令和２年度第１回つくばみらい市環境保全審議会
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７ 議事内容
・開会

午後２時００分開会

・委嘱状交付

委嘱状交付

・市長あいさつ

市長あいさつ

・議案第１

会長，副会長選任
（会長 天野一男），（副会長

石塚武彦）

・あいさつ
天野会長あいさつ
・議事
天野会長が議事を進行する。
議案第２
天野会 長 議案第２ つくばみらい市環境基本計画実施
計画の令和元年度実績について事務局より説明 を お願
いします。
事務局 つくばみらい市環境基本計画の基本目標ごとに
説明を行い，その都度質疑応答とする。はじめにつくば

みらい市環境基本計画実施計画（基本目標：自然との共
生）の実績について説明する。
天野会長 説明が終わりましたので内容について意見，質
問はございますか。
柚山委員 1-1-3 外来生物の調査，駆除についてアライ
グマのみか。
1-1-5 身近なみどり促進事業について，市においてこ
の事業を用いて整備するのが適切と考えられる場所を
特定しているか。また，取組を継続している事業はある
か。
1-1-6 都市農村交流活動支援事業において，ボランテ
ィアに支援をお願いしたり，市長が現場に訪れることで
積極的な広報を図るなどの施策が有効と考えられます。
1-1-9 多面的機能支払交付金事業については具体的に
何を目指しているのか。どういった指導・助言を行った
か。地域資源とは。優良事例を市報等で紹介すると良い
と思われる。
1-1-12 市民農園管理事業について，土地は市有地か個
人の土地を借用しているのか。個人の土地であれば，耕
作放棄地を利用する方法も考えられる。また今後区画を
拡張していくのか伺う。
1-2-1 都市公園整備及び管理事業においては，シンボ
ルツリーを念頭に整備することが望ましい。また草刈り
の時期，回数について適切と判断している根拠を示して
ほしい。
1-3-4 水質調査事業において，ため池に放射能性物質
の蓄積はないか。防災用ため池は適切に管理されている
か，この場で議論するかは疑問ではある。また水質調査
箇所を変更した理由は。
1-3-5 生活排水処理施設整備事業において，合併浄化
槽は適切に検査・管理されているか。％とともに合併浄
化槽の設置件数を示していただきたい。
事務局

1-1-3

アライグマは環境省で特定外来生物に指

定されております。特定外来生物とは，既存の生態系，
人の生命，身体，農林水産業へ被害を及ぼすもの，又は
及ぼすおそれがあるものです。
茨城県では，第２次茨城県アライグマ防除実施計画を実
施しており，防除従事者講習会を受講し，筆記試験に合

格した者は，箱罠を設置して捕獲・運搬することができ
ます。つくばみらい市でも産業経済課及び生活環境課職
員が取得し，捕獲した個体を運搬して，県に殺処分を依
頼しております。現状においては，特定外来生物のアラ
イグマ を駆 除す る施 策を県 と連 携し ，促 進して いきま
す。
柚山委 員

アラ イグ マ以外 のハ クビ シン やイノ シシな

どの外来種は考慮しないのか。
事務局

特定外来生物に該当しておらず，現時点では駆

除計画はございません。
1-3-4 水質調査事業におかれましては，平成２９年に
調査箇所の見直しを行いました。およそ１５箇所から４
箇所に変更しております。主な理由としまして，基準の
水質超過が起こりやすい箇所や，牛久沼流域の河川及び
ため池などに変更しました。
ため池において放射性物質等の調査は行っていません。
防災用ため池につきましては，今後参考とさせていただ
きます。
天野会長 他の課の施策につきましては，事務局にて持
ち帰り協議して，次回の審議会にて報告をお願いしま
す。
石塚委員 生物調査の研究も難しい中，生き物調査がな
されていない。植物・昆虫などの研究も進んでいない。
つくばみらい市も住環境が変わりつつあり，外来生物も
多くなっていると思われる。ブラックバス・ブルーギル
などの外来生物について，時間をかけて調査を行い，駆
除を行えるよう検討していただければと思います。
松崎委員 全体にわたって，目標値と実績値の乖離が見ら
れる。数値目標の見直しを行ってもらいたい。
事務局 令和３年度に環境基本計画の中間見直しを計画
しています。そこで目標値の改訂を担当課と協議してい
きます。
天野会長

