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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２９年１月１６日（月）午後２時から４時まで 

 

３ 開催場所  南側臨時庁舎 ３階中会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

 (１)委 員 

金利昭，岩崎史明，玉川明，大関茂，鹿倉よし江，櫻場誠二，会沢良子，半田賢治， 

小菅次男，髙橋正道，土田記代美，小室正己，三浦弘志 

(２)執行機関 

鈴木吉昭，小林光宏，佐藤倫子，海老澤真人，近藤雄希 

(３)その他 

委員欠席者：八木岡努，山本早里，藤枝みち，安昌美 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(１)副議長の選出                    （公開） 

(２)水戸市環境基本計画（第２次）の進捗状況について   (公開) 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数  １人 

 

８ 会議資料の名称 

資 料  

資料１：平成２７年度水戸市環境基本計画（第２次）実施状況報告書 

参考資料：環境基本計画（第２次）２７年度実施状況 
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９ 発言の内容 

 

執行機関 本日はお忙しい中，水戸市環境審議会にお集まりいただきまして，誠にありがとうご

ざいます。只今から，平成２８年度水戸市環境審議会を開催いたします。 

  申し遅れましたが，本日議事に入るまで進行を務めさせていただく   でございます。よ

ろしくお願いいたします。はじめに，   より御挨拶申し上げます。 

（   挨拶） 

執行機関 続きまして，水戸市環境審議会の会長より御挨拶申し上げます。 

会長 （挨拶） 

執行機関 ありがとうございました。それでは，今回，新たに委員となられた方もいらっしゃい

ますので,委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと存じます。誠に恐縮でございますが，  様，  

   様の順でよろしくお願いいたします。 

（各委員自己紹介） 

執行機関 ありがとうございました。続きまして，事務局の自己紹介をさせていただきます。 

（事務局自己紹介） 

執行機関 本日は１７名の委員のうち１３名が出席されておりますので，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１/２以上」の出席となり，本審議会が成立して

いることを御報告いたします。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

公開に関する規定により公開とし，会議録を作成させていただきますので，あらかじめ御承知

おき願います。 

  それでは，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，議長を会長にお願いいたします。会長よろしくお願いいたします。 

会長 では，これから議事を進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。最初に，本

日の議事録署名人２人を指名させていただきます。  委員，  委員お願いいたします。 

  それでは，議題１にあります「副会長の選出」についてですが，副会長の選出はどのように

取り計らいましょうか。 

委員 茨城県及び水戸市の自然環境保全について非常に高い見識をお持ちである  委員を推薦

いたしますが，いかがでしょうか。 

会長 ただ今，  委員との推薦がございましたが，皆様いかがでしょうか。 

各委員 異議なし。 

会長 皆様から御了承いただきましたので，副会長につきましては茨城生物の会会長の  委員

にお願いいたします。  委員よろしくお願いいたします。副会長になられた  委員は前方

の席にお移りいただき，一言御挨拶いただければと思います。 

副会長 （挨拶） 

会長 副会長ありがとうございました。では議題２の「水戸市環境基本計画の進捗状況について」

を事務局から説明いただき，その後，審議していきたいと思います。事務局お願いいたします。 

 

執行機関 （水戸市環境基本計画進捗状況について説明） 
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会長 ありがとうございました。資料１の水戸市環境基本計画実施状況報告書は事前に各委員に

