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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 30年２月１日（木）午前 10時から 12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 

原口弥生，櫻場誠二，岩崎史明，小島隆史，大関茂，会沢良子，安昌美，半田賢治， 

小菅次男，髙橋正道，荒川友勝，藤枝みち 

(２)執行機関 

川上幸一，林栄一，細谷洋祐，佐藤倫子，海老澤真人，木村能彦 

(３)その他 

委員欠席者：棯﨑ひろ子，八木岡努，山本早里，土田記代美，須田浩和 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(１)議長・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１：平成 28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）28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。ただ今から，平成 29年度水戸市環境審議会を開催いたします。 

  議事に入る前までの間，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

くお願いします。はじめに，  より御挨拶申し上げます。 

（挨拶） 

執行機関 ありがとうございました。続きまして，今回，委嘱をお願いして，初めての審議会と

なりますので，それぞれ自己紹介をお願いしたいと存じます。では，誠に恐縮でございますが 

  様から，順番にお願いいたします。 

（各委員自己紹介） 

執行機関 ありがとうございました。なお，本日は，  様，  様，  様，  様，  様

が，都合により欠席となっておりますので，御報告いたします。 

 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 12 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

開に関する規程により公開とし，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，水戸市環境審議会条例第５条に基づき，議題１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方法は，どのようにいたしましょうか。 

委員 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が，いかがでしょうか。 

執行機関 ただ今，事務局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。 

各委員 異議なし。 

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，事務局案を発表

させていただきます。会長につきましては，  様に，副会長につきましては，  様にお願

いしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

各委員 異議なし。 

執行機関 御承認ありがとうございました。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，  副会長

よろしくお願いいたします。 

会長 (挨拶) 

副会長 (挨拶) 

執行機関 ありがとうございました。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。それでは，会長よろ

しくお願いいたします。 
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会長 それでは規定により，議長を務めさせていただきます。委員の皆様の御協力をいただき，

円滑に議事を進めてまいりたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。議事に入

る前に，本日の会議録署名人を２名の方にお願いいたします。今回は，  委員と  委員に

お願いしたいと思います。 

会長 それでは，議題の審議に入らせていただきます。議題２の「環境基本計画（第２次）の進

捗状況報告」について，事務局より説明をお願いします。 

執行機関 （水戸市環境基本計画進捗状況について説明） 

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

の皆様より御意見等がありましたら，挙手願います。 

委員 ７ページの指標の達成状況の中で，不法投棄の箇所数が急激に増えている状況となってい

る。私どもがいつも活動している森林公園，あるいは逆川，千波湖周辺では，ボランティア活

動等によって，以前に比べると不法投棄が減っている印象を受けるが，具体的にはどのような

場所の不法投棄が増えているのか，もし分かればお答え願いたい。 

執行機関 不法投棄の場所に関しましては，現状把握はしておりませんが，件数の増加につきま

しては，環境意識の向上によって，より目につきやすくなってきているのではと思われます。

あくまでも件数に関しては通報の件数であり，回収したごみの量とは異なってきてしまいます。

ただ，最近では，高速道路の側道等に不法投棄が見受けられ，市民の皆様から通報が増えてい

るのではと思われます。 

委員 分かりました。管轄はごみ対策課になってくるかとは思いますが，不法投棄の具体的対策

について教えてもらいたい。 

執行機関 ただ今，御意見がありましたとおり，市役所の方でも巡回指導は行っておりますが，

市民の皆様に御協力いただき，各地区に不法投棄防止協力員を選任いたしまして，日頃の散歩

等で，不法投棄に気がついたら連絡をしていただけるような体制をとっておりますので，今後

も迅速に対応できるよう努めてまいります。 

委員 同じく，７ページの不法投棄についてですが，毎年増えてきてしまっている。水戸市で悪

質なところでは監視カメラで見張っているにもかかわらず，不法投棄の件数が毎年増えている

のか。 

執行機関 不法投棄防止協力員の活動等，市民の目が厳しくなって通報件数が増えてきている部

分はあると思われますが，継続的に不法投棄がされてしまう箇所に関しては，監視カメラ等を

設置して対策を講じております。 

委員 監視カメラに関しては，効果が出ていないということなのか。 

執行機関 監視カメラによって，不法投棄の状態が解消された場所もあります。監視カメラに関

しては，移動できるものを導入して，継続的な不法投棄の状態が解消された場所から，新たな

箇所へ移動する等の対応を行っているところであります。 

委員 地域によってはクリーン作戦等の取組みを行って，ごみを減らそうとしているが，目立た

ないところに不法投棄をされて，監視カメラ等の取組みを行っても，不法投棄の件数が毎年増

えてしまっているのは残念である。 

執行機関 今後も，啓発や巡回を行っていき，不法投棄の通報件数の減少に繋がるような取組み
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を行っていきたいと思います。 

