
 1 

 

様式７号 

意見公募手続実施結果 

 

１ 題   名    水戸市環境基本計画（第２次）（案） 

２ 案の公表日    平成 25 年 12 月 16 日から平成 26年１月 20 日まで 

３ 市民等からの意見数 

              計 １５人   ６０ 件        

（1） 郵  送 ０人 ０件 

（2） Ｆ Ａ Ｘ        ３人 １９件 

（3） メ ー ル      １２人 ４１件 

（4） 直接提出 ０人 ０件 

 

４ 提出意見及び提出意見を考慮した結果 

○ 第１章 計画の基本的な考え方 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

P4 の「また，「水戸市第 6 次総合計画」を

上位計画とし，環境分野についての計画で

あり」は「また，「水戸市第 6 次総合計画」

を上位計画とした環境分野についての計

画であり」とすべき。 

御意見を反映します。 

P12 の「本市の 2012（平成 24）年度の平

均気温は 13.9℃」は「本市の 2012（平成

24）年の平均気温は 13.9℃」とすべき。 

誤りですので，御意見のとおり修正しま

す。 

 

○ 第２章 環境の現況と課題 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

P19 の平成 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。 

生活排水処理の普及は，水質の改善におい

て最も重要な対策であることから，本計画

においても推進してまいります。 

P19 の計画の処理人口 247,900 人に対し，

現況は 205,488 人とまだ約 20%が水洗化さ

れていないことから，水洗化を促進するた

めの行政・市民の取組が必要となる。 

P58 からの環境目標３の「１河川・湖沼の

水質浄化」で行政及び市民等の取組に位置

付けております。 

水 戸 市 環 境 

審 議 会 資 料 ② 

平成 26 年２月 21 日 

市 民 環 境 部 環 境 課 
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意見等の概要 市の考え方（対応） 

P27 において，公害苦情が７件増えたとあ

るが，何故増加したのか，どのような種別

で増加したのか述べられていない｡多い順

に騒音，悪臭，水質汚濁とあるが，もっと

わかり易い書き方にすべき｡ 

ここで公害苦情としているものは，生活騒

音などの広く一般的な環境問題がほとん

どであり，人の健康に被害を及ぼすような

汚染物質の流出などを原因とするものは

稀であるため，増減の理由を一義的な要因

に求めることは困難です。 

なお，年度別種別ごとの件数については，

図 19 を御参照願います。 

P29 の図 20 の図中に基準との比較は必要

ではないか。（基準とは比較できない年平

均値のグラフだが，参考として載せてはど

うか） 

環境基準の適合状況は表８で表記してお

り，図 20 で表示している年平均値の環境

基準は無いことから，グラフ中で基準との

比較はしておりません。 

P32 に土壌汚染の現況が記載されている

が，放射性物質の状況が触れられていな

い｡市民にとって関心が高いと思われるこ

とから，現状の総括をいれてはどうか｡ 

福島第一原子力発電所の事故に伴う放射

性物質の拡散の影響については，現在も，

市内 4 か所の常時監視を行っているほか，

公園，学校，希望者の自宅における空間放

射線量の測定，楮川浄水場の水に含まれる

放射性物質量の検査，市内産野菜に含まれ

る放射性物質量のサンプリング調査など

を実施し，その結果は市のホームページで

公表しております。 

しかし，これらのデータは膨大であり，経

年的な推移を見ていくほどの期間も経過

していないことから，本計画書において

は，第３章の施策の展開の中で今後の取組

方針を位置付けております。 

P33，「澄んだ空気ときれいな水の生活環

境」，「安心快適なまち」とあるが，図 22

のグラフ内の縦軸に示す各基本目標の内

容と一致しないので，本文には，「基本目

標３」，「基本目標２」などと，目標番号を

載せた方がよいのではないか。 

御意見を反映します。 

P33（１）施策の実施状況内の「一定の進

展がみられると考えられます」は「一定の

進展がみられたと考えられます」とすべ

き。 

御意見を反映します。 
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意見等の概要 市の考え方（対応） 