渡してありますか。 

執行機関 資料をお渡しするのは今日が初めてになります。 

会長 そうすると，参考資料を含めて見るとなると時間が短かったように思いますので，委員の

皆様には各自資料内容を御確認いただきたいと思います。 

  配布された水戸市環境基本計画概要版に基本計画でどのようなことをやっていくか，事務局

から説明があったことが記載されていますが，６ページ，４－２計画の進行管理には「進捗状

況を環境審議会に報告し，報告書を市民に公表する」といったことが書かれており，今回の審

議会でやっていくことは，進捗状況のチェックです。水戸市環境基本計画本誌には進行管理に

ついてもう少しく詳しく，Ｐｌａｎ，Ｄｏ，Ｃｈｅｃｋ，ＡｃｔｉｏｎのいわゆるＰＤＣＡサ

イクルが示されており，計画を立てたら施策を実行し，施策の効果をチェックし改善するとい

った形で進捗を管理していきましょうとしています。先程事務局から説明のあったなかに７つ

の目標とその達成状況があったので，それぞれ 10分程度で進捗状況をチェックしていき，大き

な審議点については後程審議しようと思います。資料１の２ページに目指すべき環境像，７つ

の目標があり，これを達成するためにどのような施策をしたのか，効果があったのかをそれぞ

れの目標値ごとに定められた指標に基づきをチェックしていくのですが，目標年度である平成

３５年度に指標の達成状況に近づいていれば「がんばったね」，そうでなければ「どうしたんだ

ろう，このままでいいのか」ということを考えなければいけません。それでは，それぞれの目

標ごとに参考資料も含め，確認していきましょう。 

  まず，３ページ，４ページの目標１地球温暖化の防止に関して御質問，御意見を頂ければと

思います。 

委員 市域から排出される二酸化炭素量は削減を目標にしていますが、年々増加している原因を

説明して下さい。 

執行機関 二酸化炭素の排出量を計算する際に電力係数というものを使用するのですが，この電

力係数は国の電力事情により変化します。当初計画を設定した際に比べこの係数が増加したた

め，同じ電力量を使用しても，排出される二酸化炭素量が増加してしまいす。基準年である平

成２４年度の電力係数を使用した場合，平成２６年度の二酸化炭素排出量は１５５．１万ｔ-

ＣＯ₂，平成２７年度の二酸化炭素排出量は１５０．４万ｔ-ＣＯ₂となり，平成２６年度は若干

増加していますが，平成２７年度は基準年度と比べ減少しています。 

会長 電力係数とは何か説明できますか。 

執行機関 電力係数とは，電気を作る際にどの程度二酸化炭素が発生するかを示した数値になり

ます。平成２４年度の頃は，国の電力事情が二酸化炭素の排出量が少ない原子力発電の割合が

高かったのに対し，東日本大震災以降は二酸化炭素排出量が多い火力発電の割合が高くなって

しまったことが電気排出係数の増加理由と考えられます。 

委員 現状のままで目標を達成できますか。 

執行機関 目標達成はまだまだ難しいところではあるかと思います。今回，水戸市においては特

に民生部門，病院・学校・事務所・小売店舗の電気使用量が多いため，節電等の対策で電気使

用量を削減することが二酸化炭素の排出量削減に繋がると考えております。 
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会長 二酸化炭素排出量の増加理由はわかりました。削減する努力はしているが，元々の電力係