会長 ありがとうございました。資料は件数だけですので，大きな不法投棄がなければと思うの

ですが，基本的には，小さいものの不法投棄の件数が多いということでしょうか。 

執行機関 はい，そういうことになります。 

会長 分かりました。その他，御意見ありますでしょうか。 

委員 12ページについてですが，有害鳥獣でイノシシの捕獲とあるが，こちらに関しては県の方

で具体的な対策をしているところではあると思うが，その中で水戸市の実施状況等を見ると，

よくやっていると感じる。また，今回の資料には載っていないが，特定外来種としてアライグ

マの駆除をどうするのかが近年問題になってきていて，県の方でも委員会を作って対策をして

きているところであると思う。水戸市においては，森林公園での夜間調査においてカメラに映

ったのが最初の発見だったと思うが，それ以後，毎年数頭ずつ捕獲をされていた所であった。

そうした中で，３年ほど前に八幡町で７頭捕獲があり，突出的に件数が増えたので，気を付け

ていかなければいけないと感じたところであった。アライグマは水辺沿いを好み移動をする傾

向があり，その後の捕獲件数についてはどのように推移しているのか。 

執行機関 アライグマの捕獲に関しては，ここ数年，夏場になると毎年２，３頭ほどの捕獲の実

績があります。水戸市で直接捕獲を行わなければいけないところではありますが，イノシシの

括りわなにかかる等したものを捕獲しております。また，場所に関しては，那珂川沿いであっ

たと記憶しております。 

委員 そうすると，毎年２，３頭程度であれば，７頭というのは極端に増えたということでしょ

う。 アライグマに関しては，３つ程重大な被害がありまして，１つは凶暴だということで，噛

まれると狂犬病にかかる危険があり，２つ目は病原菌を持っているということ，そして３つ目

は寄生虫を持っているということもあるので，人的な被害が出る可能性がある。また，ハクビ

シンのように木に登り，屋根裏に巣を作るようなことも考えられるので，そういったところを，

一般住民の方にも分かっていてほしい。 

会長 イノシシの捕獲が年間 83頭と多いが，アライグマ等の被害も増えてきているということで，

今後も動向を注視していかなければならないと思います。 

委員   委員の話にも出たとおり，有害鳥獣ということで対応には苦慮しているところではあ

るかと思うが，水辺にいきますとミドリガメ等の外来種が問題になってきていると思う。千波

湖の状況を全て把握しているわけではないが，以前は蓮で綺麗だったところが，蓮が無くなっ

ているというのは，私の憶測ではあるが，何かしら原因があるのかと考えられる。 

  また，千波湖のように皆の関心があるところ以外の湖沼の状況についても，水戸市全体の状

況を把握しているのであれば，教えていただきたい。それと，もう１点として，資料全体を見

ていると，星１つというところが気になるところであり，星１つというのは，どういったこと

が原因となっているのか，また，今後の具体的な施策などがあれば教えていただきたい。 

執行機関 まずは，外来種の状況ですが，植物については，今年度市内全域で実態調査を行って

おり，調査結果が提出される予定であります。魚類，昆虫，動物に関しては，正確な状況を把

握していないのが現状であります。ただ，千波湖等には当然，ミドリガメやアメリカナマズ，

オオクチバス等の外来種の混入は見られます。特にルアー釣り等を行っているため池等では，
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今までにはいなかった外来種が捕れるようになったといった話を聞く機会もありますが，これ