P35（１）地域特性について，図 23の結果

では，最も回答数が多い「千波湖」につい

てコメントされていない。 

千波湖についての記載を追加します。 

○訂正内容 

～下の図のように，の後に「千波湖に代表

される自然環境のほか，」を追加します。 

P36 に「重要度を 34項目にわたって評価し

てもらったところ，次のような傾向があり

ました。」とあるが，傾向の根拠であるア

ンケート結果として 34 項目の評価データ

は，資料編などに掲載するべき。 

アンケート結果を資料編に掲載いたしま

す。 

P36 に「「自然環境」に関する分野は，総じ

て重要度が低く」とありますが，将来に残

したい環境として「千波湖」がトップであ

るのに，重要度が低いという評価は疑問で

あり，重要度 34 項目の評価結果を本文中

に掲載するべきではないか。 

市の取組に関する重要度及び満足度を示

す意識調査結果についてのグラフを追加

いたします。 

P37 の市民満足度の調査が，表 14 に掲載

されている｡その数値がいかなるものか理

解し難いので数値に関する説明を加える

べき｡環境関連項目が上位にあり良いこと

だが，その理由が市民アンケートのページ

全体を見ても読み取れない｡ 

特徴的な傾向を示すことを重視したため，

配点のしくみが分かるよう，算出方法につ

いての説明を追加します。 

また，理由については，10 年後の市民満足

度の評価点が大きく向上しておりますこ

とから，市の施策が一定の効果を挙げたと

考えています。 

 

○ 第３章施策の展開 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

今回の計画を拝見して，細かなことがたく

さん書かれているなと感じた。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。 

７つの目標は，水戸を「豊かな水と緑をみ

んなでつくる 未来へつなぐまち」にして

いくための視点を整理したもので，重要度

に差はありません。 

例えば，温暖化を防ぐことが自然の生態系

を守ることにつながったり，清潔で快適な

暮らしを維持するためには協働による環

境保全が不可欠であったりと，それぞれの

目標は相互に関わりを持っています。 
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 ○ 環境目標１ 地球温暖化の防止 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

地球温暖化は地球規模の環境問題

だと思うので，水戸市民だけ頑張

っても地球規模で考えればほんの

微々たるものではないか。 

地球温暖化対策については，気候変動枠組条約に

おいて世界規模での合意に基づき，日本も取り組

んでいるところです。 

確かに地球規模の問題ではありますが，対策とな

る取組は，市民の生活スタイルに大きく関わるも

のであり，私たち一人一人の努力の積み重ねが，

大きな効果を生むという視点で取組を進めてまい

りますので，御協力をお願いいたします。 

水戸市は一人当たりの自動車の保

有台数が県庁所在地の中でもっと

も多いといわれているが，温暖化

の防止だけでなく今後のまちづく

りという観点からも，そういった

車依存社会からの脱却が必要だと

思う。 

市町村別の一人当たりの自動車保有台数という直

接の統計はなく，それぞれの資料から算出してみ

ますと，一番ということはありませんが，前橋市，

富山市，福井市などとともに高い保有台数となっ

ています。 

将来的に考えてみますと，温暖化のほか高齢社会

などに対応するためにも，市民が安心して暮らせ

る「スマート・エコシティ」を目指す必要があり，

P50 に関連する施策を盛り込んでいます。 

P45 の温暖化対策防止の施策で，

「公共施設等への太陽光発電の導

入」とあるが，取組内容としては，

市が太陽光発電を設置することを

想定しているように見受けられ

る。 

近年，他市町村では民間活力を取

り入れた公共用地への太陽光発電

の設置（屋根貸し，土地貸し）が

盛んに行われている。 

水戸市でも，自ら設置するだけで

なく，民間への公共用地の貸し出

しも含め，積極的に再生エネルギ

ーの普及を図るべきではないか。 

再生可能エネルギーの普及促進は，化石由来の燃

料に頼らず，エネルギーを地産地消するという観

点からも重要であり，御指摘のとおり，固定価格

買取制度開始後は，民間活力を生かした太陽光発

電の導入が全国的に進んできております。 

水戸市としましても，積極的に対応するため，市

有財産の貸付けによる太陽光発電事業を開始した

ところであり，今後も拡大を図っていく予定です

ので，P45 の記載についても以下の内容を追加い

たします。 

○修正内容 

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。 

P47 の「チームみとエコプロジェク

トなどによる省エネ行動の促進」

は「チームみとエコプロジェクト

（P53 参照）などによる省エネ行動

の促進」とすべき。 

御意見を踏まえ，分かりやすい表現に修正します。 
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意見等の概要 市の考え方（対応） 