数が上がったからしょうがない，ということでしょうが，でも結局ＣＯ₂は増加してしまってい

る。それでは，パリ協定も困るし，国や県も困ってしまう。ではどうしていくか，そこを考え

ていきましょうということですね。本計画を立てるときに大きく依存した施策は省電力機器の

導入ということだったと思います。そこがうまくいかないとダメになってしまうので，国・県

を含めて審議していこうと思いますが，ここは全体でも重要なところになってきますので，後

で時間をとって議論しましょう。ただ，地球温暖化の防止に関しては市民意識も下がっていま

すので，もう少し力を入れなければいけないとは思います。他に地球温暖化の防止に御意見は

ありますか。 

委員 今，会長がおっしゃった市民意識が下がっているというところで，その理由を聞きたい。 

執行機関 本調査は市内の小学４年生・５年生に対して５０問程度の質問に回答してもらった点

数の平均です。昨年度については２５校，１０８２人の児童が参加していただきました。年々

下がっている理由としては，啓発，環境問題について考える時間が意外とないのでは，また，

家庭教育で環境問題について考える機会も少ないのでは，と推測しています。正確な原因を分

析するのはなかなか難しいと思います。 

会長 この市民意識は，何かの施策の結果，高くなるだろうということですが，直接的に市民意

識の上昇に影響を及ぼす施策はなんですか。施策をしているにもかかわらず市民意識が下がっ

ているのか，それとも施策を行わなかったから市民意識が下がっているのか。 

執行機関 小学生からの回答ですので，学校・家庭での環境に関する話題が少ないということが

大きいので，環境に関して勉強する時間が増えれば上昇するのではないかと思います。 

副会長 小学校はアンケート調査しやすいとは思うが，環境問題についての調査対象が４年生で

妥当なのか，一般市民の意識としてとるのであれば，対象を考えなければいけないと思う。 

執行機関 今回の調査は小学生を対象としましたが，副会長の言う通り，市民意識としては大人

を含めて調査を行わなければいけないと思います。今後は，環境フェア等の催し物で，多くの

年齢層を対象にアンケートを行えるよう内部検討させていただきたい。 

会長 指標の目標値の８０点は小学校４年生の点数ということですか。 

執行機関 小学生４年生・５年生向けの問題ですので，そのように想定しています。 

会長 そうすると，市民意識としてこの指標が役にたつのか。指標のあり方についても考えてみ

てください。では，次は５・６ページの目標２循環型社会の構築について見ていこうと思いま

す。２６年度に関してはがんばったね，という感じですが，２７年度は足踏み状態ですね。な

にか御意見はありますか。 

委員 リサイクル率の３５年度目標を２５％以上としていますが，新ごみ処理施設が完成すれば

目標を達成しますよね。現在水戸市は分別しないで小吹清掃工場で処理していますが，リサイ

クル施設も出来上がります。これを踏まえ，目標値について執行部の考えをお聞きしたい。 

執行機関 ここの目標値については，現在のごみ処理基本計画の目標値を使用しております。小

室委員の言う通り，新ごみ処理施設が出来れば目標は達成できると思います。ただ，自治会や

町内会で行っているリサイクル活動は減少傾向にあるようですので，チェックしていく必要が

あるかと思います。リサイクル活動が減少傾向にある理由として，自治会・町内会への加入し
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ていない人の増加があげられるので，今後強化していきたいと思います。 

会長 現在のリサイクル率が自治会・町内会に依存しているのであれば，自治会・町内会を強化

する，もしくは新たな枠組みを考える，ということをしないとリサイクル率は上がっていかな

いと思うのですが。 

執行機関 現在，資源物の回収は自治会・町内会での回収以外に地点回収という民間のスーパー

等での回収が行われています。自治会・町内会の回収は減少していますが，地点回収はスーパ

ーのポイントがついたりすることから，増加傾向にあると聞いています。新しいごみ処理施設

が完成すると，ペットボトル・容器トレー等は直接市が集積場から回収するようになり，自治

会・町内会・スーパー等での回収は減りますが，全体的なリサイクル率は上がると思います。

目標値等の詳細な数値につきましては今後精査していきます。 

会長 その他御意見・御質問はありますか。 

委員 参考資料の施策番号２６エコショップの加入及び利用の促進について，２店舗が認定から

外れている理由は分かりますか。 

委員 そもそもエコショップとはなんですか。 

執行機関 所管課から報告があっただけなので詳細は不明ですが，恐らく店舗の閉店が理由だと

思います。エコショップですが，店舗独自にペットボトルなどの店頭回収や，リサイクル商

品の販売など，ごみの減量化，リサイクル活動に積極的に取り組んでいるお店を水戸市で

はエコショップと認定しています。 

会長 それでは次，７・８ページの目標３親しまれる河川・湖沼づくりについて御質問・御意見

をお願いします。 

副会長 河川の生物化学的酸素要求量に係る環境基準の達成率について，石川川・涸沼川が基準

を達成していないが，涸沼川はどの地点で調査をしていますか。 

執行機関 水戸市から那珂川に近い下流，備前堀よりさらに下流の涸沼に近い地点です。 

副会長 分かりました。 

会長 ここのところも，指標から判断すると，目標に近づいているとは言いがたいですよね。こ

れはこれでよいのか，よくないのか。施策をしたがこうだったのか，施策をしなかったからこ

うなったのか。どうみればいいですか。 

執行機関 石川川に関しては継続して基準をクリア出来ていないのですが，色々なところで啓発

を行っているところです。加えて，クリアする基準もＡ判定という厳しい基準ということもあ

り，なかなか難しいです。涸沼川に関しては平成２７年度に基準をクリア出来なかったわけで

すが，海に近く潮の影響を受けやすいため，今回基準をクリア出来なかったのではと思われま

す。今後は，計測の条件に気をつけていきたいと思います。 

会長 現在の数値というより，どのようなことをしていけば目標値に近づいていくのかを教えて

ください。 

執行機関 水質を改善していく方法ということですか。 

会長 そうです。水質を良くしていくために施策をすると言っているわけですよね。その効果が

出ていないから水質が改善していない。なので，このままでいいのか，施策を強化しなければ

いけないのか。どうすればいいのか。 
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執行機関 涸沼川に関しましては，潮の満ち引きを考慮して採水すればクリア出来るかと思いま