数値目標もわかりにくいので，理由など記した

わかりやすい表記を求めます。
柚山委員 各施策の効果において，「～を行った」という
報告が多い。実績としてどうなのか。具体的な内容を記
載してほしい。
数値目標の無い評価については，実施したがどうだった
ことについて，自己評価するべきであり，行程を記載し
てほしい。実績にならなくても行動した計画について記
載してほしい。
天野会 長 ほかに 質問がな いようですので以上で 自然 と
の共生について質疑を終了いたします。
続いて，循環型社会の形成について，事務局より説明を
お願いします。
事務局 つくばみらい市環境基本計画実施計画（基本目
標：循環型社会の形成）の実績について説明する。
天野会長 説明が終わりましたので内容について意見，質
問はございますか。
深谷委員 2-3-2 防犯灯ＬＥＤ化事業において，３年計
画として更新したということで，１年ごとなど，更新し
た場所を特定する資料を掲示してほしい。またホームペ
ージで公表されているか。
事務局
防災課において蛍光灯仕様の防犯灯のＬＥＤ
化については，令和元年度においてほぼ更新を完了して
おります。残りにつきましては，水銀灯の防犯灯になり
まして，蛍光灯仕様よりも高い場所に設置されており，
ＬＥＤ化へのコストも高いため，更新頻度はかなり下が
りますが，今後も継続的に更新を行うと担当課から聞い
ております。
深谷委員 終了していない防犯灯もあると思いますので，
「見える化」として，ホームページなどに掲載を求めま
す。市民が安心できる街づくりを提供していただくよう
お願いしたい。
古舘委員 2-3 太陽光を設置する際，山林の伐採を行っ
ている。事務局としてどう捉えているか。

事務局
太陽光発電において，今年度 30ｈa を超える施
設が２件設置される予定ですが，山林を伐採して設置す
る場所は増えています。森林を伐採することにより，Co2
排出量が増えてしまいますが，太陽光自体は Co2 を排出
していない所が矛盾しています。そのあたりにつきまし
ても今後，環境面で考えていきたいと思います。
古舘委員 また，太陽光パネルの下に緑を植えている事例
もあるが，そのあたりついても伺う。
事務局
福島県におきまして，水田に太陽光を設置して
いる事例が見受けられます。当市の事例では，電気を売
却するのに高圧用電線に近い 台地部において設置する
傾向があります。
天野会長 石岡市において山の上の傾斜地に太陽光パネ
ルを設置すると，雨で地滑りを起こしたニュースを拝見
しました。つくばみらい市は山地が無い土地ですので，
事例は無いと思われるが参考までに。
柚山委員 経産省の調達価格算定委員会において，買取価
格が変更になっている。
営農型発電設備も増えているが，不適切な事案も見受
けられる。不適切な事案が無いか，気にかけております。
また，森林保全だけではなく，水素や廃棄物のエネルギ
ーなどから，ゼロカーボンシティ共同宣言都市として今
後の動向を注目しております。
2-1-4 ごみ減量化事業につきまして，学校教育との連
携が有効と考えます。また，ごみ収集事業者から聴収し
得られる情報で対策を検討すると良いと思います。
2-2 不法投棄防止事業においては，ＵＤ監視員をフル
ネーム表記か，日本語でわかりやすい表記をしたほうが
良いのではないでしょうか。
2-3-12 節水協力事業については，学校教育との連携が
有効と考えます。下水道とも連携し施策を実行すると，
なお良いかと思われます。
天野会長 ほかに 質問がな いようですので以上で循環型
社会の形成について質疑を終了いたします。
続いて，快適な生活環境の創出について，事務局より説
明お願いします。

事務局 つくばみらい市環境基本計画実施計画（基本目
標：快適な生活環境の創出）の実績について説明する。
染谷議長 説明が終わりましたので内容について意見，質
問はございますか。
石村委員 3-1-1 公害未然防止啓発事業について公害苦
情の内訳，一部事例を教えていただきたい。
事務局 60 件寄せられた中で，およそ半数は野焼きによ
る苦情です。その他ペットや騒音・振動によるものです
が，騒音・振動については年 3 件ほどです。
野焼きの苦情においては，当市ではもみ殻の焼却が多い
傾向です。農業に関連する行為ですので，例外規定とな
っていますが，近隣から苦情があった場合は，職員が焼
却している行為者に赴き，直接注意・啓発・指導を行っ
ております。
柚山委員 野焼きの苦情については，煙が出ないもみ殻の
処理方法など，行為者に対して代替案を示されるのが良
い解決策かと思われます。あと，実際の苦情が寄せられ
た件数と，解決した件数の表記をお願いします。
また，続けて繰り返し苦情が寄せられる行為者に対して
は，別の対策方法が考えられます。
3-2-4 屋外広告物の規制について，政治家の看板が長
年放置されているものがある。交通の障害になっている
ものもあるので，撤去していただきたい。
事務局 看板の撤去につきましては，選挙の関係の部署な
どと協議が必要な事案があるかと思いますので，内部で
協議いたします。
天野会 長 ほかに 質問がな いようですので以上で快適な
生活環境の創出について質疑を終了いたします。
続いて，参画と協働について，事務局より説明お願いし
ます。
事務局 つくばみらい市環境基本計画実施計画（ 基本目
標：参画と協働）の実績について説明する。
天野会長