P46 の未利用のエネルギー推進に，新エネ

ルギーとして小水力発電や地中熱などの

紹介はあるがどのように利用されている

か不明確である｡情報提供を支援すると

は，何をする予定か｡ 

小水力発電は，落差のない用水路のような

場所でも可能であり，バイオマスは，廃材

や廃ガスを有効利用することができます。 

再生可能エネルギーには，太陽光だけでは

なく，これら未利用であったものも含まれ

ることから，有益な情報を集約し，市域に

おける再生エネルギーの利用を促進する

ため，情報を発信してまいります。 

P47の先頭に「生活や産業のあらゆる場面」

とあるが「市民生活や事業活動」としては

どうか。 

御意見を反映します。 

P47 の市民の行動指針について，HEMS や省

エネナビで家庭のエネルギー使用量を把

握ことは，ライフスタイル見直しのための

手段なのだから，記述は「HEMS や省エネ

ナビを活用することで，家庭のエネルギー

使用量を把握して，ライフスタイルの見直

しなど省エネ行動に繋げます。」とするべ

きではないか。 

御意見を反映します。 

 

 ○ 環境目標２ 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

ごみは決められた時間，決められた場所に

出さないと，外に長時間放置されてしま

い，カラスのエサとなってしまっている状

況がある。市は，全ての市民がごみを正し

く出すための指導の徹底を計画に記載し

てもらいたい。 

市街地にカラスが増える原因は，生ごみ等

のエサが豊富にあることだといわれてお

り，市民の皆さんには，ごみを出す時間の

遵守やネット等による防御をお願いして

いるところです。 

本計画におきましても，市民，事業者に対

するごみ出しルールの啓発・指導に関しま

しては P56「ごみの適正な分別・処理の推

進」の中で，引き続き取り組んでまいりま

す。 

P56 の行政の行動指針のうちリサイクル活

動の促進について，「自治会など」を「町

内会や子供会など」とすべき。 

御意見を踏まえ，分かりやすい表現に修正

します。 
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意見等の概要 市の考え方（対応） 

P56 の市民の行動指針について市民の

行動指針に，「まだ集団資源物回収に取

り組んでいない地域では積極的に取り

組みます」を追加すべき。 

市としましても，御意見とおり集団資源物回

収に取り組む地域が増えるよう支援制度等を

設けておりますが，市民の行動指針は，まず

自分一人でも始められる取組を優先的に盛り

込んでいることから，「・缶、ビンなど資源と

して活用できるものは適正に分別し、リサイ

クルします。」を行動指針としております。 

ごみ対策として 3R（リデュース，リユ

ース，リサイクル）の推進を挙げてい

るが，近年では 4R，5Rという考え方も

出てきている。この計画においても，

そういった考え方を採用するべきでは

ないか。 

一般的に「4R」は，「3R」に Refuse リフュー

ズ（必要のないものを断ことわる）が，「5R」

は，さらに Repairリペア（修理して使う）が

加わったものです。 

その他にもいろいろな行動がありますが，共

通するのは「ごみも資源ももとから減らそう」

という考え方ですので，語句としては現状あ

る程度認知されている3Rを使用してまいりま

す。 

P55 の循環型社会で市民の行動指針の

中に，分別促進の文字がない｡本や衣類

の前に空缶，空き瓶，ペットボトルの

分別徹底，リサイクル可能品の多用な

どを盛り込むべきではないか｡ 

リサイクルに関する施策は P56 の資源循環の

推進に位置付けております。 

P54～55 においては，3Rのうちリデュース（ご

みの発生を減らす）とリユース（再使用する）

にかかる施策を位置付けております。 

P57 のばい煙に関する記載で市民と事

業者に野外焼却禁止が盛り込まれてい

る｡市民感覚ではごみは分別して処理

することは定着している｡ 

野外焼却禁止と明確に提唱しているの

にごみの焼却禁止とあると，説明のよ

うに野外でまきを燃しバーベキューは

問題ないと誤解されやすい｡単に焼却

禁止とすべきではないか｡ 

ごみの野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に

