
 

つくばみらい市環境基本計画策定検討委員会第１回会議 会議録 

 

 

１ 開催日時  平成２８年８月５日（金） 

午後２時５０分から午後３時４６分 

 

２ 開催場所  つくばみらい市役所谷和原庁舎 ２階 第３会議室 

 

３ 出席委員  藪﨑 裕昭 委員 

浅野 光一 委員 

鐘ケ江 礼生奈 委員 

齊藤 登 委員 

横田 明 委員 

原 圭司 委員 

篠原 督夫 委員 

直井 光一 委員 

 

４ 欠席委員  吉田 のり子 委員 

 

５ 出席職員  市民経済部長 中山 和広 

生活環境課長 中村 渉 

課長補佐 杉田 卓生 

係長 谷口 正宏 

 

６ 委託業者  日本都市設計株式会社 

 

７ 傍 聴 人  ２人 

 

８ 議事内容 

１ 開会 

事務局 それでは定刻を過ぎておりますので，只今から，つくばみら

い市環境基本計画策定検討委員会第１回会議を開催いたしま

す。 

２ 委嘱状交付 

事務局 まずはじめに，委員をお引き受けいただいた皆様に委嘱状を

交付いたします。名簿順にお名前を読み上げますので，前の

方で部長より委嘱状の受領をお願いいたします。 

 中山部長より委嘱状の交付 



３ 市民経済部長あいさつ 

中山部長 委員会に先立ちまして，ごあいさつを申し上げます。  

本日は，大変お忙しいところお集まりいただき誠にありがと

うございます。 

またこの度は，つくばみらい市環境基本計画策定検討委員会

委員をお引き受けいただき，重ねて御礼を申し上げます。 

平成１９年３月に策定した「つくばみらい市環境基本計画」

は，計画期間を１０年としておりましたが，今年度，最終年

度を迎えております。 

そこで今回，環境の保全に関する施策の基本的な事項につい

て，委員の皆様にご審議をお願いすることといたしました。 

この１０年の間で，社会環境や地球を取り巻くさまざまな環

境問題も変化しております。 

今後の環境に対する取り組みは，市役所だけが行う施策では

なく，市民，事業者がそれぞれに，またはお互いに協力して，

自然環境の保全に取り組むことが重要でございます。 

委員の皆様には，様々なお立場から活発なご議論をいただき，

環境施策の推進についてのご意見の取りまとめをお願い申し

上げまして，あいさつとさせていただきます。 

４ 委員自己紹介 

事務局 それでは，第１回目の会議ということでございますので，各

委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。なお，吉

田委員につきましては，都合により欠席との連絡を事前にい

ただいております。 

 

各委員より自己紹介，事務局職員及び委託業者紹介 

 

５ 委員長・副委員長の選出 

事務局 それでは，委員長・副委員長の選出についてですが，環境基

本計画策定検討委員会要綱第３条第１項の規定により，委員

の互選で選出されることとなっております。委員の皆様のご

意見を賜りたいと存じますがいかがでしょうか。 

 

⇒事務局一任の声 

 

事務局一任とのご意見がございましたがよろしいでしょう

か。 

それでは事務局より案があれば提案願います。 



事務局 事務局としては，委員長はつくばみらい市議会経済常任委員

長の鐘ケ江礼生奈委員，副委員長はつくばみらい市商工会会

長である齊藤登委員を提案いたします。 

事務局 お諮りいたします。只今の事務局案でよろしいでしょうか。 

「異議なし」とのお声がありましたので，委員長には鐘ケ江

委員，副委員長には齊藤委員にご就任いただくことと決定さ

れました。 

６ 委員長・副委員長あいさつ 

鐘ケ江委員長 

 

 

 

只今，つくばみらい市環境基本計画策定検討委員会委員長に

ご選任いただきました，つくばみらい市議会経済常任委員長

の鐘ケ江と申します。委員長の重責を担うことになりまして

身の引き締まる思いです。不慣れな者ですけれども，この委

員会の公正かつ円滑な議事，進行に努めますので，委員の皆

様方のご協力をよろしくお願いいたします。 

齊藤副委員長 今皆さんから副委員長というような重責を拝命いただきあり

がとうございます。委員長を補佐し，皆さんのご指導ご鞭撻

をいただきながら勉強して参りたいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。 

７ 議事 

事務局 それでは，会議次第に基づき議事に入る前に，資料の確認を

お願いします。 

 

～資料の確認～ 

 

