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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 27年 10 月 26 日（月） 午後２時から午後４時 10分まで 

 

３ 開催場所  本庁舎前議会臨時庁舎 第３委員会室 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委 員 

金利昭，大久保博之，飯田博之，大関茂，八木岡努，会沢良子，山本早里，半田賢治， 

小菅次男，安昌美，髙橋正道，土田記代美，小室正己，三浦弘志，藤枝みち 

(2) 執行機関 

鈴木吉昭，小林光宏，池田浩一，佐藤倫子，深谷恵理子 

(3) その他 

委員欠席者：潮田元男，鹿倉よし江 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(1) 平成 26 年度水戸市環境基本計画の進捗状況について（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 

資料①：平成 26 年度水戸市環境基本計画（第２次）進捗状況報告書 

資料②：環境基本計画（第２次）施策の取り組み状況 
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９ 発言の内容 

 

執行機関執行機関執行機関執行機関 水戸市環境審議会を開催いたします。議事に入るまでの間，進行を務めさせていただ

きます  でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず，初めに本日お配りしまし

た資料の方の確認をさせていただきます。１つ目といたしまして会議次第，２つ目といたしま

して名簿でございます。３つ目が席次表になります。４つ目といたしまして，水戸市環境審議

会条例，５つ目が資料①水戸市環境基本計画(第２次)進捗状況報告書というものです。６つ目

といたしまして，環境基本計画(第２次)施策の取組状況です。最後に環境基本計画の冊子，水

戸市環境基本計画(第２次)という冊子がお手元に行っているかと思いますが，不足はないでし

ょうか。それでは着座によりまして進めさせていただきます。 

  まず，初めに水戸市環境審議会の概要について御説明いたします。お手元の資料の水戸市環

境審議会条例を御覧いただきたいと思います。まず，第１条は，環境保全対策に関する基本的

事項の調査および審議をするため，環境基本法に基づきまして審議会を置くことと定めていま

す。第２条では，審議会を訴訟する事項につきまして，環境保全対策に関すること，その他必

要と認める事項としております。第３条は審議会の組織といたしまして，市長が委嘱する 17人

以内の委員で組織すると定めております。第４条は委員の任期を２年と定め，第５条では審議

会に委員を互選により会長及び副会長を置くことと定めております。第６条につきましては会

議について規定しております。審議会は委員の２分の１以上の出席を持って決することなどを

定めております。以上が審議会条例の概要でございます。 

  本日，委員の皆様におかれましては後ほど担当の方から御説明申し上げますが，平成 26 年３

月に策定いたしました水戸市環境基本計画(第２次)に位置付けられました各施策の実施状況等

について御審議をいただき，頂戴いたしました御意見，御提言につきまして，今後展開してい

く施策に反映してまいりたいと考えておりますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

また，本日委嘱させていただきました委員の皆様には，机の上に委嘱状を配布させていただ

きました。本来であれば皆様一人一人にお渡しするところでございますが，時間の都合上，御

了承を願いたいと思います。 

続きまして，次第２の市長の挨拶でございますが，誠に申し訳ございませんが市長が公務に

より遅れるとのことでございますので，会議中となりますが市長が到着次第，改めて御挨拶の

時間を頂くことを御了承願います。 

続きまして，次第の３でございますが，今回委嘱をお願いしての初めての審議会となります。

それぞれ初めての審議会となりますので，自己紹介をお願いしたいと存じます。誠に恐縮では

ございますが，  様より順次自己紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

(各委員自己紹介) 

執行機関執行機関執行機関執行機関    ありがとうございました。なお，本日は  様と  様が，都合により欠席となって

おります。また，  様が所用により遅れてくるとの連絡が入ってきておりますので，併せて

御報告いたします。 

続きまして事務局の自己紹介とさせていただきます。 

(事務局自己紹介) 

執行機関執行機関執行機関執行機関    続きまして，本日は 17 名の委員のうち，ただ今 14名の御出席を頂いております。水

戸市環境審議会条例第６条第２項の規定にあります，審議会委員の２分の１以上の委員が出席
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されておりますので，審議会が成立していることを御報告申し上げます。また，本日の審議会

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条により，公開とさせていただ

きます。 

  それでは，水戸市環境審議会条例第５条に基づきまして，次第４にございます会長及び副会

長の選出についてですが，会長及び副会長の選出は，どのように取り計らえばよろしいでしょ

うか。 

        委委委委員員員員    事務局の方で何か案があれば，それに基づいてと思うのですけれど，いかがでしょう

か。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    ただ今の事務局の方の案ということでお話が出ましたが，皆様よろしいでしょうか。 

各各各各委員委員委員委員    異議なし。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    ありがとうございます。委員の皆様から御了承いただきましたので，事務局の案を発

表させていただきます。 

まず，会長につきましては  様に，続いて副会長につきましては  様にお願いしたいと

思いますが，いかがでございましょう。 

各各各各委員委員委員委員    異議なし。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    ありがとうございます。異議なしということでございますので，御承認の方ありがと

うございました。それでは，会長を  様に，副会長を  様にお願いいたします。それでは，

会長，副会長には前の方の席にお移りいただきたいと思います。 

それでは，  会長と  副会長から改めて御挨拶の方いただきたいと存じます。  会長

よろしくお願いいたします。 

会会会会長長長長    (挨拶) 

副会長副会長副会長副会長 (挨拶) 

執行機関執行機関執行機関執行機関    ありがとうございました。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項の規定に基づきまして，議長を  会長にお願いいたします。それでは  会長よ

ろしくお願いいたします。 

会長会長会長会長    では，規程に従いまして議事を進めさせていただきたいと思います。皆様の御協力お願い

いたします。最初に議事に入る前に，本日の議事録署名人を２人の方にお願いしたいと思いま

す。今回は，  委員と  委員に議事録署名人をお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

それでは議題の審議に入らせていただきます。次第を御覧いただきますと，今日の議題は１

つです。水戸市環境基本計画(第２次)進捗状況についてということでございます。では事務局

の方から御説明をよろしくお願いします。 

執行機関執行機関執行機関執行機関 (環境基本計画(第２次)進捗状況について説明) 