関する法律」で禁止されておりますが，たき

火その他日常生活を営む上で通常行われるも

のなど，一部の例外が設けられています。 

なお，P57 の中段のコラムで，ごみの焼却につ

いての補足説明をしております。 

ゴミ問題では，プラスチック回収等の

問題，ペットボトル回収の現状と，今

後の見通しなど更に詳しく紹介すべき

と思う｡ 

ごみ処理に関しては，市民の皆さまの御協力

をいただく部分が特に多いことから，個別の

見通しなど廃棄物処理行政についての基本的

な方針を定めた個別計画である「ごみ処理基

本計画」により詳細な説明をしてまいります

（54P 参照）。 
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○ 環境目標３ 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

P58 の行政の行動指針に，「生活排水処理総

合普及率の向上」を加え,整備済み区域内

で水洗化していない家庭への訪問指導や

啓発などを積極的に行うべき。 

生活排水処理総合普及率は，下水道や農業

集落排水，合併処理浄化槽の普及により向

上していくことから，それぞれの取組を推

進することで向上を図ってまいります。 

具体的事業の御提案については，今後の参

考とさせていただきます。 

P60 の市民の行動指針に「整備区域内に居

住する市民は水洗化に努めます。」を加え

るべき 

既に記載されている「公共下水道，農業集

落排水へ速やかに接続します」と「集合処

理が困難な地域では，合併処理浄化槽を設

置し，適切な維持管理を行います」によっ

て，市民には，水洗化に努めていただくこ

ととなります。 

 

○ 環境目標４ 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

都心の団地から水戸に家を建てて住んだ

が，家にムシや小動物が入ってくることが

あり，田舎であると感じた。もっと人が住

みやすい環境にはならないか。 

家の中を清潔に保つという観点からは，ム

シや小動物は不快な存在かもしれません

が，水戸はそれらの棲める環境が維持され

ているということになります。人は，そう

いった自然の生態系からの恩恵（空気や水

の浄化，食物）無しには生きていくことは

できません。本計画においては，自然と人

とが共存できる環境の構築を目指してお

ります。 

 

 ○ 環境目標５ 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

P68 の「東日本大震災に伴って」は「東北地

方太平洋沖地震に伴って」とすべき。 

 

「東日本大震災」を引き起こした地震の正

式名称は平成 23 年（2011 年）東北地方太

平洋沖地震ですが，その後発生した原子力

発電所の事故に伴う放射性物質の拡散，市

民への呼称の浸透度，および関東地方にお

ける被害が読み取れないことなどから，本

計画では「東日本大震災」と記載していま

す。 
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意見等の概要 市の考え方（対応） 

P68 の大気汚染のところに PM2.5 について

の記述がない｡水戸市内でも計測され，監視

されている事を明確にすべきではないか｡ 

PM2.5 につきましては，水戸市の大気環境

の現況ということで，P28（２）大気汚染

のところに位置付けております。 

那珂川からの用水についての項目を設けて，

環境ホルモンや重金属（水銀，カドミウム）

の計測を実施することを記載するべき。 

水の保全は，重要な問題であることから，

P69 に「公共用水域の水質監視」を掲げ，

那珂川等の河川を含めた公共用水域の水

質調査を実施しております。 

なお，本市の飲料水については，法に基づ

く検査項目や放射性物質の検査を実施し，

安全な水を供給しております。 

 

 ○ 環境目標６ 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

責任を持って猫を飼わず，野良猫にエサだ

けをあげているケースが見受けられる。市

として，広報やパンフレットによる啓発，

職員による指導や，野良猫の駆除に取り組

むことを計画に記載してもらいたい。

  

