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審  議  経  過 

１．開会 

 

２．市長挨拶 

   

  司会： 市では，公開する審議会等の会議録への発言者の氏名記載について，

会議において承認を得られたものについては，記載する方針としてい

ます。 

     会議録公表前に全委員に確認いただき，了承をもらうことを条件と

して，氏名記載を全会一致で承認いただいております。 

       

【議事録公表前に全委員に確認いただき，了承をもらうことを条件に全会

一致で氏名記載を承認】 

 

３．議題 

 

協議事項 

１）平成３１年度一般廃棄物処理実施計画（案）について 

 

【事務局より説明】 

 

鈴木会長： 事務局の説明が終わりました。質疑等がありましたらお願いし

ます。 

 

堤委員： 排出抑制のための方策ということで，廃棄物減量等推進委員

制度なんですけれども，現在何名位の方が推進員になっておら

れて，具体的にどういう活動をされているのか。 

 

事務局： 人数につきましては，市内全地区で約160名です。活動内容に

つきましては，まず6月に廃棄物減量等推進員会議に出席いただ

き，7月から9月頃に，各地区の集積所で立哨活動を，お願いし

ております。その他，環境美化の際のお手伝いや3月にクリーン

作戦を実施しておりますので，そういったところの参加を，お

願いしております。 

 

堤委員： 買い物袋持参運動の推進について，マイクロプラスチック問

題が国際的に大きな問題になっていますが，このマイバックの

持参の呼びかけについて，少し表現として弱いのではないか。 

事務局： 確かにマイバックの呼びかけという表現ですが委員の指摘の



ように弱い気もいたします。推進員会議と年に1回の広報等で，

ごみ減量の身近にできる取組などを，紹介しているところで

す。また，ホームページでは，できるだけマイバックを使うよ

う啓発しております。 

確かに今，マイクロプラスチックの問題やスーパー等でのレ

ジ袋有料化というような動きもある中で，こちらについては表

現をもう少し考えさせていただきます。 

 

高橋委員： 生ごみ減量化の推進のところで，実際に堆肥がどの程度製造

されているのか，実際に当初では，堆肥を作ってというような

ことでしたが，今年度より本格稼働になりましたが，その辺の

推移について説明をお願いします。 

 

野口委員： 平成29年度の実績としまして，生ごみ堆肥化施設守谷事業所

では，7,020世帯から810トンを回収し，堆肥化しました。堆肥

の製品として12トンを製造し，11トンを協力世帯に配付しまし

た。1トンは保管しています。堆肥の製造過程ではそれより多く

の堆肥が製造されますが，堆肥化する際の材料（種菌）として

利用しています。 

なお，今後は，各小学校へ堆肥を配付して活用できるよう検

討しています。 

   

鈴木会長： ごみの分別の問題で，北団地ではアパートに外国人が非常に

多くなってきている。特に言われているのがベトナム人の方

で，ベトナム語の案内が無いと。何とか作ってもらいたい。ト

ラブルも発生してしまうので，ベトナム語の対応をお願いした

い。 

    

事務局： 外国人の方の居住が増えている中，ベトナム人の方が大変増

えており，現在市内では，中国人の方に次いで，ベトナム人の

方が2番目に多いという状況を確認しております。市としまして

も，その必要性があるということを鑑みまして，現在，ごみの

分別の方法をベトナム語に翻訳し直したものを作成しておりま

す。間もなくそのお話があった地区にも配布ができるような準

備を整えておりますので，今しばらくお待ちいただければと思

っております。また，これにつきましては，ホームページ等に

も掲載しまして，広く必要な方に向けて周知いたします。 

   

清野委員： 西板戸井の農業集落排水の汚泥ですけど，一般廃棄物と産業

廃棄物の違いは当然分かりますが，制度が変わったから取扱い



が変わった経緯を教えてください。あと処分費用の価格差があ

るかどうか，分かればお願いします。 

 

   事務局： 処理方法の認識が市から出るものということで，通常市の施

設で処理ができるものというふうに考えておりましたが，国か

らまず県に照会があったのではないかと思います。各自治体へ

の調査が入り，その状況を鑑みて，農業集落排水は廃掃法上浄

化槽汚泥に当たり，一般廃棄物に該当すると各自治体への周知

があり，周知に基づきまして，改めて適正な処理方法に切り換

えた形になっております。 

 コストにつきましては，手元資料がないため，後ほど確認し

まして，皆様に会議録を確認いただく際に，ご提示させていた

だきたいと思います。 

 