(市長挨拶) 

会長会長会長会長    ありがとうございました。では審議に入る前に，今日，委員の皆様に審議してもらいたい

こと，あるいは環境審議会は今回市長から任命されたのですけれど，その仕事を明確に教えて

いただければと思います。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    審議会の委員の皆様には，環境基本計画第２次の進捗状況について，特に環境指標に

ついて，御審議，御意見を伺えたらと考えております。    

会長会長会長会長    環境審議会は，今年は１回ということでよろしいですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    今年度は１回の予定でございます。 
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会長会長会長会長    ちょっと私の方から補足させていただきますと，お手元に環境基本計画(第２次)がありま

す。こちらの 87 ページを開いていただいてもよろしいですか。87 ページに計画の進行管理と

いう所があります。ここで下に図が出ていまして，Plan，Do，Check，Action。今事務局の方か

ら言われたところは，右下の Checkに当たります。左上の Planというのはこの環境基本計画，

今お手元の報告書が提示したところで，これを使って 26 年度，Do で施策を実施しました。そ

の１年実施した結果どうだったのかを点検評価するということで，今，報告を受けているとい

ったところです。で，我々が今ここで Check をしてよく頑張ったねというか，もうちょっと頑

張りなさいねというか，それでまた Action を起こしていく，こういうことでよろしいですね。

それで，Check を受けたことなのですけれども，この報告書が Check を受けたということで公

開されるのですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    こちらの資料全部ではなく，環境指標の部分を公開していく予定です。 

会長会長会長会長 これ全部ではなくて。手元には資料①と資料②がありますよね。これを全部出していくの

か，あるいは公開はされないのか，どういう扱いになるのか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関 今回の資料全部が公開になるのではなくて，環境基本計画の中の 93 ページ，94 ペー

ジにございます環境指標一覧について，26 年度の進捗状況を踏まえて公表したいと考えており

ます。 

会長会長会長会長    では，そこのところも含めて御意見とか聞きたいと思うのですが，まず今日の審議会の目

的の１つが進捗状況のチェックだということで，その目標に対する達成度を見ていただきたい

ということが第１ですね。それから，後で少し時間がありましたら，この方向性の最初に，必

要に応じて計画の見直しを実施します，とありますけれども，１年目で見直しというのもない

だろうとは思うのですが，世の中も動いていますので，その辺のところも含めて御意見を頂く

時間が取れるかと思っております。 

第２は，チェックの仕方なのですけれども，まずは今御報告のあった報告書，この中で所々

環境指標ということで，目標の 35年に対して 26 年がどうなったかというところがあります。

これが少しでも改善されていれば，あるいは横ばいだったらいいけれども，逆行しているのだ

ったら困りますね，というのが１つの見方でしょう。ということと，こちら資料①の報告書の

方は，やったことは分かるんですけれども，やってないことはよく分からない，そのやってな

いことは資料②の方の取組状況を見ると，どういう状況かはある程度分かるようになっている

ということです。 

それから３点目は，皆さん専門家ですので，御自身の知っていることで，どうなっているか

ということを見ていくこともあろうかと思います。そういう目で見ていただいて，30分くらい，

年１回ということですので，お一人５分間でも，せっかくお集まりいただいたので，お話しし

ていただいては思います。 

最初資料の５ページで，まさに，市域から排出される二酸化炭素量，これが数字はわずかで

すけれど増えているというところと，市民意識もこれ，どういう市民意識か分からないところ

もあるのですが，80点ではなくて，下がっている。この辺に対してどうお考えなのでしょうか。

事務局の方で。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    はい，二酸化炭素の排出量の増加については，震災後の電力需要が原子力から他の発

電に切り替わったことによりまして，算出に使っております電力係数が大幅に変更になったこ

とが原因と考えております。また，地球温暖化に関する市民意識というのは，約 50 項目に対す

る質問でして，チェック表みたいなものを小学校の方で，大体４年生，５年生にお願いをして
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御協力を得ているところなのですが，なかなかお願いをしているだけで，実際に地球温暖化に

対するどういったことが問題なのかということを発信している部分が薄いところが，こういう

ような点数になったのではないかと考えております。 

会長会長会長会長    そうすると，その発電なのですが，今後はどうなるのですか。今後は目標に向かってうま

く進むのですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    非常に難しいところです。国レベルの話になってしまいますが，経済産業省から提示

される，電気の発電についての係数を使用して算出しております。国の発電状況が二酸化炭素

の排出の多い方へシフトしていますので，この 26年度を起点として，そこから削減に向けて考

えていくことも考えられます。 

会長会長会長会長    ここのところは，また別途，議論できればと思います。７ページなのですけれども，この

環境指標のところで，不法投棄箇所が増えているというのは，これは業者によるものなのです

かね。この辺はどうなんですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    一般的に，電話等で市役所の方に連絡をいただいたりとかする件数なども含まれてお

ります。ただ，多くなったというのは，逆に皆様の目がそういったところに向けられるように

なったと考えております。 

会長会長会長会長    そういう言い方もありますね。この辺は皆さんの日常の中で，チェックしてもらいたいと

感じています。チェックというのは，今までずっとあったのか，それとも今までなかった所に

不法投棄が増えてきたといったような，そういう見方をしていただければいいかなと思います。

私の方から最初質問しましたけれども，皆さんの方から，チェックしていただければと思いま

す。最初御自由に御発言をお願いいたします。 

副会長副会長副会長副会長    口火を切らせていただきますが，千波湖の８ページにあります化学的酸素要求量，19mg，

26mgだったわけですけど。19mgでも，これは全国の湖沼の中でも最悪レベルですよね。ですか

ら，更に他に何か手を打っていかなければと。私は那珂川の導水を千波湖水質浄化推進協会の

立場から訴えているのですけれども，その辺について市の方は何か，策はありますか。 

会長会長会長会長    指標上は随分と頑張っているようだけれど，本来はもっと少なくなってなければいけない

んじゃないの，もっと頑張ってねというような。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    はい，そのとおりだと思いますが，千波湖の方は公園緑地課の方が担当して，様々な