す。石川川に関しましては，源流が排水により始まる特徴のある川ですので，そこを早急に改

善するのは難しい状況です。 

会長 千波湖における科学的酸素要求量に関しても目標値の８ｍｇ／Ｌに近づけるのは難しいね

という感じですが，こちらはどうですか。 

執行機関 平成２７年度の数値は平成２６年度に比べ悪化してしまいましたが，この理由として

は夏期の降水量が少なかったということ，非常に気温が高かったということが要因ではないか

と推測されます。この傾向については，今後注視する必要があるかと考えています。 

会長 雨の量が増えれば薄まるということですか。汚れるのを予防する施策はないのですか。そ

ちらの方が大事だと思うのですが。 

執行機関 下水道の普及率が上がって，家庭の生活雑排水等が河川に流入しなくなるのが一番か

と思いますが，千波湖につきましては，流れが少ないということがアオコを発生させてしまう

要因になるので，千波湖に流れをつくることも大切になってくるかと思います。 

会長 千波湖の環境を良くするために，計画ではどのような施策を行うことになっているかを聞

きたいのです。 

執行機関 水戸市としましては，茨城県の森林湖沼環境税を使用し，桜川流域に合併浄化槽の上

乗せ補助等をしました。今後の抜本的な改善となりますと，水を入れて流すという霞ケ浦導水

に期待するところが大きいと考えております。また，ジェットストリーマー等を導入し，アオ

コの除去をおこなっているところですが，部分的な効果で終わってしまっているのかなと思い

ます。 

委員 夏場はジェットストリーマーで対策していましたが，現在鳥インフルエンザの影響で稼働

していないですよね。これがどのように影響してくると考えていますか。数値が悪化してしま

うのではないですか。 

執行機関 アオコは１５℃以下になると繁殖率がかなり下がります。現在は水温が低いため，大

きな影響は少ないかなと考えております。 

委員 今のお話だと，水量が増えることをただひたすら願って，特段新しい手だてがない状況が

続いているというわけですよね。なかなか難しいのは分かりますが，会長がおっしゃったよう

に，科学的酸素要求量８ｍｇ／ｌを目標にしているのであれば，水質浄化のためのアイディア

を民間から募集するとか，そういったことをやっていくべきだと思います。商工会議所も窒素

とリンを軽減する実験を会議所自費でやりました。３年ほど行ったその実験はいい成果がでず，

まもなく新しい実験をはじめるところです。霞ヶ浦導水という国の施策頼みでただ待つだけと

いうことではなくて，対策を考える努力が必要かと思います。 

会長 千波湖・偕楽園公園は水戸のシンボルであり，冬場は非常にきれいですが，６月から１０

月まではアオコもあれば臭いもする。悲しくなりますよね。何か策はないか検討いただければ

ありがたい，というのが委員の皆様の意見ではないでしょうか。 

委員 渡里から桜川に落とせる水があるかと思いますが，あれはもう少し増やせないのですか。

もう少し水量が増えれば，きれいになりますよね。 

委員 あれは増やせないですね。商工会議所も県に増水を要望したのですが，最大１秒あたり１．
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４トンという決まりがあって，それも農業用水で使用して余裕があればと限定されてしまって