野良猫であっても，エサをあげるという行

為は飼養の一部です。これに関しては，ペ

ットの飼い主の責任等を定めた「動物の愛

護及び管理に関する法律」により，茨城県

が条例を制定し，動物指導センターにおい

て一元的に対応しております。水戸市とし

ましても，犬猫が適正に飼養されるよう，

県及び関係機関と連携し，それらの取組に

協力していくことから，77P の「身近なま

ちの美化」の中で看板や広報紙，チラシな

どを通じてモラルやマナーの向上のため

の意識啓発を行います。具体的事業の御提

案については，今後の参考とさせていただ

きます。 

最近，犬を散歩させている人が，家の塀沿

いにフンを放置していってしまうことが

多くなった。朝外に出るとあるので，同じ

人なのか複数なのか野良犬なのか分から

ないが，市で何とかしてほしい。 

犬のフン害につきましては，77 ページの

「身近なまちの美化」の中で，巡回指導や，

飼い主に対するモラルやマナーの向上を

図る意識啓発を取組として掲げており，対

応してまいります。 

空き家が増えている現状を踏まえ，良質な

空き家への入居が進むような斡旋システ

ムの構築を計画に掲載してはどうか。 

空き家につきましては，放置されることで

管理不良状態になりうることから，77ペー

ジの「安心で快適なまちの維持」の中で管

理不良とならないよう所有者への啓発・指

導に取り組んでまいります。具体的事業の

御提案については，今後の参考とさせてい

ただきます。 
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意見等の概要 市の考え方（対応） 

私はタバコを吸わないので，道に捨てられ

ているタバコの吸殻がとても気になる。水

戸市を誰もが住みやすい清潔な街にする

ため，市で何らかの対応が取れないか。 

空き缶やたばこの吸殻などのポイ捨てに

つきましては，P77 の「身近なまちの美化」

の中で，巡回指導や，モラルやマナーの向

上を図る意識啓発を取組として掲げてお

り，対応してまいります。 

偕楽園公園の広場は，イベント時以外閑散

としているということもあり，ニュースポ

ーツ（グラウンドゴルフ等）の出来る広場

として整備し，お年寄りから子供達まで集

える場としてはどうか。 

千波湖のボウリング場跡地をシャワール

ームや足湯，土産物屋など観光やレクリエ

ーションの場にしてはどうか。 

偕楽園公園について，公園の南奥辺りに薬

草園あるいは野草園といったものを作っ

てはどうか。 

千波公園を含む偕楽園公園は，自然公園で

あると同時に市民の憩いの場所となって

いることから，公園としての魅力が高まる

よう整備・活用を進めます。 

具体的事業の御提案については，今後の参

考とさせていただきます。 

 

 

○ 環境目標７ 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

環境活動を増やしていくためには市から

の情報が欠かせないと思うが，これは，市

のホームページによるものだけなのか。資

料によると，環境学習拠点は整備を検討す

るとあるが，市民の活動を支援する環境情

報センターのようなものはできないのか。

私たちの世代は，パソコンが不得意な人も

多いと思うが，市のホームページを見て

も，環境情報の捜し方が分からない。 

環境学習拠点は，水戸市の環境学習も含め

た環境活動の中心となる場を想定してお

り，環境情報についても集積を図り，活動

を支援したいと考えております。 

それに加え，博物館や図書館など既存の施

設とも連携を図ることで，より多くの方が

情報を得ることのできる環境を整備して

まいります。 

 

 ○ 第４章 計画の推進 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

P86 水戸市環境保全会議の説明に使用さ

れた写真の説明が，単に｢環境フォーラム

の様子｣では説明として不十分である｡写

真の説明として，水戸市環境保全会議の

主催であることやフォーラムの内容など

の記載を追加すべき。 

本文中の写真の説明については，簡素な説明

としておりますが，そもそもこの部分は，水

戸市環境保全会議を紹介している部分です

ので，御意見を受け，環境フォーラムについ

て説明する文章を追加します。 
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意見等の概要 市の考え方（対応） 