事業を実施しております。また，霞ヶ浦導水事業の件につきましては国の方の動向を見極めな

がら，具体的な方向とかの話は，伺っていませんので，我々にできるところについては，その

現在の実施している千波湖の浄化に対するジェットストリーマーやアオコ集積防止装置などの

結果を踏まえて，今度どう考えていくべきなのか考えていかなくてはなりません。 

会長会長会長会長    決定はしているので実験し続けるということですね。でもアオコは減りましたよね。 

副会長副会長副会長副会長    そうですね。一時期に比べれば，随分減りましたね。 

会長会長会長会長    他にいかがでしょうか。 

        委員委員委員委員    水戸市のメガソーラーみと発電所の目標は 100メガワットとなっていますが，平成 24

年度では 6.3メガワットで，平成 26 年度では 50.1メガワットですから，あっという間に半分

まで行っているのですが，今後これは増えていきそうですか。実はその発電所を設置する場所

が，自然の保全に大切な場所であったりして，あっという間になくなってしまうことがよくあ

ります。その辺を伺いたいと思いまして。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    土地のオーナーに対して，太陽光発電にも利用できるということで，増えてきたかと

思いますが，個人住宅に付ける太陽光発電に比べて事業者などが設置する 10キロワット以上は，
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国の固定価格買取制度の買取り価格が下がってきておりますので，だんだん実施していく事業

者は，少なくなっていくのではないかと想像されます。また，開発による環境の保全の状況に

ついては，情報の把握に努めなければいけないと感じております。 

会長会長会長会長    まだ少しは頑張れます，ですかね。 

        委員委員委員委員    いいですか。今のに関連しまして，設置場所の問題について  委員の方からありま

したけど，それは非常に重要な問題です。実際に県のミュージアムパーク前の菅沼の上流の方

で，ソーラーパネル設置するという動きがありました。慌ててそこの地域を環境保全地域，国

の鳥獣保護区の指定を強める方向で環境省の方でお願いして，何とか別な場所で行うように，

地元の町の方で計らって，その場所ではない所でと，避けることができました。 

先ほどラムサールの話をしましたが，実は５月のゴールデンウイークの最中に涸沼の大洗町

にある砂並という非常に広い遊水地がありまして，そこの葦が全部刈られるという騒ぎがあり

ました。そこはラムサール条約登録に当たって，環境省の方の鳥獣特別保護区に格上げしてお

りましたので，許可がないとソーラーパネルとかそういう構造物は設置できません。もう１つ

は，国の河川，国の方の管轄になっているそこは，河川敷であり，さらに遊水地とされている

ので，これも国の河川の許可がなければ，構造物は設置できません。ソーラーパネル設置目的

で葦を刈るという時，レッドデータに当たる鳥の繁殖期が６月とぶつかることもあって，全部

刈られてはと大騒ぎになりました。ところが，止めなかったのですが。現在はまた生えてきま

したので，良い状況にはなっています。そういう問題もありますので，水戸市の場合にも狙わ

れるのは，やはり今まで利用していなかった湿地だとか，草原や休耕田なんかです。大分使わ

れなくなったところだとか，そういう所が狙われていくと思いますので，その時には十分に環

境とか配慮されているか，きちっと把握した上で許可するなど，対応をしていただかないと。 

以前にゴルフ場があった頃には至る所が大分やられましたけど，一般の人から見れば，それ

は遊んでいる土地だという見方をされやすいので。ところが，遊んでいる土地ほど他の生物が

生きているところはないということですので，よろしくお願いしたいと思います。 

会長会長会長会長    はい，そういったのは非常に大事な施策で，御指摘だと思いますが，こういういろいろな

施策が対立する場合，世論がないような場合には，気をつけなくてはならないということです

ね。今のこのソーラーの場合には，設置場所に気をつけてください，ということですね。ここ

のところお願いします。はい，他にいかがでしょう。 

        委員委員委員委員    なければいいですか。部長にお聞きしたいのですが，この環境審議会をせっかく開い

ていただいて，もちろん環境課に関することは当然のこととして，ごみ対策課の関連のお話を

ここでしてもよろしいでしょうか。最近，茨城交通のバスを乗るようになりまして，車内にご

み対策課のチラシが，掲載されていますが，よくそのことで私，質問受けたりします。「水戸が

一番個人のごみの量が多いんだよ。」と。多分 47 都道府県の県庁所在地の中では，一番多いと

いう言い方になるだろうと思いますが，それが本当なのかどうか，事実関係確認できなかった

ので，大変良い活動なので，せっかく委員さんが皆さん見えているので，お聞きしたいと思い

ます。 

それから，この資料の中に載っていないのですが，最近 PM2.5 の話が随分出ていて，水戸の

方でも随時計測されていて「適合」と書いてありますが，これは何で適合なのかということを，

もう少し明確にされるとなおさら良いのではないでしょうか。これはどちらかというと地域安

全課ですか。ということで，是非御説明いただけたら，有り難いなと思います。意見になって

しまいましたけど，よろしくお願いいたします。 
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会長会長会長会長    ごみに関しては６ページに出ていますが，PMに関してはどこに載っているのかな。 

        委員委員委員委員    PMはないのですが，大気のところに，11ページですか，一番最初のところに大気に関

して適合・不適合と，ただその中にできれば PM2.5 の，計測しているので，実際にこういった

ところも追加で載せるのはいかがでしょうかということです。 

会長会長会長会長    いかがでしょうかと，部長に聞かれましたけれども。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    御指名ですので私の方から，お話させていただきます。これまでのこの環境審議会の