いる。年間の平均では毎秒０．５トン程度しか入らないかなと思います。 

委員 毎秒０．５トンでは少ないですね。 

委員 また，千波湖に水が欲しい時期は農業用水も欲しい時期なので，最大値の１．４トン入る

ことは滅多にないです。 

委員 もう少し入れてくれればいいですけどね。 

副会長 経費の問題もありますよね。 

委員 経費は，県に要望した折に，県の河川課に出してもらいました。それで増やした時期もあ

ったのですが，トータル的に見ると大して増えず，費用対効果としてはよくなかったと思いま

す。 

会長 大学等，研究や対策を考えてくれるところと一緒にやられたりしているのですか。 

委員 やっています。水戸市としては茨城大学の  先生ともやっていますし，私どもも協働事

業として実験をやっていますが，なかなか決め手がないというのは事実です。 

会長 国や県でなにかアイディアはありませんか。 

委員 千波湖だけでなく，霞ヶ浦も同様の状況でして，対策をしても良くなっていません。ただ，

流入河川は間違いなく数値が良くなっています。それでも，霞ヶ浦が良くならないのは，多く

の先生がやっても，全体の構造が分析しきれないからです。一方で，今の数値基準を維持出来

ているのは，現在の対策を継続しているからとも言えるのではないかと思います。抜本的な対

策としては水の入れ替えがあるかと思いますが，現在の対策を継続していくことも大切ではな

いかと考えます。 

会長 現在の施策の実行を継続していくと同時に，新しいアイディア・改善策を考える努力をす

るということで，  先生にもっとがんばれと伝えておきます。 

委員 ちょっとお尋ねさせていただきます。私どもの認識ですと，偕楽園公園は茨城県の管轄だ

と思っています。水というのは色々なところに権利があったりして，市民目線では難しいです。

７ページに偕楽園公園整備基本計画策定とありますが，これは茨城県の計画ですか。それとも

水戸市の計画ですか。 

執行機関 これは，今年度水戸市の公園緑地課が策定しました。２７年度の報告に２８年度の状

況を記載してしまい，申し訳ございませんでした。 

委員 千波湖・偕楽園について，茨城県なのか，水戸市なのか，分からなくなることがあるので，

もし可能なら，こういった会議の資料としていただけないでしょうか。 

会長 ホームページに載っているのではないでしょうか。 

執行機関 今確認しまして，ホームページに資料が出ております。 

委員 分かりました。ありがとうございました。 

会長 それでは，９・１０ページの自然環境の保全と共生はいかがでしょう。御質問・御意見あ

ればお願いします。 

委員 エコファーマーを増やそうとしているのかと思いますが，増えていない理由はなんですか。 

執行機関 エコファーマーの制度が，手続等に非常に手間がかかるらしく，実際農業に従事して

いる方からすると，あまりメリットがないということと，農業従事者自体が減少しているとい
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うことが原因かと思われます。 