今回意見公募手続き実施しているとい

うことで環境基本計画を目にすること

になったが，こういった市の計画はあま

り市民に意識されていないような気が

する。 

本計画の策定に当たって実施した市民アン

ケートにおいても，前計画が市民に浸透して

いないとの結果がありましたので，P80 の環

境情報の広報活動の充実の中で計画そのも

のについても積極的に情報の周知に努めて

まいります。 

環境を守り引き継いでいくためには，市民や

事業者の方の協力が不可欠ですので，水戸市

が一丸となって取組を進めて行けるよう御

協力をお願いします。 

そもそも，この意見公募手続きに関し

て，最近実施されている案件を見てみる

と，どれも 5～10 人くらいしか意見が出

されていないようだが，これで効果があ

るのか。市は，この制度をもっと市民に

周知し，多くの意見をもらえるようにす

るべきではないか。 

市のホームページに掲載するだけではなく，

意見公募手続きを実施することを必ず市報

に掲載し，市民への周知を図っております。 

意見公募手続きは，市が政策等の案を策定前

に公表し，意見をいただいた上で修正するこ

とにより，政策等をよりよいものにしていく

ためのものです。今回もいただいた御意見に

より計画の案を修正することができました。 

歴史と文化と街と自然が身近に感じら

れる水戸の街は，とても住みやすいとこ

ろだと感じているが，子どもたちの世代

に，この環境を引き継いでいくために計

画を作ることは大切だと思う。 

しかし，計画は作るだけではなく，それ

を実践することに意味があると思うの

で，その辺りをしっかりと考えて，市は

頑張ってほしい。 

今の水戸の環境を守り引き継いでいくため

には，行政だけでなく，市民や事業者の皆さ

まの協力が不可欠です。 

本計画においては，水戸市が一丸となって取

組を進めていけるよう行政，市民，事業者そ

れぞれの行動指針を記載しておりますので，

是非，身近な取組からの御協力をお願いしま

す。 

 

○ その他 計画全般 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

市民と事業者の行動指針について，文

末表現は「します」よりも「呼びかけ

調（しましょう）」のほうがよいので

はないか。 

本計画は，市民・事業者・行政が実施主体と

なり，ときには同じ目的に向って協働の取組

を進めたり，それぞれの立場に応じて行動す

ることを基本方針としていることから，行政

による呼びかけ調ではなく，それぞれの自発

的な行動を期待して，文末は「します」で統

一しております。 
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意見等の概要 市の考え方（対応） 

意見公募に当たっては，前計画の策定

時にも開催した市民説明会が必要で

はないか。 

前計画の策定時には，本市には意見公募手続

制度がなかったため，市民からの御意見をい

ただきながら，それを計画に反映する場とし

て，市民説明会を開催いたしました。今回は，

市民説明会に参加できない市民の方でも，計

画に意見を反映できるより公平な場として意

見公募手続きを実施しております。 

また，平成 24 年の 7 月頃からは，市のホーム

ページ上に「新たな環境基本計画の策定につ

いて」というページを設け，計画策定の進捗

状況や環境審議会の資料等を公表するととも

に，そのページから直接環境課に意見をいた

だけるような仕組みを構築し，随時御意見を

募集しておりました。 

この計画書を読むとかなり分量が多い

うえ，専門的な語句も多く，一般の市

民向けではないと感じる。 

市民と一緒により良い環境を作り上げ

るのなら，もっと簡易な文章や内容の

もののほうが良いのではないか。例え

ば，小学生が学校や家庭で環境にやさ

しい行動を取り組むための指針とな

るようなものがあってもよいのでは

ないか。 

今回の意見公募手続きの公表資料としては間

に合いませんでしたが，現在，計画の概要版

の作成も進めています。語句に関しては，混

同や誤解を避けるため，ある程度専門的な語

句も含めることとなりますが，言い換えが可

能かどうか検討いたします。 

また，御指摘の小学生向けの指針となるよう

なものにつきましては，環境教育の観点から

も効果が高いと考えますので，今後，作成に

ついて検討してまいります。 

 

５ その他の修正 

  その他計画案の公表期間中に発見された誤字・脱字については，提出意見として記載す

ることなく計画案を修正しておりますことを御報告いたします。 

 

問合せ先 市民環境部環境課保全係 

     担当 田沢，渡部     

     電話 224-1111 内線 341 


