットの犬猫の問題ですが，もう少し積極的にやって

いってほしいと思います。茨城県は犬の殺処分数が多く，動物愛護団体その他の活動をなさっ

ている方も多いのですが，市としても，飼育者に厳しく意識の向上を促していってほしいです。 

余談ですが，千波湖の周りを散歩していると，野鳥のフンをきれいに掃除している人がいて，

ちょっと手伝ってみると，この時期でもフンがアオコ臭いのです。富栄養化の中で暮らしてい

る鳥は，体内に取り込んだアオコの成分を分解するために腸に負担がかかります。その結果，

鳥が下痢のような症状となり，更なる水質の汚染へとつながる可能性があります。 

話を戻しますが，ペットの問題は，もう少し訴えてよいと思います。 

最後に９ページの環境目標７です。市の考え方に，博物館，図書館ときて，「既存の施設との

連携を図る」とありますが，新しく何かをつくるとは言ってもらえませんか。これから文化ホ

ールとか市の庁舎とか，いろいろできるでしょう。 

さきほどの御意見でもあったように，環境の問題が学習や教育だとすれば，学校以外にもう

一つ，みんなで支え合っていくようなセンターがあれば・・・。ここにあと一行入りませんか。 

執行機関 これに関しては，施策のほうでも拠点となるスペースを整備できるよう検討すること

となっております。これは，何かの施設の後なのか，新しくできる建物なのか分かりませんけ

れども，必ず環境の情報を発信していける所をつくれるよう，熱意を持って働きかけていくこ

とを考えており，計画のほうにも載せていますので，この市の考え方の文章にもそういったこ

とが分かるように見直しを図ります。 

委員 総合教育研究所や博物館にお聞きになると分かると思いますが，市民参加が多いのは星と

か月とか天文現象を見る会合ですね。私は千波湖環境学習会で生物の時の講師をしていますけ

ど，50 人くらいの参加者です。天体をやると，100 人以上集まりますね。 

会長 ありがとうございます。環境センターなどの拠点をつくることに関しては検討していただ

けることになっておりますし，この部分の回答としても，もう少し御努力いただけるというお

言葉をいただきましたので，あとは基本計画に関してはだいたい良いかなと思うところであり

ます。パブコメに関しては，もう少し積極的に書けるのではないかというアドバイスというこ

とですね。 

委員 はい。 

会長 それではいただいた御意見に関して，工夫できるところは工夫していただきたいと思いま

す。よろしいですか。 

執行機関 はい，ありがとうございます。 

会長 ほかに何かございますでしょうか。よろしいですか・・・。 

  では，資料②のパブコメへの対応については，回答の書き方はもう少し工夫できるのではな

いかという意見はありましたが，現状をベースとして，微修正を入れるということで，よろし

いかと思います。また，環境基本計画（第 2 次）案についても，ほぼ完成したということを．

環境審議会として御了解いただけたということでよろしいかと思います。 

  このあとは，議題の 2 つ目について，環境基本計画の策定に関する答申についてということ

ですが。 

執行機関 申し訳ございませんが，先ほどのイメージパースについて，御意見をいただければと
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思います。 