委員 そうすると，目標達成は難しいですか。目標の見直しが必要ですか。 

執行機関 エコファーマーの制度の中身がもっといい方向に変わっていけば，増える可能性はあ

るかと思いますが，現時点ではなかなか難しいところではあります。 

会長 エコファーマーの制度自体にメリットはあるのでしょうか。制度自体はいいものだが，登

録するのに手間暇がかかるというなら，事務手続きを簡素化して登録しやすくすれば良いと思

うのですが。 

執行機関 制度自体にそれほどメリットがないということを聞いております。 

会長 そうすると，いままで見てきた中で，この施策のままでいいのかというのもあるので，来

年度は指標の進捗状況だけでなくて，そういったところの検討も含めて報告していただきたい。

今，エコファーマーの話が出たけれども，それ自体が制度としてあまりメリットがないのだと

すれば，途中で施策を打ち切るというのも一つの手段ですよね。効果がないものを続けていて

も無駄ですし，そういった判断をどこかでしなければいけないと思います。他にいかがでしょ

うか。 

委員 進捗状況をチェックするという審議会であれば，趣旨が多少違うのかもしれませんが，新

しいことについて話させていただきます。私が参加している市民団体で  委員や環境管理協

会さんにご協力いただいて，年に１度外来種の捕獲と駆除をここ数年行っています。今は千波

湖だけでやっているのですが，これがなかなか，うまいこと捕まえられない。水辺の生態系の

保全については，サケの遡上対策しか行っていないわけですが，もし，会長がおっしゃったよ

うな途中でアレンジしていくというのであれば，外来種の駆除などはプランに入れてほしいと

思います。以前県に相談した時も予算をつけてもいいと言っていたので，県としても力を入れ

ていきたい分野なのかと思います。 

会長 状況が変わって，検討する事項が出れば，資料になくても話し合うというのが審議会だと

思うのですが，外来種については今回の資料にはないですか。 

執行機関 資料には出てこないですね。 

副会長 いいですか。外来種の問題で環境省は特定外来生物の対象を増やしてきており，水戸で

も該当するものがいくつかあります。例えば八幡町で７匹捕獲されたアライグマは寄生虫・病

気をもっており，非常に凶暴であることから気をつけなければいけない。話にあった千波湖で

は，アメリカナマズが入ってきているが，捕獲する事は非常に難しい。また，気になっている

のは，鳥インフルエンザの影響で水は汚染されているのか。いつ終息するのか。このように問

題はいくつもあることから，環境課としても外来種の問題については取り組んでもらいたいで

す。 

会長 県の方で外来種に関して何か情報がありましたらお願いいたします。 

委員 特定外来種そのものは我々環境政策課で所管しているところですが，外来魚，特に霞ヶ浦

に関しては，県の漁政課がブルーギルの捕獲で窒素量を減らすということを森林湖沼環境税を

使いながら行っているところです。それ以外のアライグマや植物等に関しては，環境政策課が

対応することになりますので，ご相談いただければと思います。しかし，通常の外来種に関し

ては，県が協力しながらそれぞれの管理者が管理することになりますので，御了承願います。 
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会長 ありがとうございます。それでは，目標４はここで切らせていただいて，１１・１２ペー

ジの目標５良好な生活環境の確保について御意見・御質問があればお願いいたします。 

委員 悪臭についてですが，イオンの脇の橋をこの前の夕方通ったとき，すごい臭いがした。ど

うなっていますか。 

執行機関 堆肥化施設につきましては，県と合同で立ち入りしまして，堆肥が大量に堆積してい

ましたので，そちらを県と一緒に指導しました。また，置いてはいけないところに置いてあっ

たこと，清潔に保たれていないところが一部あったことについても指導しました。今後，県と

合同で再度立入する予定です。 

会長 以上でよろしいですか。では，１３・１４ページの目標６快適な環境の保全・創出はいか

がですか。着々と進めているというところですかね。 

副会長 １４ページの歴史と文化の活用というところで，八幡宮オハツキイチョウ再生計画に関

わったので報告いたします。枯れた部分を切ったり，周辺の土壌の改良をしたりして，オハツ

キイチョウが回復してきました。 

会長 はい，ありがとうございます。目標６は以上でよろしいですか。では，１５ページの目標

７環境活動と環境教育の充実はいかがでしょうか。 

副会長 環境フェスタは２８年度は実施ということですね。 

執行機関 はい。ちなみに，環境フェスタは環境フェアと名前を変えまして，平成２８年度は９，

０００人という参加動員数を記録しております。 

会長 いかがでしょうか。今全体をみてきたところですが，まだ時間があり，年１回の審議会と

いうことでもありますので，もう少し議論があれば議論していきたいところです。進捗の管理

ということですので，「このままがんばってくださいね」なのか「もうちょっとがんばれ」なの

かを事務局に伝える，というのもあります。大きな問題として，重要湿地に選定された千波湖

の水質があまりよろしくないこと，鳥インフルのこと，外来種のこと，ＣＯ₂をどうするかとい

ことが出ましたので，議論していきましょう。また，国や県からアドバイスがあればお願した

いと思います。その前に，事務局の自己評価としてはいかがですか。「一生懸命やりました」な

のか「これからもっとがんばります」なのか。どういったところですか。 

執行機関 事務局の考えとしましては，推進出来たところもありますが，只今の議論にあったよ

うに，千波湖の水質，地域から排出される二酸化炭素量など課題もございますので，今後工夫

しながら取り組んでいきたいと考えております。 

会長 県の方から，全体を通して何かありましたらお願いいたします。 

委員 最初の温暖化のところですが，県も全く同じような状況にあります。なので，県では電力

係数が変化した場合と，電力係数を固定した場合の両方で評価しようかという話が出ておりま

す。電力係数を固定しないと努力の成果が見えなくなってしまうので，二酸化排出量の出し方

は工夫してもいいのかなと思います。また，電力は，原子力で４割超えていたものを原子力と

再生エネルギーで４割を超えるようにするというのが国の目標ですから，最終的には電力係数

は下がることを前提に国は２６％の削減を打ち出しています。そこは自治体に責任をとれと言

われても，国のエネルギー施策の問題ですので，そういったところを考慮した実績の評価をさ

れてもいいのかなと思います。 
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会長 ありがとうございます。国の方からは何かございますか。 