それでは，議事に入らせていただきますが，この会議は，つ

くばみらい市審議会等の会議の公開に関する指針に基づき，

傍聴可能となり公開となります。議事内容は議事録にまとめ，

市ホームページ上にて公開させていただきますので，委員会

が円滑に進むよう，ご協力をお願いします。 

また，議長は要綱第５条第１項により委員長がつとめること

とされております。鐘ケ江委員長にこの後の議事進行をお願

いいたします。 

鐘ケ江委員長 それでは，要綱に基づきまして，議長を務めさせていただき

ますのでよろしくお願いします。 

本日は，９名の委員中８名出席であり，出席者が委員数の過

半数となりますので，要綱第５条第２項の規定により会議が

成立することを報告いたします。 

早速，次第に従いまして，会議を進めてまいります。 

「議事第１号 環境基本計画策定のスケジュールについて」



事務局から説明を求めます。 

事務局 つくばみらい市環境基本計画策定のスケジュールについて説

明させていただきます。 

まず，第１回会議ということで，本日８月５日が第 1 回目の

委員会会議となります。 

その後，第２回目の検討委員会会議を１０月中旬頃に予定を

しております。その２回目の検討委員会会議を受けまして，

計画の修正やその後に続きますパブリックコメントに向けて

準備作業を進めていきたいと考えております。１１月中旬頃

の予定ですが，計画の修正作業が終了しましたら，パブリッ

クコメントを約１ヶ月間，実施を考えております。そのパブ

リックコメントを受けまして，市民の方々からご意見があれ

ばそれに対する回答や計画の修正を行い，来年１月の中旬頃

に第３回目の検討委員会を予定しております。大まかなスケ

ジュールは以上となります。 

鐘ケ江委員長 説明が終了しました。今の説明について，ご質疑はあります

か。 

 

その他ないようですので質疑を終了いたします。 

鐘ケ江委員長 続いて，「議事第２号 環境基本計画の策定方針について」事

務局から説明を求めます。 

事務局 まず，環境基本計画について，おおまかに説明させていただ

きます。 

環境基本計画は，良好な環境の保全と創出に関する基本的な

計画であり，市民，事業者，行政が協力・連携のもと，環境

保全への取組の目標・方向等を設定・提示し，各主体の行動

の促進等の施策の展開を図るとともに，学校や関係団体等に

よる地域の教育活動全体を通じて，環境教育を計画的に推進

することが求められています。 

また，地域における環境保全活動の担い手づくり等に率先し

て取り組むことが期待されています。 

今回，市では環境基本計画策定検討委員会を設置し，委員の

皆様のご意見と，本市の実情をふまえた計画案の策定を図り

たいと考えております。 

計画案の詳細については，コンサルタントの日本都市設計よ

りご説明いたします。 

委託業者 日本都市設計の中村です。 

 

（説明省略） 



事務局 補足説明 

 

（説明省略） 

 