らの外来種を一網打尽にするのはなかなか難しいと感じており，環境省の方でも，すべての外

来種を同じように駆除すべきとしているわけでもありません。例えばヒアリのようなものにつ

いては早期に駆除をして，あるいは，定着したものついては啓発に努める等のランク分けをし

ており，環境省が示している内容に応じて，水戸市でも対応をしていきたいと考えております。 

  続いて，星１つですが，例えば環境マネジメントの導入については，制度はあるものの，取

得したいという事業者があまりなく，制度と需要の関係がうまくいっていないと感じられます

し，また，ハイブリット車の購入については，導入はしたいのですが，予算の関係上なかなか

難しいといったこともありますので，台数を増やすのではなく，更新の時期に合わせて少しず

つ導入していくという面もあります。さらには，４ページにあります，公共施設の木質バイオ

マス燃料の活用の検討については，計画に盛り込んではいますが，実際に水戸市の公共施設の

中で，木質バイオマスを取り入れる施設があるのかと考えると非常に難しいと考えております。

他市町村では，木質バイオマスを自ら運営している銭湯等に活用している所もあるが，水戸市

においてはそのような施設がありません。こういった計画を進めていくことがなかなか難しい

というものが，星１つとなっておりますので，御理解いただければと思います。 

委員 計画が実行できない見込みとなったものについては，計画の変更や取り止めを行っていく

のか。 

執行機関 最終的には，実施することが難しいと判断したものに関しては，断念するということ

もあり得ると思われます。 

会長 再生可能エネルギー等については，地域の特性に合ったものを導入していただければと思

います。他に御意見ありますか。 

委員 18 ページにあります，（３）清潔で，快適な暮らしの維持の中で，空家等の問題が 435 件

あるそうですが，私の住んでいる前の住宅も空家となっており，昨年，町内の方が水戸市へ連

絡をして，担当が確認に来ましたが，その後何も連絡がありません。空家について困っている

ことがあります。まずは木がとても大きくなってしまい，高いところの枝が切れない状態で，

私の家の玄関前まで来てしまっているので，落ち葉が落ちる時期は毎日掃き掃除をしている。

また，空家に草が生えてきたときには，管理をする人がいないので私が掃除をしています。そ

れから，ハクビシンが入ってきたり，風がひどいときには，屋根が崩れて瓦が飛んできたり等

の被害があり，大変困っている現状でありますが，どのような手続きをして，どのように親族

等に連絡がいくのかを伺いたい。 

執行機関 ただ今，御意見がありましたように，空家，空き地の問題に関しては，全国的な問題

になっておりまして，その原因としては，少子化により，子ども世代が別のところで生活をし

ていて，管理をする者がいない等があるかと思います。こうした社会的状況の中で，結果的に

空家が増えてきているため，先ほどお話しいただいた問題等が近隣の皆様へ生じてきてしまっ

ております。水戸市としても，これまで対策に苦慮をしていたところでありますが，本年度，

空家対策専門の組織を，市民協働部に設置しており，所有者に対して対応をお願いしていると

ころでございます。 

委員 ３ページについてですが，メガソーラー水戸発電所ということで，24年度は 6.3キロメガ
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ワットであったものが，28 年度の実績で 70 キロメガワットとなっており，急速な太陽光発電