委員 特に直轄でいうと桜川の管理を行っているのですが，その他久慈川，那珂川の流域管理も

している関係で，流域上で小学生と水環境の改善などを含めた教育に取り組みをしたり，色々

なところで水質改善の知識・情報等もあると思うので，今後年１回の時期ではなく，こちらで

取り組んでいることを事務局に提案できるように，事務所内で検討していきたいと思います。 

会長 ありがとうございます。 

委員 よろしいですか。地球温暖化を所管しているので，地球温暖化に関する市民意識について

御提案させていただきたいと思います。茨城県内には地球温暖化防止活動推進委員という環境

への意識が高く，環境問題についてプレゼン出来る知事の委嘱を受けた方が約３００人いて，

水戸市にはその内の５９人がいます。市役所がやると予算の関係等がありますので，そういっ

た方と環境課さんなどがコラボして，小学校や市民センターで温暖化問題に関する講座をする

など，市民の力を利用して，市民意識の高揚を図っていけばどうかと思います。 

会長 はい。そういった意味では，目標年度の３５年まではまだ時間があるので，見る指標が追

加されてもいいと思います。ただ，指標というのが全くだめなら見直しも必要かと思いますが，

当初に設定したものは尊重するということもあるかと思います。 

  それでは，最初に話に上がったＣＯ₂に関してどうするかですが，先程，県から努力をみると

いう面では係数は一定にしておくという話がありました。しかし，国全体のＣＯ₂の排出量を抑

えるという面ではいずれにしろ下げていかなければいけない。そいったところで国や県との関

係もあるでしょうから，相談してもらって進めていただくというところですかね。ちなみに県

内の他の市町村はどうなんでしょう。みんな上がっているんですか。日立とかつくばとか。 

委員 市町村ごとにチェックはしていませんが，単純に言うと良い悪いは別として，景気が良け

れば上がり，悪ければ下がります。ですから，リーマンショックの時はＣＯ₂は減りまして，日

本全国でマイナスになりました。現在は景気が回復してきておりますので，ＣＯ₂は増加してい

ます。そうは言っても，全体で２６％削減，特に家庭部門に関しては４０パーセント削減，実

際は電力係数のことがありますので２割くらいの削減を達成するために国でも色々な施策を行

っているところです。例えば，クールチョイスやエコドライブ，家庭診断などですが，今まで

は都道府県や市町村が行ってきた意識作りを国もやっていこうとしているわけです。家庭部門

に関しては，最終的に市町村や半田委員がおっしゃった地元ボランティアを活用して地道では

ありますが，省エネに関して意識啓発をしていくこと大事になるのかなと思います。産業部門

は６．５％削減という低い数値なのですが，新しい省エネ技術の導入ということを産業界をあ

げてやっていますので，我々自治体としましては，メインを家庭部門として，エコドライブや

ウォームビズなどの施策を展開していくということが遠回りのようでも，確実だと思っており

ます。 

委員 同じような意見で，きつい言い方になりますが，水戸市の新庁舎はＬＥＤを導入すること

になるとは思いますが，それ以外の図書館などの施設はＬＥＤ化をどの程度進めようとされて

いるのか。市民の皆さんに見えるところに具体的に示すことで，啓発を進められるのではない

かと思います。私はＬＥＤに関する会社に勤めているわけでなく，宣伝するつもりはありませ

んが，実際にＬＥＤに変えることでそれなりに電気使用量は下がります。それがＣＯ₂に削減に
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繋がると思いますので，水戸市役所内でもこういったことを議論していただき，出先機関等で