  堀内委員： プラスチック製容器包装ですが，あまり増えておらず逆に不

燃ごみの方が増えている。改めて自分の家を見ますと，かなり

プラマークが書いてあるもの，いろんな売られているものや製

品に多いというふうに，自分でごみを捨ててみると分かるなと

思いますが，自分の家で，そうやってプラごみを意識してみる

と，かなり不燃ごみが半分以下になっていることがありまし

て，これはもっと「手引きの配布により分別の徹底を図り」と

ありますが，この時代ですから，プラごみをリサイクルできる

のであれば，できるだけ多くプラごみとして回収するような取

組を，もっと家庭の方にも周知できるような方策があれば，不

燃ごみも減らせると思います。 

 

   事務局： プラスチック製品，容器包装も含め，製品本体も含めて生活

の中には，かなりの需要がある状況にあります。 

プラスチック容器包装を分けたにもかかわらず，不燃ごみが

増えている理由の一つとして，粗大ごみが有料になり，今まで

は粗大ごみというのが30センチを超えると粗大ごみになってお

りましたが，有料化に合わせまして，指定袋に入るものは不燃

ごみ扱いになり，できるだけ不燃ごみで出せるように袋に入る

ようなサイズに加工したり，壊して分解して出すケースが多く

なっていると思われます。 

また，容器包装ですが，確かに大きな変動がないということ

で，実際はもっと分ければ，確かにかなりのものが不燃ごみか

ら容器包装に移ることができるはずですが，難しいところは，

ただ単に分ければ汚れていてもいいと思っている方も，多いと

いうことでして，実際はこの排出量の中でも，リサイクルされ



ているものは約4割位で，せっかく分けていただいているのにリ

サイクルできるものは4割しかない，例えば缶とか瓶につきまし

ては，8割9割を超えるようなリサイクル率になっており，プラ

スチック製容器包装については4割，これはやはり汚れていたり

とか，或いは製品そのものが含まれていたりとか，正しい出し

方が認識されておらず，せっかく分けていただきながら，リサ

イクルできないという状況がありますので，こちらにつきまし

ては，それを広報紙やホームページ等で周知を図り，また区長

の説明会等でも，説明をさせていただいております。 

廃棄物減量等推進員の皆様にもご協力いただいて，よりご自

身の近いところから，そういった動きや理解を進めていく必要

があり，スタート時点から理解いただけるには，難しい問題も

ございましたので，まずはできることからやっていただけるよ

うな簡易な説明等も作っておりますので，広く，委員の皆様か

らも，貴重なご意見等いただければ，是非それを市民の皆様に

理解いただけるよう進めていきたいと思います。 

 

  大同委員： 事業所ですと，ごみを出す時に周りが見てますから，しっか

り教育するっていうことが大事だと思います。やはりそういっ

た形でない物が出てくると，そこでチェックが入れば，皆さん

気を付けると思いますが。  

 

  清野委員： 事業所では，周知徹底することで，ある程度は進むと思うの

ですが，排出抑制のための方策１から15までありますけど，か

なりの部分は，市民の意識が改善されないとできない部分が多

いですよね。そういう意味では，先に広報紙とか，いろんな形

で啓発しておりますが，もう少し環境に特化した形での広報の

徹底といいますか，ここをもう少し重点的に周知していったら

いいのではないかと思います。他の市町村でも，環境新聞を出

すとか，環境に関するシンポジウムを開くとか，いろんな方法

があると思いますので，それも検討していただければと思いま

す。 

 

   事務局： 環境新聞ですが，非常に良いお話しだと思います。各校に一

番訴えたいものを，それだけ抽出してあげられたら，見ていた

だける形も増えるのかなというふうに思います。また，業務と

して動物愛護も生活環境課で行っておりますが，年に1回広報で

特集的な形で，見開き2ページ位を使用しまして，掲載しており

ます。そういった形だと反響がありますので，秘書課と，環境

に関する月みたいなところを毎年いただけるように調整させて



いただきまして，まず，そこが入ってくると，かなり意識も違

ってくるかもしれませんので，是非，それは取組まさせていた

だきたい思います。 

 