施設の設置が進んでいることが分かると思います。最終的には 35年度までに 100キロメガワッ

トという目標があるが，現在の太陽発電施設の状況としては，１つには固定買取制度があり，

メガソーラーで発電された電気の買取費用について，私たち家庭の方で一部を負担していると

いう制度が動いているが，国としては徐々に終焉するような方向性が出ていることは御承知の

とおりだと思います。また，景観や防災等の関連からメガソーラーの設置については茨城県で

ガイドラインを策定したということがあると思います。そこで今後についてお聞きしたいので

すが，このままメガソーラーが増え続ける目標で行くのか。また，ガイドライン策定後に水戸

市の方で指導案件は増えているのか，将来方向性も含めて伺いたい。 

執行機関 水戸市においても，県で策定いたしましたガイドラインに基づいて，50キロワット以

上の事業用太陽光施設を設置する場合は，事前に水戸市に届出をすることとなっております。

強制力はなく，あくまでも任意になってしまいますが，昨年度の 10月から始まった取組みであ

り，半年間で件数としては 16 件の提出がありました。今年度も 30 件程度の提出があり，茨城

県内では件数の多い方でありますが，訴訟のような大きな問題は発生しておりません。50キロ

未満の，水戸市へ事業用概要書の提出が必要のない案件の方が，相談に来るケースがあります

が，その際には，事業者を調べて，相談者が不安に思っている内容等を伝えて，話を繋ぐとい

った対応をしており，今年度５件程度ありました。相談があった際にその都度対応しておりま

すが，その際に事業者の方も真摯に対応をしており，今のところ問題が大きくこじれてしまっ

ているような案件は，水戸市においてはありません。 

委員 目標にある 100メガワットというのは，今後も掲示していくのか。 

執行機関 目標の数値は仮想メガソーラー発電所であり，当初，計画を策定した際には，100 メ

ガワットくらいを目標にということで指標に入れたところではありますが，現状，事業用太陽

光の設置は，ここ数年間は増加傾向であると思います。国の方では今後，太陽光発電を市場へ

シフトしていくという意向があるようでもありますので，目標としては十分ではないかと考え

ております。 

委員 太陽光施設で問題になってきているのは，設置場所が一見荒地のように見えるが，絶滅危

惧種の生育地となっている湿地や畑，杉等の林を切り倒して発電所にするケースが増えてきて

いることである。絶滅危惧種については，国レベルでも問題となっている。水戸市においては，

太陽光の設置の申請というのは，届出をすれば良いということなのでしょうか。 

執行機関 届出は，設置場所に施設を作るということを把握するものですので，届出によって，

太陽光施設の設置をしてはいけないとは言い切れませんし，ましてや，土地に関しては個人の

資産となりますので，市役所の方で駄目ということは難しいと思われます。ただ，周辺の皆様

の不安の軽減のために，十分理解を得るようしっかりと説明をしてくださいと，事業者へ話を

することが主な仕事とはなっております 

委員   委員より話があった中で，水戸市の場合では，今のところ大きな問題となってはいな

いが，茨城県全体を見ると自然公園法の対象エリアの中においても，開発が行われている。自

然エネルギーなので良いという一面はあるかもしれないが，それによって失われていく場所が

出てきている。茨城県においては，ミュージアムパークの前や筑波山の南側の斜面に太陽光施
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設の設置の計画があり，大変な努力のうえ，なんとか食い止めたということがあった。こうし

