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審  議  経  過 

１．開会 

 

２．市長挨拶 

   

３．委嘱状交付 

 

 【各委員及び事務局職員自己紹介】 

 

    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。 

      これまで，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したが，

今回，委員改選後初めての会議となりますので，改めて協議いただき

たいと思います。 

      皆様の御意見をお願いします。 

 

【これまで同様，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】 

 

４．議題 

 

協議事項 

１）会長・副会長の選出について 

 委員より推薦があり，次のとおり決定。 

  会 長：鈴木 榮 委員 

 副会長：清野 修 委員 

 

２）平成３０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。 

 

三ツ木委員： 生ごみ堆肥化事業について，現在，全世帯数の約 26,000 世帯に

対して，参加世帯数が約 4,400 世帯と少ないと思っていましたが，

平成30年度から市内全域が対象になるとどの位増えるのでしょう



か。 

 

事務局： 平成 30 年度から本事業となるため，計画収集区域を市内全域に

変更したと説明しましたが，正式には，対象拡大についてはこれ

から常総環境センターと協議していきます。 

御協力いただける世帯に申し込みいただくというスタイルは変

わらない予定です。 

 

三ツ木委員： 生ごみと可燃ごみを分けると可燃ごみを出す回数が週 1 回位で

済んでしまうので，ぜひ推進していただきたいと思います。 

 

   事務局： 市としても推進していきたいと考えています。 

 

渡邊委員： 浄化槽汚泥について，農業集落排水事業で出た汚泥は一般廃棄

物で，公共下水道事業で出た汚泥は産業廃棄物となり，その産業

廃棄物は浄化センターの管理になると理解してよろしいですか。 

 

事務局： 公共下水道事業の汚泥は，下水道法で産業廃棄物とされており，

汚泥を浄化センターで脱水しリサイクルします。 

農業集落排水事業で出た汚泥は，浄化槽汚泥に分類され一般廃

棄物となるため，常総衛生組合において処理することになります。 

この計画は，一般廃棄物処理の実施計画ですので，産業廃棄物

の量は含まれておりません。 

 

髙橋委員： 生ごみ堆肥化モデル事業が平成 29 年度で終わり，来年度からは

本事業として取り組むということですが，モデル事業をやってい

た中で，費用はどの位掛かっているのか，堆肥はどの程度できて

有効に使われているのかどうか，費用対効果など，どういう検討

を経て本事業となるのかということを説明願えればと思います。 

 

事務局： 先程の説明の中で，来年度から本事業になると説明しましたが，

今後，モデル事業という形で継続になるかも含め，常総環境セン

ターと構成市で話し合いをしていきます。正式に決定したという

ことではありませんので，訂正させていただきます。 

費用等につきましては，常総環境センターの稲川委員がおられ

ますので，稲川委員から説明いただければと思います。  

 

稲川委員： 堆肥の配布量ですが，平成 28 年度実績で，守谷事業所で 11 ト

ン，取手事業所で 2 トンを希望される協力世帯に配布しています。 

堆肥化施設の経費につきましては，現在，収集運搬を含めまし



て，守谷事業所で 1 トン当たり約 9 万 5 千円程度，取手事業所で

17 万円程度掛かっています。 

常総環境センターでは，（ごみ処理費用として）1 トン当たり 2

万 4 千円程度で処理することができます。 

 

高橋委員： 単純に比較はできないと思いますが，費用対効果を見ると，片

方では 2 万 4 千円でごみとして処理していて，生ごみ堆肥化事業

については，10 万円近い費用が掛かっている。ごみ処理について

は費用が掛かる状況の中，あえて生ごみ堆肥化事業としてやって

いくのが良いのかどうか，その辺のところは今後考えていかなけ

ればならない問題だろうと思います。 

      それから，生ごみを提供した人に堆肥を配布しているというこ

とですが，一般の人にも配布するべきではないかと思います。費

用が大変嵩んでいることからも，自分達の出した生ごみで出来た

堆肥を自分達だけで使うというようなことは，問題があるのかな

と思います。 

      それからもう一点。生ごみ堆肥化の処理業者がずっと同一業者

ですが，選定について明確にしていただいて，入札等を含めて，

その選定方法についても検討されるべきではないかと思います。 

 