ＬＥＤ化を進めていただきたいと思います。 

会長 ＣＯ₂の削減について，産業部門では下げられるところまで下げているので，下げ幅がほと

んどなく，残っているところは家庭部門といわれている。ですから，そこの意識だとかライフ

スタイルを変えていかなければいけない。そのためには，目標７の環境教育が重要かなと思い

ます。また，水戸の都市構造が車依存の高い構造になっているので，車から公共交通に転換し，

そういった都市構造にしていくことも重要かなと思います。そこは市の方でも検討いただいて

いると思いますが，ライフスタイル，意識の変革と都市構造変革を考えていかないとＣＯ₂はな

かなか減らないので，そこはがんばっていただきたいです。 

  わたしの方でまとめていきますと，まず，千波湖等の水質に関しては，難しいところもある

かと思いますが，アイディアを募って何とかしようとする努力を続けていただく，ということ

が委員全員の希望です。ＣＯ₂に関しては，色々な施策を打って進めていただくしかないといっ

たところです。鳥インフルと外来種に関しては，新しく出てきた問題でもあるので，県とも協

力しながら検討していただきたい。といったところでいかがでしょうか。何か付け加えるとこ

ろ等ありましたらお願いいたします。 

副会長 ７ページの河川のところで，基準を達成出来なかった河川に涸沼川が追加になったわけ

ですが，涸沼川の調査地点によっては，水戸市がいくら努力しても良くならない場合があるの

で，場所を考えて調査して下さい。水戸市以外の要因で，いつになっても基準が達成出来ない

かもしれないので，気をつけて下さい。 

会長 その他，何か言い残したことがあれば，お願いいたします。 

委員 ＣＯ₂削減しようとしても，無理なのが前提にあるわけです。青柳運動公園に冷暖房入りま

した，東町運動公園に冷暖房入れます，小中学校に冷暖房いれます，と快適を目指していけば，

どんどん増えてしまう。だから，現時点ではだれも判断できないですが，小吹のごみ焼却跡地に

バイオマス発電所でも作るしかないのかなと思います。植物公園の熱源とかを他の代替エネルギ

ーでやったらまたＣＯ₂が増えてしまう。ごみ焼却施設が常澄に移動するわけですが，何かしら施

策をしていかないと，ＣＯ₂は減少しない。ＬＥＤをたくさん入れても，冷暖房を体育館等に入れ

たら，それですっとんでしまうわけですし。トータル的にＣＯ₂を削減するにはそういった施策も

必要かと思います。小吹の跡地は決まっていませんし，最終的には市長の判断になりますが，事

務局でも頭の片隅に入れておいて下さい。 

会長 さて，まとめとして，事務局にどのようにお伝えしましょうか。昨年は「粛々と進めてく

ださい。」と会議を終えたと思います。今年は足踏み状態ということもありますし，開始して３年

が経ち，施策の有効性も分かってきたところでもあると思うので，「有効な施策を打って目標値に

近づけて下さい。」といったところでいかがでしょうか。次の審議会は１年後ですか。 

執行機関 はい。１年後を予定しております。 

会長 来年は２８年度の進捗状況を御報告いただくわけですが，同じようにではなく，今新しく

出た鳥インフルや外来種などの対策や施策の有効性の検討も含めて，報告いただければと思いま

す。 

副会長 この審議会は年１回ですか。２回にはならないかな。 



 12 

執行機関 回数を増やした方がいいですか。 

副会長 見直しすることが出てきて，また１年後では同じことの繰り返しになってしまう気がし

ます。 

会長 新しいことを考えたり，施策の有効性を図るとなると，増やした方がいいかもしれない。 

 他に御意見ございますか。 

委員 素朴な疑問です。水戸市環境基本計画概要版の絵で屋根のソーラーが目につきましたが，

これは目指すべき姿で，まだここまではいっていない，ということでしょうか。 

執行機関 はい。その通りです。 

委員 現時点でもソーラーパネルが原因で環境が悪くなったということを聞きましたが，そこは

あまり気にしないで増やしていこうということでしょうか。 

執行機関 太陽光発電が増えることは良いことかと思いますが，反対意見もあるとは思いますの

で，バランスをとりながら，こちらで対応していこうと考えております。 

委員 先程会長から見直しの話がありましたが，地球温暖化防止に関しては昨年にパリ協定で新

たな目標が設定され，茨城県でも実行計画を見直して，パブリックコメントを募集していると

ころだと思います。新たな国の目標に対して水戸市でも考えていただければと思います。 

会長 平成３５年までの目標で，条件が変わってくるなか，市として環境の変化をどのように受

け止め，この審議会でどのような議論をしていくのかを検討いただければと思います。 

  それでは以上としまして，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。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いただきまして誠にありがとうござい

ました。 

 