た大きな場所では，自然公園法などにひっかかり，それを基に押し留めることができたが，そ

うではない場所については，先ほど説明があったように，規制をするのは難しいというところ

ではあるが，届出があった場合は，環境課において自然環境の調査等で把握していることがあ

ると思うので，事業者へ指導等ができるようにしてほしい。 

会長 太陽光パネルをどこに設置するのかというのは，自然への影響と地域社会での不安という

ことが問題であると思いますが，2015年に農山村地域での再生可能エネルギー促進関連の法律

が施行されており，耕作放棄地で，これまでは農地法で太陽光パネルの設置ができなかったよ

うな場所においても設置ができるということになっております。この法律を使えば，雑木林が

刈られることもなく，また，地域，市町村，事業者の３社で協議会を作ることとなっており，

そのメリットとして，収益が単に事業者に入るだけでなく，一部は協議会に還元することとな

っております。県内においても，取手市で先進例がありますし，水戸市においても，農山村地

域において，雑木林が狙われるのであれば，地域にも利益の還元がありますので，こういった

取組みを検討してみても良いのではないのでしょうか。他にご意見ありますでしょうか。 

副会長 水戸市は現在，観光誘客であるとか，交流人口を増やそうということで，特に景観作り

の取組みに力をいれて進めているところであると思います。そこで，教えていただきたいのは，

三の丸周辺，千波湖等の整備は進んでいるとは思いますが，例えば看板条例等，景観に合わせ

た法整備に関して，以前と変わって始めていること，あるいは始めようとしていることはあり

ますか。これだけ，景観の整備に力を入れているのであれば，併せてその周辺の景観に関わる

法整備を見直す，あるいは重点エリアを作る等，同時に進めていかないと，せっかく綺麗に整

備したが，景観にそぐわない看板がある等，ちょっとチグハグになってしまうと思いますので，

現状どのようになっているか教えていただきたい。 

執行機関 現在，都市景観重点地区に弘道館や水戸城周辺地区を指定しようと準備を進めている

所であります。水戸市において，１つだけ指定されているのが備前堀周辺になりますが，重点

地区に指定されることによって，既存の住宅をリフォームする際に景観に対する補助等を行っ

ておりますので，新たに弘道館も重点地区に指定をされた場合は，備前堀周辺のように景観を

整えていくと思われますが，具体的な制度の準備に関しては，これからとなってくると思われ

ます。 

副会長 電柱や電線がないだけでも，景観が良くなっていきますし，市民の共感も得られると思

うので，備前堀周辺と同じようシステムでなくても，他にもできる方法はないのかも含めて是

非とも検討をしていただきたい。 

委員 今の話の関連として，偕楽園や千波湖周辺の傾斜地は，風致地区指定されている等，保全

の対策はとられているのでしょうか。 

執行機関 風致地区に指定をされております。 

委員 三の丸の旧県庁の周辺等も風致地区となっております。 

委員 ということは，簡単には木が切れない場所ということなのでしょうか。 

執行機関 三の丸の北側の斜面に関しては，渡里付近まで，特別緑地保全地区となっております

ので，簡単には木の伐採ができない地区となっております。 
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副会長 先ほどの看板に関する話ですが，私どもの取組みとして，毎年，市民と千波湖にビオト

ープ作りを行っております。その際に，一生懸命作ってくれた方々のために，「市民でビオトー

プを作っています」という看板を出しておりますが，景観の事を考えると，看板は撤去した方

が良いのではないかと，自分自身でも思うところではあります。ただ，今の話のように，善意

で行ってくれていることに対して，なかなかそのような事は言えないであるとか，あるいは法

律においても，新規の物に対しては規制ができても，既存の物に対しては規制ができないとい

った事を突破できれば，さらにそのエリアは美しくなると考えるので，ぜひとも行政には，考

えていただければと思います。 

委員 ただ今の話に関連しまして，先日，出張で北海道の小樽市を訪れたのですが，  副会長

より話が出たような景観形成を行っておりました。一部，観光客目当ての商業機能は入ってき

ておりましたが，市内を散策してみると，そちらは特定のエリアに押し込めているようでした。

先ほど話に出たような，景観の活用の面ですが，観光や商店街とタイアップをすると，パワー

が出てきて，結果的に合意が自然のうちにできて，既存の物が徐々に従っていくような，そう

いった，実態からパワーを拡散していくようなやり方でないと，規制をやってからでは，やは

り既存利益の保護等があるので，なかなか難しくなってしまうと思います。 

会長 情緒ある街づくりであるとか，雰囲気が変われば，そこに住む人たちの意識も変わってく

ると思います。他に御意見はありますでしょうか。 

委員 先ほど，千波湖の蓮の話がありましたが，千波湖は昭和 40年くらいまでは鬼蓮がたくさん

あって，昔は鬼蓮狩りをやらされていた。しかし，今では絶滅危惧種となってしまっていて，

茨城県内では野生のものはありません。30年くらい前の調査では鬼蓮の芽生えがありましたが，

ハクチョウが芽を出したものを，全部食べてしまう。そこで，枠を作って，白鳥が入れないよ

うにしたら，少し鬼蓮が出てきたことはありました。現在，鬼蓮の埋蔵種子がまだ生きている

のかは心配ではありますが，鬼蓮の芽が出てくる場合，以前のように枠を作って守ることは可

能なのでしょうか。また，そのエリアには水草を食べる，水鳥が来ないようにしなければいけ

ないと思います。 

委員 以前は金網で，ハクチョウから食べられないように保護をしていたこともあったが，その

後，金網が破れてしまったら，すぐに餌になってしまった。白鳥が逆立ちしている姿を見ると

思うが，あれは，水草や芽を食べている姿です。 

執行機関 千波公園にいる，コブハクチョウと黒鳥については，昨年度，鳥インフルエンザが流

行した関係もあり，適正に管理すべきということで，公園緑地課で個体数の調整，管理を始め

ております。蓮につきましては，申し訳ありませんが，現状を把握しておりませんので，お答

えすることができません。 

会長 ありがとうございました。他に意見はありますでしょうか，なければ，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。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いただきまして誠にありがとう

ございました。 

 