説明が終わりましたので内容について意見，質

問はございますか。
天野会長 令和２年度の様々な活動などについてコロナ
による影響はありますか。
事務局 今年度はコロナの影響により各種講座が中止と
なっております。また市内一斉清掃活動において，今年
度はコロナウイルス感染症の影響により年２回予定し
ていた活動を中止することとなりました。コロナの影響
により次年度の実績報告がゼロになる施策が，多くなる
と思われます。
天野会長 催し物，講座などユーチューブやズームなどの
インターネット媒体を活用した講演会など，ぜひ活用し
ていただきたい。
古舘 委員 参-1-6 公共施設里親制度の把握の仕方につ
いて，公園にて個人で自主的に活動されている方もいら
っしゃる。市としてどのような周知・啓発を行っている
か。
事務局 ホームページでの周知・啓発を行っています。ま
た，公園を管理している都市計画課や，道路を管理して
いる建設課について，そのような相談があった場合は，
制度のご案内をしていただいております。
古舘委員 行政は縦割りなので，横との連携を密にお願い
して，周知徹底を図っていただきたい。
事務局
里親制度の実績把握については，年１回の実績
報告書をいただいております。里親制度加入者について
は約 130 名登録しております。
柚山委員 つくばみらい市においても，自発的な市民環境
会議をぜひ開催していただきたい。また高砂熱学工業
（株） との連携を進めていただけますようお願いしま
す。防災・災害との関連が多いので，民間事業者との連
携を検討願います。
天野会 長 ほかに 質問がな いようですので以上で参画と
協働について質疑を終了いたします。
貴重なご意見がありましたので，事務局は意見を整理し

今後の計画に反映できるよう努めてください。
議案第３
続きまして 議案第３ 災害廃棄物処理 計画の策定につ
いて事務局より説明願います。
事務局 災害廃棄物処理計画の策定について策定の背景，
目的及び計画内容について 説明する。 計画に関する意
見，質問は１０月中に電話，FAX，メールにてお送りい
ただくようお願いする。
天野会長 説明が終わりましたので内容について意見，質
問はございますか。
天野会長 委員から出される，意見，質問等に基づき，次
回の審議会で議論すると言うことでよろしいですか。
事務局 次回開催の審議会において，委員の皆様から頂い
た，ご意見ご質問等に関する回答をご用意しますので，そ
れに基づき議論をお願いいたします。
古舘委員

仮置場の場所について確認できますか。

事務局 市有地を複数箇所検討しておりますが，立地等を
配慮して検討しております。
石塚副会長 常総市では，水害時に勝手に出来てしまった
仮置場がたくさんあったので，早期に設置することと，仮
置場までの導線の設定を行う事が重要だと思います。
天野会長 本日は，これ以上の議論は難しいと思いますの
で，次回の審議会で，仮置場もテーマにしてもらって議論
したいと思います。質問票の様式と本日の資料の PDF デー
タを各委員にお送りして下さい。
事務局 委員の皆様のメールアドレス宛てにお送りさせ
ていただきます。
天野会長 ほかに質問がないようですので以上で災害廃
棄物処理計画について質疑を終了いたします。
天野会長
か。

その他 全体を通して質問，意見はございます

山野井委員 道路の道端に空き缶などゴミが散乱して い
ることが見受けられる。特に守谷からみらい平への道路
の草むら。モラルの啓発など必要ではないかと思われ
る。
天野会長
環境教育として検討をしていく ことが良い
かと思います。
岡田委員
環境基本計画について，わかりやすい改善を
お願いします。
その他について事務局より説明をお願いします。
その他
事務局

今後のスケジュールについて説明する。

天野会長 説明のあった今後のスケジュールについて質
問，意見はございますか。
天野会 長

質問が な いようですので事務局に進行をお返
しいたします。

・閉会
事務局 以上をもちまして環境保全審議会を閉会いたし
ます。
ご審議ありがとうございました。
午後４時００分閉会