  鈴木会長： 委員からの意見を踏まえて，平成31年度の実施計画について

は，一歩も2歩も進めるように，事務局の方で頑張っていただく

ことで承認してよろしいですか。 

 

【平成３１年度一般廃棄物処理実施計画（案）について決定】 

 

報告事項 

２）守谷市環境報告書について 

   

【事務局より説明】 

 

鈴木会長： 質疑は，ありますか。 

 

三ツ木委員： 保存緑地・保存樹木に関して，緑地それから大きくて古い樹

木等が保全されるというのは非常に市の環境として，自然環境

としてもいいことだと思います。それで，保存緑地・保存樹木

は，民間の所有地にあるものが多いと思いますが，自治体によ

っては，例えば保存樹木の伐採や枝の刈り込み等について，補

助していると聞いておりますが，緑地樹木について，守谷市で

はどういう補助をされているのか教えていただきたい。 

 

事務局： 保存緑地・保存樹木につきましては，生活環境課は，担当部

局ではありませんが，保存樹木等については補助金が出ており

ます。保存緑地についても，同様に補助金は出ております。 

 

三ツ木委員： 昨年度の審議会でも質問しましたが，ひがし野から守谷沼に

かけての水路について，除染が進んでいないということで，主

管課が建設課ということなので，はっきり分からないという説

明でしたが，その後の除染の状況について何か分かりましたら

お願いします。 

 

事務局： プロムナード水路の件だと思いますが，プロムナード水路の

除染につきましては，平成24年度の除染計画策定当初から，民

地とか，小中学校・公園・幼児施設等については除染に対する

指針が示されていましたが，水路に対する除染の指針が示され

ておらず，現在でもまだ除染に対する指針が示されていないと



いうことがありまして，現在の状況になっております。 

        仮に浚渫をした時に，放射性物質が多かった場合，処理でき

る場所が問題になってきます。 

これは，やはり指定廃棄物になり，ごみを燃やしたときに出

る焼却灰等に放射性物質が含まれて，それが処理できないのと

同様に，浚渫物や或いは。家庭の中で除染した除染土壌も，現

地保管になっており，それと同様に，持って行く場所が無いと

いうのが一番大きな問題で，仮にこれを1か所にまとめて，本来

でしたら処理に充てるというのが一番よろしいでしょうが，ど

こに持っていくのかと言った時に，やはりそれぞれの自治体等

では，私のところでいいですよとか，私のところでできます

よ，という話には中々ならないと思います。そのために，どう

しても現地保管にならざるを得ないというのが今の状況にあり

まして，浚渫土壌についても同様で，やはりある程度の高い数

値の放射性物質が含まれているものは，処理が難しく，本来浚

渫した土壌ですから産業廃棄物になりますが，仮にこれが8,000

ベクレルを超えてしまえば，指定廃棄物になりますので，持ち

出しができなくなってしまいます。浚渫しても，また雨水が流

れてくれば溜まってしまい，家庭の中でもホットスポットと言

われる場所があって，庭の片隅ですとか，或いは雨水や落ち葉

が集まるところというのは，高い数値になる傾向がございま

す。こういったものから，まだ，そういったところは高くなり

ますので，そういったものが集まれば集まるだけ，高くなって

しまう。プロムナード水路も，そういったものが流れてくるも

のですから，浚渫しても，また高くなるおそれがあるというこ

ともあり，明確に全て問題をクリアする方法を確立するのは難

しい状況にあります。 

こちらについては，毎年通常の幼児施設や学校や公園と同様

にモニタリングしておりまして，数値等は把握していますが，

やはり場所によっては高くなって，また前々日や前日が雨天の

時は，数値が違ってくるという，その繰り返しで，もちろんセ

シウムですので，緩やかな半減期があり，少しずつは減少して

おりますが，やはりマイクロという数値ですので，日によって

は上限してしまうというような形になります。これを一元的に

きれいにしてしまうというのは，なかなか方法の確立が難しい

ということもあって，今のところ立ち入り禁止という手法を取

らざるを得ないというのが現状です。国からも毎年確認に来て

おり，市の状況等を説明していりますが，やはり明確な方法と

いうのは，中々提案いただけない状況にあります。 

 



