
 

つくばみらい市環境基本計画策定検討委員会第３回会議 会議録 

 

 

１ 開催日時  平成２９年３月１７日（金） 

午後１時３５分から午後２時４３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 

吉田 のり子 委員 

横田 明 委員 

篠原 督夫 委員 

直井 光一 委員 

 

４ 欠席委員  齊藤 登 委員 

原 圭司 委員 

 

５ 出席職員  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ましたので，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３回の会議を開催いたし

たいと思います。 

本日は各委員の皆様には，年度末のお忙しい中検討委員会

にお越しいただき誠にありがとうございます。 

本日のご審議の方もよろしくお願いします。 

本日は，９名の委員中７名が出席ということで，要綱に照

らし合わせまして，定足数に達しておりますので，本日の

会議は成立することを報告させていただきます。 



 それでは，議事に従いまして，会議の方進めさせていただ

きたいと思います。 

鐘ケ江委員長よりあいさつをお願いいたします。 

２ 委員長あいさつ 

鐘ケ江委員長 みなさんこんにちは。 

本日のつくばみらい市環境基本計画策定検討委員会第３

回の会議開催にあたりまして，一言ごあいさつをさせてい

ただきます。 

本日は，委員の皆様におかれましては公私にわたりお忙し

い中，ご出席いただきまして，ありがとうございます。 

午前中は，市内小学校の卒業式がありました。 

私は，板橋小学校にお邪魔したのですが，校長室の中に，

子供たちが校内で採取した蝶が標本として飾ってありま

した。その中に珍しい蝶もいたということで，つくばみら

い市は自然環境が豊かな所もあり，そういった動物とか蝶

とかがいるのかと思い，自然環境の大切さを感じたところ

でございます。 

さて，今回１月１１日から２月９日まで環境基本計画（案）

のパブリックコメントを実施いたしました。 

５名の方から意見をいただきました。 

意見の内容について，環境基本計画に反映させるかどう

か，委員の皆様にご審議，議論をいただきたいと考えてお

ります。 

簡単ではございますが，あいさつとさせていただきます。 

本日は，よろしくお願いいたします。 

３ 議事 

事務局 鐘ケ江委員長ありがとうございました。 

それでは，次第に沿いまして議事の方に入らせていただき

たいと思いますが，本日の資料を確認させていただきたい

と思います。 

本日，こちらの方がメインになるかと思いますが，つくば

みらい市環境基本計画（案）に対する意見の内容および市

の考え方Ａ４横のものになります。 

同じくＡ４横になりますが，環境基本計画（案）の修正箇

所一覧，そして環境基本計画（案）こちらは修正箇所とな

っているものを修正したものになります。 

この３つの資料をお持ちでしょうか。お持ちでない場合

は，予備の資料がありますので，お渡ししたいと思います 



が，資料は大丈夫でしょうか。 

それでは，議事ですが，議長は検討委員会の要綱により委

員長が務めることになりますので，鐘ケ江委員長に議事進

行をお願いいたします。 

鐘ケ江委員長 それでは次第に従いまして，会議を進めてまいります。 

議事第１号「パブリックコメントに対する市の考え方の説

明及び委員会としての意見の集約について」事務局から説

明を求めます。 

事務局 意見の件数が多いので，「つくばみらい市環境基本計画

（案）に対する意見の内容および市の考え方」Ｐ１からＰ

２について説明する。 

鐘ケ江委員長 説明が終了しました。 

今の説明について，ご質疑のある方いらっしゃいますか。 

ないようですので，引き続き説明の方お願いします。 

事務局 つくばみらい市環境基本計画（案）に対する意見の内容お

よび市の考え方」Ｐ３から P４について説明する。 

鐘ケ江委員長 説明が終了いたしました。 

今の説明の中で，ご質疑ございますか。 

事務局 補足よろしいでしょうか。 

２２番の環境保全審議会という審議会が市の考え方の中

に含まれております。 

環境保全審議会については，環境保全条例の中でこのよう