事務局の方でも，親しみを持ってもらうという点でも計画の推進に当たっては入れていきた

いと思っていますが，分かり易い分，逆に誤解を生んでしまうという恐れもあり，載せること

についての御意見をいただければと思います。 

会長 すいません。失念していました。 

では，概要版の表紙を見ていただきたいんですが，よくできているし載せたほうがいいとい

う御意見と，ちょっとトラブルの元になるんじゃないかという御意見もあるとは思いますが，

そのあたりについて皆さんの御意見をいただきたいと思います。 

  ちょっと道路が目立ちすぎていて，スプロールしている印象があるということなんかもあり

ますので・・・。 

委員 表紙に絵を載せることについては，賛成ではあります。ですが，このままの絵ですと，こ

の絵の何を見せたいかが分からないということはありますので，絵の邪魔にならない程度で見

てほしいポイントを説明してはどうかと思います。 

委員 私は，絵を載せることは大賛成です。理由は，目を引くものであるということですね。宇

都宮の環境基本計画なんかは，子どもの絵を表紙にしているんですね。これが評判が良くて，

手に取ってもらえるそうです。 

  そういう意味で，一つの施策としては必要です。ただ細部としては，今後答申が終わった後，

議会に説明していくことになると思いますが，そのときにできるだけ文句を言われない方がい

いですよね。 

我々は総務環境委員会から来ているので，基本的に反対ということはないんですが，今回，

細かいところにあまり文句が言われないような修正をしたうえで，大きく出していくのがいい

んじゃないかと思います。 

たとえば，さくら通りの桜は無くなるんじゃないのとか，常磐線の上にある学校は何なのと

か言われないように，皆さんに修正をいただいてということです。ちなみにこのパースの修正

は可能なんですか。 

執行機関 コンサルタント会社のイラストレーターに修正を頼んでという形で，何点かであれば

対応できると思います。 

委員 ですよね。せっかく作ったんだから，少しでも目立って，手にとってもらえるものにした

方がいいと思います。 

委員 先ほど  委員に宇都宮の計画を例に出していただいていましたが，これが東海村の計画

です。表紙が斜面林だけなんです。原子炉も J-PARCも何もないんですが，これが通っちゃうん

ですね。パブコメの意見も一切ないですしね。 

会長 先ほどの宇都宮の計画書は，子どもの書いた絵ですか。 

委員 子どもに募集したものですね。しかも，基本計画本体の表紙ですからね。 

  こういったものだと，なんだろうと思って，手にとってしまうんですね。絵っていうのは訴

えかけるものですので，載せたほうがいいんですよ。 

委員 本来であれば，子どもに募集をして載せたほうがいいと思うんですよ。 

  イラストレーターの絵では心に訴えかけるものがないと思うんです。子どもさんに書いても

らうことはできないんでしょうか。 
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会長 絵を載せることに関しては皆さん賛成のようなんですが，どういったものを載せるかにつ