やり方といたしましては，環境課が窓口ということで，このような形で環境課が中心となって，

対応させていただいております。皆さんが承知のように，環境っていいますと，非常に幅広な

話になってきます。こちらの計画の中にも交通に関わるものから，ごみのものから，あるいは

市役所でいいますと，もちろん１つの部だけではなくて，全庁的な話になってくるものがあり

ますので，そういった意味で，一義的と言いますか，環境課が対応させていただいているとい

うところです。もしこの審議会の中で，更に深く踏み込んでということになれば，当然担当課

の方も入った形で，様々な議論をさせていただきたいと思いますが，総合的な窓口というとこ

ろで，環境課の方で対応させていただいているということで，御理解いただければというふう

に思います。 

それと PM2.5 の話が出ましたけれども，それにつきましては御意見等踏まえ，今後計画の方

にどう位置付けるのか，指標としてどう捉えていくのかというところは，検討させていただき

たいと思います。 

執行機関執行機関執行機関執行機関      委員の PM2.5 の件について，補足で御説明させていただきたいと思いますが，

PM2.5 に関して，いろいろ統計を取っているのは，環境課でございます。それが資料に見えな

かったのは申し訳ございませんでした。これは皆さんも関心があると思いますが，PM2.5 に関

しましては，水戸市石川に県の基地がありまして，そこで毎日１時間置きに常時監視しており

ます。ホームページでも見られるようになっています。実はこの 11ページに，専門的過ぎて分

かりにくいのですが，環境指標の一番上にカッコ書きで，浮遊粒子状物質とありまして，まさ

にこれです。このうち粒径 2.5㎛以下が PM2.5と言われるもので，これが基準である１日平均

35㎛以下であれば適合ということになっています。一応それも含めて，浮遊粒子状といわれる

もの㎛全て適合している。こういう意味で集約させていただきます。大変分かりづらくて申し

訳ございませんでした。 

        委員委員委員委員    ありがとうございました。 

会長会長会長会長    ありがとうございました。他にいかがでしょうか。今，ごみのことで，これは環境美化と

いうことだと思いますが，外国人によるごみ出しが上手くないとかという問題はないですか。

実は日立では結構多いのですよ。ごみの出し方が分からないとか，かなりごみの出し方が汚い

所とか，指定日以外に出してしまっているとかあるのですけど。水戸ではそういうことはあま

りないですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    確かにありますね。水戸も比較的外国人が，県内では多い場所になっていると思いま

すが，外国人が多くお住まいの場所では，そういった問題も発生していますので，外国語表記

をしたりなどして，お願いしたりしているところです。 

会長会長会長会長    外国人が多い所では，問題になっているところもあって，どういう出し方なのか，パンフ

レットがないだとか，あるいは表記が分からないだとか，あとはそのコミュニティに入ってい

ないので，入っていない所は，ごみ出しの指定場所から外れてしまう。どうもそういうのがあ

るみたいなので，今後ちょっと気を付けていただければと思います。 
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執行機関執行機関執行機関執行機関    それについても若干，話させていただきたいと思うのですが，ごみ出し日が分かりづ

らいということで，先進地ではスマホや携帯電話で，いつ出せばいい等が簡単に分かるものを

導入しているところもございます。水戸市でも現在，検討しているところでございますので,

御理解いただければと思います。 

会長会長会長会長    はい，他にいかがでしょうか。 

        委員委員委員委員    見当違いなことでしたら申し訳ありません。今回の資料①の３ページで先ほどお話が

あったように，太陽光エネルギーの促進のうち，公共施設に太陽光発電システム設置に関して

お伺いしますが，水戸市では，ちょうど庁舎であるとか設計中の公共施設があると思います。

これに対して，太陽光発電システムによる CO²削減がどのように取り組まれているか，もうち

ょっとアピールされるとよろしいのではないかと思いますが，いかがでしょうか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    はい，施設の新築又は改修等をする際には，太陽光発電システムを設置していくとい

うことで，ずっと実施しておりまして，現在の 51 施設に設置をしているところでございますが，

昨年度は市民センターや小学校などに４か所に設置したところです。これから新しく建設する

予定の市役所の庁舎も，当然太陽光発電又は雨水の貯留施設やその他，環境に配慮した施設に

していくこととなっていますので，環境に配慮した状況をもっと効果的にＰＲしていくことが

必要かもしれません。 

        委員委員委員委員    私も都市景観専門委員の方でも，市役所の設計等を拝見する機会があって，勧めさせ

ていただきました。太陽光システムを入れているのですが，発電量が少ないのではないかと，

実際に設計の方もそうおっしゃっていました。環境課では，発電量についてどのようにお考え

か御意見を伺えたらと思います。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    防災拠点になっている市民センターなどの施設については設置が完了しているのです

が，新たに改修があるとか新築で建てるとか，そういった機会でないと，補助金の関係もござ

いますので，なかなか市役所単独の予算で実施していくことは難しいところですので，そうい

った際に併せて設置する方向では進めているところです。設置が少ないというお声があれば，

我々も検討してまいりたいと思います。 

        委員委員委員委員    新庁舎の太陽光発電が少ないという話なのですが。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    失礼しました。それは，おそらく災害があった時に一晩，防災拠点等に使う電源が確

保できる量の設備を設けているかと思うのですが，その辺を踏まえて新庁舎整備課の方と少し

お話をすり合わせていきたいと考えます。 

会長会長会長会長    はい，今のお話は，公的な建物に関してはもっと積極的に設置を考えていったらどうです

か。新庁舎はもっと設置できるのではないか。こういう御意見だということでよろしいですか

ね。 

        委員委員委員委員    はい。 

会長会長会長会長    それは環境課の方から少し言ってみてください。他に御意見ございますか。 

        委員委員委員委員    はい。様々な取組の中でやはり気になるのは，市民活動がどれだけ活発になっていく

かということが，行政にとっても市民にとっても重要となってくると思っているわけでござい

ます。そういうわけでページをめくっていただきますと，活動団体がちょっと増えていない，

現状維持だということですが，１つは，市民が自ら積極的に取り組むということを，先ほど市

長さんからクリーン作戦のお話もありましたけれども，市民がリードするような市をつくると

いう観点が大事だと思います。そういう意味では，市民が先駆的な取組，あるいは団体でも結

構ですが，そういったものに対して，何らかを市民にフィードバックして，その成果を皆さん
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で共有するような仕組みが必要なのではないか。例えば表彰ですね，環境づくり水戸市長賞の