な審議会を設けることが規定されておりまして，定員とし

ては１１名，その中には，学識経験者，環境行政機関の方，

市長が必要と認めるものとなっておりますが，市民の方に

も公募をかけまして，若干名入っていただいて，住民目線，

また事業者の意見も入れて，環境保全に関する重要な施策

や，環境基本計画が策定されてからの進行管理を審議する

場として平成２９年度以降設置を考えております。 

鐘ケ江委員長 その他，質問等はございますか。 

私の方から質問をよろしいでしょうか。 

１５番の市の取組みですが，学校教育の中で体験学習を積

極的にと記載されていますが，市の考え方としては，環境

教育の推進で環境学習や体験学習の場とあります。 

環境基本計画（案）Ｐ４３では学校の記載がないが，学校

教育も含めての考え方でよろしいのでしょうか。 



事務局 こちらは学校も含めて取り組みの方は考えております。 

環境基本計画（案）Ｐ４４市の取組みの表の中でも担当課

といたしまして，学校教育課と記載されておりますので，

学校の方の活動も念頭に置いております。 

鐘ケ江委員長 その他ないようですので，引き続き事務局の説明をお願い

いたします。 

事務局 つくばみらい市環境基本計画（案）に対する意見の内容お

よび市の考え方」Ｐ５から P６について説明する。 

補足といたしまして，２６番の件につきまして，「いばらき

水素戦略」とありますが，茨城県では，エネファームや水

素を燃料とした自動車，温室効果ガスを排出しないクリー

ンなエネルギーを推進していますので，本市でもいばらき

水素戦略の協議会に参加しております。 

２７番，２８番についてですが，こちらは専門的な意見と

なりますが，意見された方は，こういった研究をされてい

る方で，研究者としてご提言があったものです。 

ＦＡＣＥは筒戸地区にある地球温暖化が進行した場合稲

作にどのような影響があるか研究している場所になりま

す。環境学習の一環として視察などができれば活用できる

のかなと思います。 

浅層地中熱は，地下５ｍから１０ｍあたりは，年中温度が

一定である特性を利用する技術のようです。 

３０番で今後設置をします環境推進庁内会議，環境保全審

議会の事務局は生活環境課で行っていきたいと考えてお

ります。 

３１番の３６頁と３８頁に同じような項目がありますが，

このような取り組みは，低炭素社会に結びつくものと，公

害の低減にもなりますので，同じような考えになるのかな

と思い，入れさせてもらいました。 

鐘ケ江委員長 これまでのところで，何かご質疑はありますか。 

ないようですので引き続き説明をお願いします。 

事務局 つくばみらい市環境基本計画（案）に対する意見の内容お

よび市の考え方」Ｐ７について説明する。 

補足といたしまして，３５番ＰＤＣＡサイクルとあります

が，こちらは，環境基本計画（案）のＰ４５にありますよ

うに，計画の策定，実際に取組む，チェック，見直しのサ

イクルを回すことを今回基本計画の進行管理として掲げ

ております。 



 前計画の時に，進行管理があまり行われていなかった反省

を込めまして，今度の計画におきましては，まずＰＤＣＡ

サイクルでの進行管理を行っていきたいと思います。 

ご指摘のありました，ＰＤＭとはプロジェクトデザインマ

トリックスと専門的な名前ですが，いろいろな方が参加し

て，知恵を出し合ってそれを表にして，まとめて検討する

方法です。 

まず，ＰＤＣＡサイクルを行いながらＰＤＭを導入してい

ければと考えております。 

３６番になりますが，質問には市民会議の設置とあります

が，茨城県内でも専門部会のような形で，自然環境を調査

したり，寺社とか遺跡を歩いたり，環境活動を行ったりと

部門会の活動を審議会の下部組織として設置している市

町村もあるようです。 

当市においても，将来そういった活動を行えればさらに充

実した環境に対する取り組みになるのかと思います。 

鐘ケ江委員長 説明が終了しました。 

質疑はございますか。 

浅野委員 意見提出者が５人，意見件数が４０件とありますが，差し

支えなければ，住所，性別，年齢を教えていただきたい。 

また，パブリックコメントを実施した場合に，一般的に何

人位の方が意見を提出するのか教えていただきたい。 

事務局 

 