鐘ケ江委員長 説明が終了しました。今の説明について，ご質疑はあります

か。 

藪﨑委員 目標指標として具体的な数値目標を設定する場合に，市では

計画を立てますが，市民はどうすればいいのかが記載されて

いないのですがどうですか。 

事務局 本日のところは明確な回答はできませんが，その辺をきちん

と考え，この計画の見直し作業を進めさせていただきたいと

思います。 

浅野委員 産業のところでパーセンテージが書いてありますが，このパ

ーセンテージは，就農者数のことを言っているパーセンテー

ジなのか，生産した金額のパーセンテージなのか，教えてい

ただきたい。 

続いて，「充実した市街地の形成を図ります。」この充実し

たとは，どういうことを指しているのか。 

「開発による緑地の減少と保全，農業とのかかわり，人口減

少・高齢化」と書いてあるが，その課題が，環境とどうかか

わっていくのか説明していただきたい。 

環境基本計画の中に「不法投棄の対策として市民参加による

監視」と書かれているが，監視と言う言葉は少しきついきが

する。「不法投棄の対策として啓発活動をする」のように柔

らかい言葉の方が計画書としていいのではと，私としては感

じました。 

事務局 今ご指摘のありました部分につきましては，まだはっきりと

内容が固まっていません。ご指摘のありましたとおり，表現

方法などをきちんと整理し，作成したいと思います。 

浅野委員 第一次産業である農業は，２０年間で８．６％から４．４％

と半減している。この半減しているものは何なのか。 

委託業者 就業者です。 

浅野委員 分かりました。 

事務局 不法投棄の監視という言葉は，確かに語源はきついところが

ありますが，市民の方にも不法投棄とは隠れた所，目立たな

い所とかに持ち込まれるので，見かけたらすぐに市役所の生

活環境課に報告いただきたいという意味合いで使わせていた

だきました。ご指摘のありました語句の強弱なども考慮に入

れたいと思います。 



浅野委員 「充実した市街地の形成を図ります。」この充実したとは，

どういうことを指しているのか教えていただきたい。 

事務局 充実したとは，居住や流通，店舗関係，また，会社が，今よ

りも更に張り付いたというようなイメージです。 

委託業者 ここでは，居住と流通，それと商業等，何でも備わっている

というような意味合いで，充実という用語を使いましたが，

ご指摘のように適当ではなかったかもしれません。 

浅野委員 「開発による緑地の減少と保全，農業とのかかわり，人口減

少・高齢化」について教えてください。 

委託業者 ブロック毎に人口をだしてみますと農業地域は若干減ってお

り，丘陵部とその周辺は増えております。人口減少だけでは

説明不足でした。 

自然を維持するためには，ある程度人が動かなくてはならな

い。それが人口減少，あるいは高齢化によって人の手がなく

なってしまう。それに対し，どのように協力し合っていくの

を記載したかったが，まだ原稿の書き始めなのでそこまで記

載できませんでした。 

浅野委員 分かりました。 

鐘ケ江委員長 ほかにございませんか。 

篠原委員 この基本計画は，策定後に市から市民に提示されるものとい

うことでよろしいんですか。 

委託業者 まだそこまではまとまっておりません。 

事務局 最終的にまとまったらということです。 

篠原委員 先程，人口の構成比のところで就業者数の比率であるとお答

えいただいたが，そもそも２０年間でどれくらい人口が増え

ていったのか，過去１０年間では４万１千人が５万人ですか

ら２割ぐらい増えている。２０年間では半減してしまってい

ると読んでしまうと農業の就業者数が半分になってしまった

というような捉え方になりかねない。比率か絶対数のどちら

かで記載するとしたら，絶対数を書くべきではないか。この

ままの表現では，農業は半分になりました，製造業は１割減

りました，サービス業だけどんどん増えています，と言う文

章に読めてしまいかねない。絶対数と参考までに比率を併記

するという方がいいのでは。実際に農業者数はそんなには減

っていないと思うので。 

委託業者 農業は捉え方が難しく，ここでいう農業と言うのは，専業で

す。専業農家は随分減り，兼業がほとんど多くなっています。 

篠原委員 実態をうまく表現できばいいんですが。このように記載され

ているとやや誇張しているような感じがしたので申し上げま



した。 

事務局 これから見ると半分だと強調しているようにも読めますの

で，数字などの表現方法についてきちんと整理します。 

鐘ケ江委員長 ほかにございますか。 

 

私から２点よろしいですか。 

計画の対象範囲のところで，前回の計画ですと，安全と公害

というのが記載されていますが，今回の計画は，自然環境，

生活環境，地球環境の３つです。安全と公害はどうなのか。 

もう１点は，メディアパークシティ整備構想と記載されてい

るが，これは今動いているのか停止しているのか分からない。

この構想が現在あるのかどうかを調査しないといろんな面で

係わってくると思うので，この構想がなぜ書いてあるのか分

かりますか。 

委託業者 それに関しては，ほかの計画などを参考していますが，未確

認の部分がありますので，最終的には確認を行います。 

鐘ケ江委員長 分かりました。 

事務局 前回の計画には，安全・公害という記載があり，その中で大

気汚染，騒音，振動をまとめておりましたが，今回は，生活

環境の中に大気汚染，水質汚濁，騒音，振動などの項目に類

するものを含めて提案させていただいていますが，再度検討

してみたいと思います。 

あと，メディアパークの記述は，前回のものを踏襲したよう

な形ですので，今後精査していきます。まだ概略的に記載し

たものであり，そぐわないところもあります。 

メディアパークについては完全になくなったわけではありま

せんが，現在のところ動いていない停止しているようでござ

います。 

鐘ケ江委員長 そのほかご質問ございますか。 

ないようですので質疑の方を終わりにさせていただきます。 

鐘ケ江委員長 続いて，「議事第３号 その他」になりますが，事務局から

何かございますか。 

事務局 事務局から提案させていただきます。 

本日の委員会では，時間の関係もあり，各委員の皆様が話し

たりなかったこと等あったと思いますので，事務局で様式を

作り，各委員の皆様からご意見を記載の上ご提出いただけれ

ばと思います。 

様式ができしだい，郵送にてやりとりさせていただきたいと

思います。 



アンケートというようにイメージしていただければと思いま

す。１年という限られた中で基本計画を策定するため，委員

の皆様の意見を取り入れ，今後１０年間を見据えた計画を作

れればと考えております。皆様にはご面倒をおかけしますが，

よろしくお願いしたいと思います。 

鐘ケ江委員長 今，事務局から提案のあったとおりで委員の皆様どうでしょ

うか。 

異議ございませんか。 

 ～異議なし～ 

鐘ケ江委員長 以上で，本日の議事は終了いたしました。よって議長の職を

解かせていただきます。 

８ 閉会  

事務局 以上をもちまして，本日の第１回目の会議を終了させていた

だきたいと思います。 

 