ような，市民を盛り立てるような仕組みというものを作ってはいかがかなと。13ページに環境

活動と環境教育の充実とありますけれども，様々な活動をやられていますが，市民自身の活動

をバックアップするような役割というものも必要なのではないかと。 

そこでもう１つ重要なこととして，生物多様性の戦略づくりというものがございます。これ

は自治体に対しては努力義務になっておりますが，生物多様性基本計画というものが 2008年に

成立し，国においては既に作っていますが，近辺で言うと東海村がお作りになっている。どう

いうものかと言いますと，地域における動植物，そういった生物の多様性を市民に知らせる。

例えばエコツーリズムのような，どこにどんな植物があってどういう動物がいるのかというこ

とを，私どもは環境課の皆さんと一緒に，年 11回千波湖環境学習会というのを，一生懸命スタ

ッフもボランティアで対応して実施しています。そこには子供たち，保護者の皆さん，大勢出

て来られるのです。私，日が浅いのですが，それに何回か出まして，非常に感激しております。

市民にこんなに環境に関心がある方がたくさんいらっしゃるのだということが分かります。そ

ういったものを１つのエンパワーメントとして，例えば 13ページにあるような人材育成という

ものにつなげていくためには，自分たちの資源がどこにどんなふうに存在しているのかといっ

たことをデータベースにするとか，先ほど言ったエコツーリズムみたいな形で市民がウォーキ

ングをやるとか，そういった総合的な戦略というものを，そろそろ水戸もお作りいただければ

いいかなと思っているのですが。 

会長会長会長会長    はい，どうもありがとうございました。市民活動をもっと積極的にしたい，人材育成をし

たいということで，その時の工夫として，褒めてあげるとか賞をあげるなどはどうでしょうか

という御提案が１つ，それから２つ目は生物多様性の話，これは確か，この間の基本計画にも

出てきた話で，どこかに多様性の話が出ていたと思いますが，その辺も重要だということは確

かで，それも含めて市民に知らせる，そういうことを知らせてやれば，市民は応えるのではな

かろうかということです。それは 13ページにある環境情報の収集と発信ということになろうか

と思うのですが，そのことについてはこの基本計画を作る時も，情報の収集と発信ということ

で，できるだけ散らばっている情報を集めて発信してくださいということで終わったのですが。 

また，市民活動を活発にするために，環境教育の拠点整備を検討してくださいということで，

これは資料②の一番最後に書いてありますが，こういう所を作っているとか，そのように先ほ

ど市長が言っていたのではないかと思いますが，環境教育の拠点の整備についても，施策に入

っています。その辺，市民活動の環境に関して，今，御提案を１つ頂きましたけれども，いか

がでしょう。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    はい，市民活動のバックアップについては，こちらとしても何かしらそういう手だて

があればというところでありますので，一緒にできることがあれば，やっていきたいと考えて

おります。 

また，生物多様性の戦略プランにつきましては，昨年度，今年度２年間で自然環境調査を実

施いたしましたので，その結果を踏まえて考えさせていただきたいと思っております。また，

自然環境調査の結果を，来年度につきましてはデータブックの形で，一般の方々が使いやすい

ような冊子などを作成したいと考えておりますので，その辺と合わせて検討してまいります。 

表彰についても，そういった取組をやっている人たちが嬉しいと感じて，もっと一生懸命頑

張っていただける，お手伝いになるようなことであれば，環境課の方としても検討して，実施

の方向に向けて考えていきたいと考えております。 
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会長会長会長会長    今は，賞をあげるとかあまりないですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    水戸市では環境に関する表彰はしていないです。県はやっていますが。 

会長会長会長会長    そうですか。何でもそうですけれども，叱るより褒めてあげたほうがいいらしいので，特

に子供たちに関してはそういうことが言えると思うので，積極的に考えていいのではないかと

思います。 

後は，情報の収集発信ですが，この間の時にさんざん出ましてですね，どこかには環境情報

って転がっているのだけれども，非常にアクセスしにくいとか，データが取りにくいというの

があので，それを県は持っていますとか，ここは持っていますとか，内部は持っていますとか

ではなく，水戸市に関係あるところは集めて，それをどこかにストックしておくなり，それを

発信する。これをやっていただきたいということです。その収集の方に力を入れていただきた

いと思っています。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    はい。 

        委員委員委員委員    先ほどの件で，褒めてとありましたが，県の方はやっているのは事実です。実は私も

関わっている逆川こどもエコクラブは，環境省の表彰を受けて，茨城県知事の表彰を受けまし

た。エコクラブの子供たちは活発に活動していて，全国的にも評価されて，環境省のモデル事

業として，わざわざ逆川へ環境省から来て，全国の大会をやっているというところまで発展し

ております。また，ホタルのネットワークづくりでは，逆川こどもエコクラブと常磐大学と英

宏中，それから常磐小学校の方と公園協会でネットワークをつくり，ホタルの環境づくりをや

っています。そういうことについて，水戸市ももう少し評価をしていただければと思います。 

会長会長会長会長    ありがとうございました。年１回しかないですので，せっかく来ていただいているので，

まだ御発言していない皆さんいかがでしょうか。一言ずつでも頂ければと思います。では，お

願いします。 

        委員委員委員委員    はい，環境の方はかなり幅広くて難しい部分もありますが，素朴な疑問に答えていた

だきたいと思います。11ページの騒音とか振動とか悪臭の防止ですけれども，悪臭に関して資

料はないのですが，結構市民から悪臭があるっていう声があると思います。西の方に行くと。

そういう部分とかですね，また，道路交通騒音に係る環境基準達成率 100％となっていますが，

岩根の方に県が橋作っちゃいまして，とんでもない音を出していて，端っこでバタンというと

向こう側の反対側の岸の家まで動くような音があって，さんざん苦情が来ていたこともあると

思います。そういう資料が全く反映されていないですが，どういう対応をしているのか，考え

方をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

会長会長会長会長    はい，指標上は問題なくて見えないけれども，個別でよく考えてみると，あそこが悪いの

ではないかという所があります。こういう時はどうお考えですか。これでよろしいですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    はい，  委員の御質問にお答えいたします。今おっしゃられたように，悪臭に関し