いては，もう少し工夫した方がいいということですね。 

委員 確かに子どもの絵というのはいいと思いますけど，これから募集してとなったら，期日に

間に合わないんじゃないかということもありますよね。 

  答申のスケジュールによっては，絵の修正が間に合わないこともあるだろうし，その辺りを

説明してもらったほうがいいんじゃないでしょうか。 

委員 水と緑というのを，もうちょっとざっくりと表現できる絵であるといいのかなと思います。

偕楽園のそばにビルがあるとか，実際そういうものかもしれないですけど。もっと水と緑のき

れいな水戸市というのを強調してもいいんじゃないでしょうか。 

会長 とてもいい御意見だと思います。 

  確かに，コンセプトが豊かな水と緑を，みんなでつくることなので，それを表現するという

ことですね。あとは時間とかの問題になると思いますが。 

委員 こういったプロのイラストレーターさんに頼んで書き込めば書き込むほど，違和感という

のはどこかに出てきちゃうと思うんですよね。子どもの絵であれば，誰も文句は言わないでし

ょうけど，イメージとはいっても，みんなが納得する絵というのはなかなか描けないんじゃな

いでしょうか。 

  小学生の絵であれば，夏休みのころからお願いしていないと間に合わないですよね。 

  水にしても緑にしても，立派なものが水戸市にはあるので，イメージ写真とかそういうもの

にしないと，描いてもやり直しになるかもしれません。 

委員 人にもそれぞれの好みがありますからね。 

委員 執行部のほうで自信を持っているなら，控えめな言い方ではなくなると思いますし。  

絵の場所も，できるなら 88ページのような後ろじゃなくて，表紙を開いたところにあるべき

だとは思うんですが，それだとイメージばかりが先行してしまうという恐れはありますよね。  

桜並木のこととか太陽光パネルのこととかも，言われてみればそうですよね。 

  あとは，せっかく目指すべき環境像を掲げているのに，41 ページまでいかないと出てこない

んです。概要版では表紙にあるので，基本計画でももっと表に出てきてもいいんじゃないでし

ょうか。 

委員 前回の基本計画の表紙は，絵柄か何かを使っているんですよね。 

執行機関 千波湖の写真を使っています。 

委員 要は，市全部を描くかどうかですよね。よくここまで書き込んだとは思いますが。イメー

ジで水戸市といったらどこ，という感じでいいんじゃないでしょうかね。 

委員 スタジアムも，サッカーだけじゃないだろうという声があるかも知れません。 

会長 ということで，いろいろな意見があるようですね。 

委員 でもボツにするにはもったいない絵なんですよね。 

会長 皆さんからたくさん意見をいただき，また事務局にも努力いただいたこともあって，計画

の中身については，かなりいいものができましたので，それにケチがつくようでは困るという

ことはありますね。 

 そこのところをアピールして，手にとってもらえるようなものを作っていただきたいと思い

ます。その部分について，委員の方で意見がある方は事務局に言っていただくということで，
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いいでしょうか。 

執行機関 個別の意見につきましては，調整なり修正なりをさせていただいて，対応させていた

だきます。 

会長 このあたりも戦略等があるとは思いますので，  委員と  委員にはよろしくお願いし

ます。 

委員 前環境基本計画には，表紙に千波湖の写真がありますが，今回のものには入っていないの

は，これはあくまで案だからということでしょうか。ここについても何らかの考えがあって，

これから入れるということでよろしいでしょうか。 

  ３月に答申ということでしょうから，そこで出たものについては，そこは通すということで

ないと期限に間に合わないでしょうから，事務局一任ということでしょうかね。 

会長 答申については，あくまで中身に対してということになると思います。 

委員 概要版の表紙をここで見せてくれたことについては，事務局のやさしさということですか

ね。 

会長 絵についても，よろしいでしょうか。 

委員一同 （異議なし） 

執行機関 それでは，議題の２つめ，答申の仕方についてですけれども，いまお配りしたものを

表紙として，環境基本計画の案そのものを答申していただく形で考えております。今回若干の

修正がございますが，時期としては今年度中の策定をしてきたいことから，修正については事

務局にお任せいただいきたいと思います。また答申につきましても，本来であれば，委員の皆

さんに出ていただいて，市長に答申書を渡すということになるのですが，できますれば，会長

を代表として答申書を出していただきたいと思います。時期としましては，今回の修正を加え

た上で，来月答申と考えております。 

会長 事務局から，私のほうから答申という話がありましたが，私としてはそういった形で承り

たいと考えておりますが，それでよろしいでしょうか。 

委員一同 （異議なし） 

会長 それでは，そういった形で答申させていただきます。 

  では，本日の議題についても，すべて終わったわけですが，通常は２時間から３時間くらい

かかっていたものが今回は１時間で終わることができました。 

  これで，環境基本計画ができて，その前のコツコツプランを含めると３年くらい環境審議会

で審議してきたわけですが，最後に何かコメント等ございましたら，お願いいたします。 

委員   委員からお話がありましたとおり，環境学習などの拠点づくりにつきましては，われ

われ環境保全会議としましても興味を持っているところです。また，子ども版・家庭版につき

ましても，協力し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。 

会長 市民活動などの団体ですとか，大学などの機関などとの連携，また，そういった個別の活

動を組織化していくということが今後重要になっていきますので，ここに参加されている皆さ

んですとか，それ以外に活動されている方々とも一緒にうまくできればいいのかなと思います。 

  では，長い間，お時間いただきありがとうございました。ということで，事務局のほうにお

返ししたいと思います。 

執行機関 これをもちまして，本日の環境審議会は終了とさせていただきます。ありがとうござ

いました。 