お住まいは，山王新田，筒戸，小島新田，南太田，みらい

平になります。性別は女性 1人，男性４人です。年齢は４

０代１名で，後は６０代から７０代になると思われます。 

意見の件数ですが，すべて把握してはいませんが，今年度

実施した中では，１件，２件と件数は少ないが，意見の数

は多いようです。環境基本計画（案）が，意見を出した人

数，件数とも一番多くなっています。 

今までの例ですと，他の計画ではパブリックコメント「ゼ

ロ」のケースもありました。 

環境基本計画（案）は皆さんに関心を持っていただき，貴

重な意見をいただけたのかなと思います。 

本年度，環境基本計画と合わせて策定しています一般廃棄

物処理基本計画では１名の方から十数件の意見をいただ

いております。 

浅野委員 ありがとうございました。 

環境に対しては，皆さん興味があるというか，関心がある

ということですかね。 



事務局 市民に関する取組みを掲げていますで，自分たちはどのよ

うなことを行っていけばいいのか等の意見が多かったと

思います。 

今回，環境基本計画を策定しましたら，市民の参加をどの

ように行っていくかが重要だと考えております。 

篠原委員 ノーカーデーの文言が市の取組みに追加されていますが，

基本計画全体としては，あまり具体的な個別施策まで記載

せず，方向性だけを示した形となっている。 

ノーカーデーを設けることは決定しているのですか。 

事務局 年に数回ですが，市役所としましては実施した経緯があり

ます。 

篠原委員 市の取組みにあるノーカーデーは，市役所の職員だけが行

うモノなのか。 

事務局 市の取組みの欄に組み込むものなので，市の職員が実施す

るものになります。 

篠原委員 市全体として，この日は車を減らしましょうとの形で動く

のであれば，あらかじめ市内企業等に周知し事前準備が必

要ではと思います。 

事務局 ノーカーデーについては，市だけでなく市内全域で，実施

する場合は，環境保全審議会等で検討したうえで実施した

いと考えております。 

横田委員 環境基本計画（案）P２７自然環境の保全のことが記載され

ていますが，市内でどのくらいの団体があるか把握してい

れば教えていただきたい。 

事務局 生活環境課では，団体数の把握をしておりませんので，今

後，市民サポート課などで把握しているボランティア団体

等を伺いながら，進めてまいりたいと考えております。 

横田委員 ボランティアのネットワークを作ってはどうかと考えて

おります。 

事務局 ボランティア団体が育っていけば，市民の皆様の活動も一

層深まるのかなと思います。 

市としても検討していきたいと思います。 

鐘ケ江委員長 議事第１号「パブリックコメントに対する市の考え方の説

明及び委員会としての意見の集約について」は事務局案の

とおりとしてよろしいでしょうか。 

 異議なし 



鐘ケ江委員長 今回の，第３回検討委員会をもちまして，環境基本計画

（案）のすべての審議を終了いたします。 

昨年８月の第１回検討委員会から長きにわたりご審議を

いただきましてありがとうございました。 

続いて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 お配りした資料の中の，環境基本計画修正箇所一覧の中

に，パブリックコメント等で修正した箇所を示しておりま

すので，ご確認ください。 

環境基本計画の今後のスケジュールとしましては，第３回

の検討委員会で審議が終わりましたので，今後，市の内部

会議に説明したのち，次の議会で環境基本計画の策定が終

了したことを報告し，市民に公表したいと考えておりま

す。 

鐘ケ江委員長 以上をもちまして，本日の議事は終了しました。 

よって，議長の職を解かせていただきます。 

４ 閉会 

事務局 皆様には昨年の８月から本日までの間に３回，忙しい中ご

出席いただき，また，貴重なご意見をいただき，ここまで

たどり着くことができました。 

改めて深く御礼申し上げたいと思います。 

本日の会議の内容を受けまして最終的に次期環境基本計

画を取りまとめさせていただきたいと思います。 

今までご審議いただきありがとうございました。 

これにてつくばみらい市環境基本計画策定検討委員会第

３回会議を閉会いたします。 

 

 