高橋委員： 市では，費用をかけて斜面林を，買収しているが，斜面林の

維持管理について，どういう方向でこれから実施していくの

か，その辺のところを，具体的に説明をお願いしたい。  

それに合わせて，公園等管理団体助成金と実際にリンクがで

きるのかどうか，詳しく説明をお願いします。 

 

事務局： 斜面林につきましては，主管課が都市計画課になりますの

で，実施する団体が決まった時点で協議を詰めていただくよう

になります。ここで決めることは，できませんので，よろしい

でしょうか。斜面林につきましても，基本計画に基づいてお願

いしたいと思います。 

 

鈴木会長： この問題は，最初からあり，環境報告書は他の部局の部分も

集約しており，生活環境課では，必ずしも答えられないので，

答えられない部分は，例えば後日に報告するとか，事前に説明

を求めるというふうな形でないと，環境報告書そのものが，

元々最初からそういうことが，あるのは分かっているので，そ

の辺の工夫をしてもらわざるを得ない。担当部署ではないの

で，答えられないという問題がありますので，その辺はこれか

ら事務局の方で，いろいろ考慮してもらいたい。 

 

事務局： 環境基本計画は，関係機関，関係各課との協力調整のもとに

作成しております。もちろん斜面林や公園の助成事業など，そ

ういった問題につきましては，まず，在りきがこの環境基本計

画で，それに基づいた市の行動というのは決まっておりますの

で，行動というのは，調整を経て作成しているものですから，

こちらを大前提にして，この考えに沿った形で具体的な取組

は，それぞれ各課主管課の方で取り組んでいく形となります。

そうした中で大きな動きや或いは，皆様にお知らせしなければ

いけない場合につきましては改めて，資料を提示させていただ

きたいと，考えております。 

 

鈴木会長： 質問については，審議会の中で答えられなくても後日報告して

いただくよう対応してください。 

 

高橋委員： 是非，関係機関の方にも，我々の趣旨をきちんと説明して，

やはり環境保全という意味での取組をきちんとしていただくこ

とが，大事なのかなと思います。 

 

高橋委員： 除染によって出た放射性廃棄物，実際には常総環境センター



の入口のところに山積みになってますが，それの動向につい

て，今どういう状況にあるのか，実際に将来に向けて，それを

どこまで搬出していただけるのか，一番至近距離に私ども住ん

でおりますので，そういうことの中で大量の廃棄物があります

ので，説明をお願いしたい。 

 

事務局： 常総環境センターで保管しているのは，除染によって出たも

のでありません。除染によって出たものは，それぞれ現場保管

をしているもので，常総環境センターで保管している放射線量

の高い物質，これは指定廃棄物といいまして，ごみを燃やした

ときに，その飛灰ですとか飛灰の固形物に含まれたセシウム等

を集塵すると，どうしても抽出した飛灰等に多く含まれます。   

これは，8,000ベクレルを超えると指定廃棄物という形で指定

されまして，これは国が本来処理しなければいけないものです

が，これを最終処分する場所というのが，現在ないため，今は

各市で焼却した残渣に残った放射線量の高い廃棄物というの

は，それぞれ各市で保管してるような形になっております。今

現在は，国の補助によって30センチの厚さのコンクリート製の

ボックスカルバートで保管しております。今後の状況につきま

しては，環境センターの方が出席していますので補足します。 

 

野口委員： 平成29年度に国の補助金を利用しまして，30センチの厚さの

コンクリート製の強固なものを作りまして，そこに一時保管し

ております。ただし，国としての処分場がまだ決まらなく，茨

城県としては個別保管となっておりますので，当面の間は，そ

こで保管して行かざるを得ないような状況であります。なお地

元との協議の中で，ボックスカルバートそのものが目立っても

ということで，周囲については鋼板壁で囲って，ボックスカル

バートが，見えないような取組をしております。 

 

２）平成２９年度公害実態調査について 

 

【事務局より説明】 

 

 

質疑応答なし 

 

 

 ３）守谷市役所の二酸化炭素排出量について 

 



【事務局より説明】 

 

質疑応答なし 

 

 

 ４）市役所のグリーン製品購入実績について 

 

【事務局より説明】 

 

質疑応答なし 

 

 

 

４．その他 

１）第１８回利根川河川敷クリーン作戦の概要について 

 

【事務局より説明】 

 

質疑応答なし 

 

 

５．閉会 

   

 