事務局： 只今ご質問いただいた内容は，常総広域の議会で審議いただく内

容になるかと思います。守谷市単独でお答えできる内容ではありま

せんので，回答は差し控えさていただきたいと思います。 

     本日は，常総環境センターの稲川委員もお見えになっていますの

で，そうした意向はご承知置きいただけると思います。 

 

鈴木会長： 常総環境センターの議会やそのほか会議もあるようですが，費用

の問題，業者の問題等は，その中で検証していくのだろうと思いま

す。 

      環境審議会では，決定された報告の中で判断するというようなこ

とにさせていただきたいと思います。 

 

神宮委員： 12 ページの資源回収を目的とした小型家電製品の拠点回収につい

てですが，現在，都市鉱山ということで，東京オリンピックの開催

に向けて色々な電気製品等が回収されているようです。電気店で回

収されているのはわかりますが，拠点を含めて市民にどのように伝

わっているのか。どちらかというと，廃品回収業者が回収している

のが多い感じがしますが，実績はどの程度ありますか。 

 

事務局： 年間で約 1 トン程度の回収実績がございます。 



     小型家電の回収は，レアメタルの回収を目的に国のモデル事業と

して始まった経緯がございます。その後，小型家電のリサイクルや

ごみの減量化，希少金属等の回収に目的がシフトし現在に至ってい

ます。 

     開始当初から，廃棄物減量等推進員会議や市のホームページ，広

報紙等で周知しているところですが，御存知ないという方もいらっ

しゃいますので，周知方法を検討して改めて市民の皆様にお願いし

ていきたいと思います。 

     廃品回収業者につきましては，多くの場合，一般廃棄物処理業者

ではなく，廃棄物処理法に違反するケースが多いと思われます。勘

違いされている市民の方も多いと思いますので，啓発を行っていき

たいと思います。 

 

      

【平成２９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）平成２９年度公害実態調査について 

３）市役所のグリーン製品購入実績について 

 

司会： 報告事項に移らせていただきますが，申し訳ございませんが，報

告事項 2 の「平成 29 年度公害実態調査について」と，報告事項 3 の

「市役所のグリーン製品購入実績について」を先に説明させていた

だきます。 

 

【事務局より説明】 

   

   司会： 本来であれば，報告事項を全て説明後，質問等をお受けするとこ

ろでございますが，職員の入替がございますので，ここで報告事項 2，

報告事項 3についてご質問があればお願いしたいと思います。 

 

三ツ木委員： 放射線の調査ですが，公害実態調査の対象ではないかも知れませ

んが，震災後，ひがし野から守谷沼にかけての水路の放射線量が高

いと報道されていました。その後どうなっているのか教えていただ

きたいと思います。 

 

事務局： 現在は，管理者である建設課で年数回測定をしており，除去土壌

の処分先がないということで，一部放射線量が高いような所は，立

入禁止としている状況でございます。 



こちらの除染については，良い方法がないか，国とも何度か話し

合いをさせていただいておりますが，今後も引き続きモニタリング

調査をしながら，国の指導を仰ぎ，一日も早く解決に向かえればと

考えております。 

 

鈴木会長： 数値は下がっているのですか。 

 

事務局： 減衰期がございますので下がる傾向にはありますが，測定の前日

が雨であったり，状況により多少上下します。 

一概に，何年経てば大丈夫ということはありませんが，穏やかに

減少していくものと思われます。 

 