ては指標上には載っておりません。感覚的な部分が占めておりますので，明確な規制基準もな

く，違反数など指標として出しにくいということで，多分当時も指標を作っていなかっただろ

うと認識しております。実際には，悪臭は，特に夏場に窓など開けている時期は，結構苦情が

来ておりまして，都市部，田舎限らず，年間で約 30～50近くの苦情がございます。一番多いの

は，御時世を反映して，騒音です。環境課公害部門だけで年間約 120～130件の苦情を受けてい

る中の半分近くが，実は騒音と悪臭でございます。騒音については騒音規制法とか明確な規制

基準があり，事業所の規制基準がありますが，悪臭に関しては，どうしても一時的に堆肥をま

いたなどの事情も多かったりするので，対応すれば解決してしまうということで，指標に載せ
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るにはというところがあったと思います。ただ，騒音に次いで悪臭が，今問題化しているとい

うことは事実でございます。 

会長会長会長会長    問題は２つありまして，１つは，ここで指標は満点だから何もやらなくていい，問題が起

こっているところは何もやらないでは困る，そういうところは指標には載ってこないけど，や

ってくれるのですか，どうですか，というのが１つ。あともう１つは，もしかして指標自体が

おかしいのではということ。制度だから細かいところまで拾えるような指標ではなくて，あく

まで常識は拾って全体のところを見る部分と，個別のところに関しては見捨てないできちんと

やっているということでしたら，それも１つのやり方だと思いますが。 

        委員委員委員委員    それで，何で基準達成率が 100％達成しているのにそれだけ苦情があるのか，それも

素朴な疑問ですよね。きちんと達成しているものと，やはり訂正せざるを得ないものがあると

思います。100％達成とあるけど，120件苦情が出ていると，この指標って何なのだろうという

ことになりますよね。その辺ちょっと解明していただければと思います。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    はい，具体例として，道路交通騒音に関する 100％の件ですが，こちらの環境指標の

方が専門的すぎるというか，ちょっと分かりにくいかと思います。これは，騒音防止法に基づ

きまして，市内にある一定基準以上の道路を交通量調査，自動車騒音の調査をしております。

その調査した路線を，例えば 10路線調査を実施して，その 10路線が基準 OKならそれが 100％

という指標の採り方をしています。ですから，一般的な規制のない生活騒音などは，実は結構

多くを占めていまして，この当時に決めた指標としては，こういう分かりやすい数字で表せる

ものを，安易に載せた感じは否めませんので，誤解を招くところがあると思います。道路交通

調査とは，環境省に定められたやり方に則った調査です。大気もそうですが，ミクロの話かマ

クロの話かになりますと，マクロで適合すれば全て適合しているということだと思いますが，

ミクロの世界ではちょっと油断していると，夏場でも，大気で言いますと，光化学オキシダン

トの警報が発令されたり，いろいろございます。この環境指標の表現がなかなか分かりにくい

点は謝りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

会長会長会長会長    確認ですけれど，この指標上は 100 点だからいいよということではなくて，個別の対応は

きちっとやっていきます，そういうことでよろしいですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    はい，そうです。 

会長会長会長会長    それともう１つですが，環境指標自体に問題があって，今から入れるかどうかは別にして

も，環境課への苦情件数だとかを環境指標に投げ入れる話と，この環境指標だけで見るのでは

なくて，マクロの指標と割り切って，ここに表されないことに関しては，文章表現でいいから，

何かここに書いておく，そういう現象事体をきちっとこう捉えるということは，ちょっと工夫

した方がいいのではないですかね。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    はい，次回の反省点でございまして，今回の皆さんに審議いただき，御提言いただく

のは，この指標に関してということで載せさせていただきたいのですが，見えない部分，先ほ

どやっていない事業の話もありましたし，その辺は，次回以降の資料の作り方を検討してまい

りたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

会長会長会長会長    はい。委員の方，どうぞ。 

        委員委員委員委員    ちょっと具体的なこと聞きたいのですが，14 ページの環境教育に関してなんですけれ

ど，この冊子の方のアンケートを見ていると，市民の皆さんは，環境に対して取り組んでいき

たいというような思いを持っていらっしゃるけれど，情報が足りないというようなところが見

てとれて，お話の中でも周知はあまり広がっていない，というところがあるように思いますが，
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そこのところで１つ，森林公園で自然体験型イベントが定期的に行われていて，25 回やられた

と。この森林公園，私も近くに住んでいるので，自然環境を考えるのに良い場所だと思います

が，具体的にこれはどういうイベントで，何人くらいの方が参加しているとか分かりますか。 

会長会長会長会長    これには出ていないの。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    そちらには具体的数字は出ていないですね。 

        委員委員委員委員    それでは私が。実は私 10 年間、そこで非常勤をしておりまして，いろいろな行事は私

が当時，随分作って辞めたのですが，辞めて５年になります。 

毎月「まず作ってみませんか」というのをやっています。どんぐりやその他木の実など，そ

こで拾ったもので動物を作るなどをやっています。それから，夏休みには「昆虫標本つくりま

しょう」を２回やっています。これは応募が２倍くらいあって抽選でやっています。それから

「夜の昆虫観察会」は，大体親子合わせると 200 人くらい集まります。それから植物観察会を，

春，夏，秋にやっております。それ以外にもバラのブローチづくりや，12月になるとリース作

りをやっています。水戸市の施設である百樹園に大王松という大きな松があって，その大きな

松ぼっくりを利用した工作や，草木染などをやっております。年 20何回以上はやっておりまし

て，大変好評です。 

以前に森林公園で，桜でいっぱいにしましょうっていうのを  さんが始めたのですけれど，

自然の状態のところで木を切って，ソメイヨシノを植えるというのは，私は反対です。だから

何を植えるかが非常に問題です。あそこは無料で入れるので，たくさんの親子連れが来ており

ます。ヤギの牧場も好評ですね。 

会長会長会長会長    質問に対しては，それでよろしいですか。 

        委員委員委員委員    はい，それでもっと講座が市民の皆さんに伝わっていけばいいと思います。 

会長会長会長会長    はい，委員の方から森林公園について，御説明いただきましたが，自然体験のイベントは，

非常に盛況で効果もあるだろうということですので，それは続けていただきたい。多分これが

効果がなくて，無駄だったなら考え直した方がいいのではとなりますが，そうではないという

ことなので，それは続けていただくということでよろしいですか。 

        委員委員委員委員    市報に載っています。 

会長会長会長会長    そろそろ時間が押してきていますが，少しここから離れたところの御意見があれば，頂き

たいと思います。御発言のない方で是非言っておきたいという方がいらっしゃいましたらお願

いしたいのですけれども。よろしいですか。 

        委員委員委員委員    では１つだけ。農業関係の団体ですけれども，今，耕作放棄地の対策事業ということ

で，様々な所で草刈や保全事業をやっているのですが，水戸の景観から言いますと，堤防の中

の河川敷ですが，そこは国の土地だと思いますが，一部はサッカー場になったり野球場になっ

たり，ゴルフ場などで使っている部分もあるかと思いますが，やはり水戸の一番繁華街から見

える部分がすごいガザ藪，ボサ藪になっていたのでは，あまり良くないのではないかと。逆に

そういう所を景観と合わせて，どういう形かで利用できるようになればいいのではということ

をちょっと昨日考えていたものですから。御意見を頂けたらと思います。 

会長会長会長会長    この辺は何かどこか検討しているとか。市の方では何かありますか。今，河川敷と言われ

ましたが，耕作放棄地とかいっぱいありますよね。その辺はどうでしょうか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    河川の話は国の方の話になりますが，その耕作の土地，いわゆる遊休農地については，

農政サイドで農地の合理化，いわゆるその農地を使わなくなって，逆に農地を使いたいという

担い手の皆様に貸し出したり，そういう制度は市でやっています。ただ何分にも，畑ですとな
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かなか借り手がいないというようなお話は現状としてあると，聞いているところでございます。 

        委員委員委員委員    今，中間管理機構というのが動き出していますが，土地は一度離してしまいますと，

なかなか縁付かなくなってしまいます。ですから最低限の保全と言いますか，堤防が荒れてい

ますと，これからの時期，草の種が風に乗って来たり，野うさぎなどの小動物が増えるという

ことです。ネズミが増えるのはいいことですが，それが越冬してしまうと，害虫も越冬してし

まうと，環境だけではなく農作物にも影響が出てくるということをちょっと懸念しております。 

会長会長会長会長    都市計画マスタープランの方では，こういう扱いは何も触れていないの。 

        委員委員委員委員    農地は，環境保全ということでは我々の方にありますが，それはないです。 

会長会長会長会長    市街地の中，河川敷とかは都市計画マスタープランはあまり関係ないですね。 

        委員委員委員委員    根本町のサッカー場なんかは，借りるということで整備した経緯はありました。 

        委員委員委員委員    基本的に公共用水域については，我々の方で管理していますので，例えば除草作業と

かはできますが，河川内民地という所がございまして，そちらの方は当然所有者がいるもので

すから，そういった所への立ち入りというのは，基本的に行っていないという所で，10 年間と

か 20年間放置されている所が残っているというのが現状でございます。 

会長会長会長会長    というと，河川内民地は市役所の方の話ということになるの。 

        委員委員委員委員    それは所有者個人の問題になるので。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    今の話ですと，民地ということでございますので，空き地の管理という意味で，地域

安全課の方で，その土地の所有者の方に対しまして，土地の管理をきちっとやってくださいと

いうようなお願いの手紙を出したり，あるいは個別に指導に行ったりという対応はしていると

ころでございます。ただ個人の土地でございますので，絶対やれという話はなかなかできない

ところがございます。 

会長会長会長会長    そうしますと今の話は，水戸の市内の環境の美化を考えた時に，河川敷の所で荒れ地があ

る場合は，誰の管理でもないと困りますが，国交省ではないとなると，市の方で対応するとい

うことですか。 

執行機関執行機関執行機関執行機関    川の管理は国交省だと思いますが，河川区域なので。 

        委員委員委員委員    やはり誰も管理しなくなると，こういう課題が出てくる。河川の中ですよね。当然国

が刈りに行くのは普通じゃないかと私は思いますが。河川内民地はどのように扱っていくか，

今後の動きについてお伺いしたい。 

        委員委員委員委員    河川整備計画の中で，そこを必要な土地と考えた場合には，買収させていただくとい

うようなことをしていますが，やはりそれは事業として行っていくことになりますので，民地

だからすぐにそこは買収しに行くべきというふうな形では，なかなか対応できていないという

のが実状でございます。 

        委員委員委員委員    対応できていないというのが現状だと思いますが，結局川の中に民地が残っている現

状で，当然我々の感覚で言えば国の土地だと思っていますからね。やはり民地が残っていたら，

買っていこうという方針なのか，もうそのままでいいということになっているのか，それをお

伺いしたいと。 

        委員委員委員委員    基本的に河川の整備っていうのは，どちらかというと環境保全もありますけれども，

災害対応とか，そういった災害が起きないようにするための事業としても行っておりますので，

例えば水戸市内の河川においては，全て民地を解消していくという目的ではなくて，安全対策

とかそういったことで始めていくものですから，すぐに民地があるから買いましょうっていう

流れにはなかなかなり得ないということです。 
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会長会長会長会長    ありがとうございました。国としてはそういうお立場にならざるを得ないのかなというこ