神宮委員： グリーン製品調達実績の納入印刷物ですが，年度によって 20％位

下がったり上がったりしていますが，納入業者が年度ごとに変わっ

ているということで，こういう変化が見られるのでしょうか。 

 

事務局： 納入印刷物に関しては，各課の事業によって変わります。 

グリーン製品ですとコストが高くなることや，中には印刷の色合

い等でグリーン製品ではないものを使う場合もあります。 

 

渡邊委員： 9 ページの水質調査で，農業用水路の 1 番トーワ流通守谷倉庫付近

の T－N とアンモニア性窒素の値が基準値よりかなり高い数値が出

ていますが。 

 

事務局： これは参考基準なので，環境基準値を超えているということでは

ありません。 

     こちらの参考欄にある 4 項目は，環境基準の項目からは外れてい

ますが，引き続き継続して調査を実施しているものです。また，こ

の昭和 57 年の基準値がかなり低いということもあります。 

ただ，高い数値が年々続いている所もありますので，引き続きモ

ニタリングはしていきたいと考えています。 

 

報告事項 

１）守谷市環境報告書について 

 

司会： 続きまして，報告事項 1「守谷市環境報告書について」を説明さ

せていただきます。 

こちらは，第 2 次環境基本計画策定時に，数値や取組の結果につ

いて，環境報告書という形で市民の皆様に報告していこうというこ

とになっており，今回初めて作成したものでありますが，今後，こ



のような形で毎年市の環境指標等を公開していくものです。 

 

【事務局より説明】 

 

報告事項 

４）守谷市役所の二酸化炭素排出量について 

 

司会： 続きまして，報告事項 4「守谷市役所の二酸化炭素排出量について」

を説明させていただきまして，報告終了後に改めて質疑等をお受け

したいと思います。 

 

【事務局より説明】 

 

 

飯田委員： 資料 6 の最後にある各使用燃料等の比較の表ですが，都市ガスが

平成 24 年度から急に大きく増えているのは，何か理由があるのでし

ょうか。 

 

事務局： 市内の小中学校にエアコンを整備した関係で増えています。 

 

 神宮委員： 総合計画後期基本計画の「緑を生かした景観の形成」で「緑被率」

が成果指標に揚げられています。環境報告書 4 ページの「目指す環

境像の実現に向けた取組」でも「残された緑を守り，豊かな自然環

境を保つ」とある一方，「環境に負荷が少ないエネルギーを有効に活

用する」とあります。ソーラー発電は，環境に負荷が少ないエネル

ギーを有効に活用する事業だと思います。今後，こういった事業が

展開された場合は，緑被率が下がることが懸念されますが，どちら

が優先事項なのかお聞かせ願えればと思います。 

 

事務局： これまでの守谷市の状況で申し上げれば，耕作放棄地等に太陽光

発電施設が設置されるケースが多く，太陽光発電施設の設置による

緑被率の低下については，それほど大きな影響はなかったと思って

おります。 

     そうは言いましても，他市においては乱立するようなケースも見

受けられることから，今後，太陽光発電施設が適切に整備されるよ

う，茨城県によりガイドラインが示されました。市町村によっては，

条例等で太陽光発電施設の設置について，景観や防災といった面で

規制をかけるという動きもあります。 

     守谷市にとって一番良い方法は何なのか，条例制定すべきかどう

かということも含めて今後の検討課題と考えておりますが，緑被率



と再生可能エネルギーのどちらを優先させるかということに関して

は，それぞれの目標に沿ってバランスを取りながらになるかと思い

ます。 

 