ともありますね。河川敷や河川の管理道路とか，本当に中途半端で難しいですよね。ただ水戸

市内にある耕作放棄地なり，そういう空き地というのは，確かに環境という面から見ると，ど

うも困るところもある。で，何とかしようといっても，管理者のところでどうも難しいところ

もあるので，その辺は，市の方と国の方と議員さんを含めてで，御相談いただいて，誰も自分

のものじゃないから知らないよ，ということでは困りますので，ちょっとお話頂きたいと思い

ますがよろしいですか。 

        委員委員委員委員    やっぱりさっき出た課題の解決のためには，やっていかないと駄目ですよ。 

会長会長会長会長    河川に関しては本当そういうのが多いですよ。国と県と市で使っている所が違うとか。時

間も押してきていますので。そろそろチェックは終わりにしたいと思いますが，今，今年度の

中間報告を頂いて，１年目ですので，これでどうだということではありませんが，施策として

は基本計画に沿って，進めているところは進めているといった御報告を頂いたと思いますが，

このようなところで事務局，市の方に対しては今後も頑張ってやってくださいねというのでよ

ろしいでしょうか。 

各各各各委員委員委員委員    はい。 

会長会長会長会長    皆さんがこれで了承されましたので，これで頑張ってください，ということが１つ。あと

１つ，基本計画に従って進めるということでありますが，中には必要に応じて計画の見直しを

実施しますということが書いてありまして，想定外なことで，今後少し検討した方がいいとい

うことがあれば，御意見を頂いておきたい。何かありますか。時間が少ないですので，コンパ

クトにまとめていただければと思います。 

        委員委員委員委員    ９ページの，多様な生物を育む環境の保全についてですが，その最後の所に有害鳥獣

イノシシの件がありますが，今県の方でイノシシが少し大変でして，茨城町，行方市，小美玉

市，鉾田市に新たに侵入してきて，それを徹底的に駆除しましょうという話も出ています。ま

た，東海村にも現れてきて，更に海浜公園にも出てきたという状況です。水戸市も森林公園周

辺，飯富が大変多いですが，それが目標の方に入っていないのです。大変水戸市はよくやって

いる方ですが，農家さんにとっても大きな問題ですので，その辺り何かの方法で評価すること

を，今後考えてもらえればと思います。 

会長会長会長会長    他にいかがでしょうか。私の方からいくつか申し上げたいのですが，これを作った時に，

いくつか話をしていたところがありまして，１つは低炭素型の都市構造にしていかなくてはな

らない時に，これが６水総と同時並行している時でしたので，こちらから上位計画の総合計画

の方に言っていくことがなかなかできなかったというところがあります。今そちらの方が出来

上がって，それに基づいて低炭素な都市構造を進めていかなくてはならないので，その辺は環

境の方から適切に，さっきの CO²排出も減ってないので，チェックしていただきたいという話

が１つ。 

それから緑に関して私の方で申し上げていたのは，樹木を植える所は植える，いらない所は

取るということですね。その辺を検討されたようで条例が改正されたのということですが。具

体的に言うと，道路の交差点の所の危ない所に木を植えると良くないということもあります。

どこでも緑を植えればいいという問題ではないと思います。 

３点目は，都市景観のコントロール。先ほど出ましたけれども，個別のことでは頑張ってい

ますが，全体のコントロールがなかなか上手くないので，都市景観のコントロールする機能を

強化していただきたいということをさんざん申し上げておりまして，景観のコントロールは，
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きちっとしたセンスのある人が見ないと駄目なんですよね。ガイドラインがあったとしても，

それを使う人間によってとんでもないものができてしまうので，そこは是非，景観のコントロ

ールをきちっとして機能を強化していただきたい。 

あと，市長が先ほど挨拶で言いました COP21 のことですね。以前は緩和策，CO²をいかに出さ

ないかということでしたが，今後は，適応策というのはもう避けられないと思います。温暖化

が避けられないからどうするか，その中でも暑くなったならばどうやって生活していこうかこ

ういうことです。気温が 2.5 度上がると，東京が鹿児島くらいになると聞いていますから，そ

うすると環境が変わって，動植物が全く変わってきます。温暖化の適応という面で，ある意味

生物を環境指標として使うということもできると思います。そういう動きがある中で，どのよ

うに考えていくのかということを委員の皆様にもお考えいただいて，御意見を市の方に言って

いただきたいと思います。COP21 との関係，適応策との関係，これが１つですね。 

それからもう１つは，都市構造の話ですが，今，市の方で都市のコンパクト化について，立

地適正化において都市構造を考えているのですが，都市をコンパクトにしていくと，その跡地

をどうするかとか，縮退している過程でできる空き家や空き地をどうコントロール，管理して

いくかということは，防犯上も美化上もごみ対策上，非常に大事になってきます。だから，縮

退に伴うコントロールとかその跡地を，自然に復元していくのかどうか，その辺を考えていか

なければいけないと思います。それは都市計画の方で考えていると思うのですが，環境面から

も，立地適正化をプッシュしていくということも併せてやるなど，考えておいていただきたい。

すぐにではないですけれども，おいおい出てくる話だと思います。それが私の方から２点です。

何か最後付け加えることはありますか。よろしいですか。 

ちょっと最後急ぎましたけれども，年１回ということですので，これで終わらせていただき

たいと思います。また，何か言い残したことがありましたら，市の事務局の方に直接挙げてい

ただければと思います。時間がないですけれど，いくつか大事なところがありましたので，各

自御確認いただきたいと思います。 

執行機関執行機関執行機関執行機関      会長ありがとうございました。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。本日はお忙しいところ貴重な御意見を頂きまして，誠にありがとう

ございました。 

 