清野委員： 第 2 次守谷市環境基本計画を実効性のあるものにするには，市民

に対する啓発活動が一番重要だと思います。先程，市役所のグリー

ン製品調達実績や二酸化炭素排出量の報告もありましたが，市役所

の取り組みというのは，最終目的ではないはずで，市民や事業者に

対する模範を示すということだと思いますから，成果を踏まえて今

後どう展開するかということが大事だと思います。 

このような分厚い環境報告書は，審議会資料としては良いと思い

ますが，市民にこれを見せてもなかなか読む人はいないだとうと思

います。 

多くの市町村では，環境新聞やエコニュースなど，もっとコンパ

クトで全戸配布するような広報紙を作っているようです。ぜひ，市

民がわかり易い広報紙のような資料を検討されたらどうかと思いま

す。 

      良い所を増やしていけば，市民も積極的に参加してくれると思い

ますので，よろしくお願いします。 

 

事務局： 大変貴重な意見ありがとうございます。 

     この環境報告書を作成する際にも，手に取っていただいたときに

わかり易いものをと意識して作っていますが，例えば成果指標など

を抜粋した形で，もう少し見やすいものを概要版のような形で作り，

お示しできればと思います。 

       また，周知に関しましても，市民団体の方々と連携し，市の環境

に取り組む姿勢や，施策の成果等についてもお示し，それを広めて

いただくお力添えをいただきながらやっていきたいと考えておりま

す。 

堀内委員： 環境報告書の 8ページの進捗状況で，「ごみの分別収集に取り組ん

でいる市民の割合」が 80％程度になっています。認識としては，分

別しないと収集してくれないと思うのですが，2 割位低いというの

は，どういうことが考えられるのでしょうか。 

 

事務局： この指標は，市民の方を無作為に抽出して行っている総合計画に

基づいたアンケート調査結果によるもので，取り組んでいないとい

う層を見ると，一番多いのは 10 代，20 代というところです。おそら

くですが，10 代，20 代で親御さんと暮らしている方の場合，親任せ

になっていて，自分ではやっていないといケース。それと，アパー

トに住んでいる方が，可燃と不燃位にしか分けられていないという



ケースがあると考えられます。 

転居されて来た方にお聞きすると，守谷市は分別が多いわけでは

ございませんが，もっと少ない所からお越しになった方にはわかり

辛いという声も聞いたことがあります。地域の方との接点があまり

ない方というのは，市の配布物だけでは分別がわかり辛いという面

はあるのかもしれないとは思っております。 

     10 代，20 代といった層が低いので，難しいところではありますが，

ここに向けた取り組みができないか考えているところです。 

 

５．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 

 

髙橋委員： 少し時間をお借りして，私から報告させていただきたいことがご

ざいます。 

      昨年の 11 月 25 日，大野土地改良区という約 200 町の地域につい

て，利活用してほしいという陳情書が上がりました。議会では，そ

れを採択したということでございますが，非常に広大な面積があり，

守谷市の中で一番自然環境が残されている所です。秋には野鳥の渡

りが見られる場所でもあり，大切な自然が残されているという所で

す。守谷市としても，ここが開発されるということになりますと，

環境に膨大な影響を及ぼすことになります。 

今日は，環境審議会でございますので，直接の議題ではありませ

んが，守谷市の環境を保全していくうえで，よく検討をしていただ

いて，どう方向付けするかということについては，しっかり勉強し

ていかなければならないと思いますし，皆さんのお知恵もお借りし

たいと考えております。 

現在，市の企画課で，その利用について地権者の皆さんにアンケ

ート調査も実施されております。 

      先程，遊休農地等の話もでておりますが，実際には現在約 85％の

農地につきましては，農地中間管理機構を通して集約されており，

耕作者が不在ということではなくて，取り合いになるくらい耕作希

望者が多いという状況でもあります。その辺のところも含めてよろ

しくご検討の程，地域の当事者として皆さんにお願い申し上げる次

第でございます。 

 

鈴木会長： 現状は，今報告いただいたとおりで，これから色々な所で審議を



受けながら進めていこうというところだと思います。 

ある程度形が見えないと，環境審議会で審議すべきなのかどうか

よくわからないので，そういう話があったということで，報告とし

てお聞きするということにしたいと思います。 

 

６．閉会 

   

 


