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会 議 次 第 

１．開会 

２．市長挨拶 

３．委嘱状交付 

４．議題 

協議事項 

 １）会長・副会長の選出について 

２）令和３年度一般廃棄物処理実施計画（案）について 

報告事項 

１）守谷市環境報告書について 

２）守谷市役所地球温暖化対策実行計画について 

３）令和２年度公害実態調査について 

５．その他 

１）第２１回利根川河川敷クリーン作戦中止について 

６．閉会 
 

確 定 年 月 日 会 議 録 署 名 

令和３年３月１７日 会  長    鈴木 榮 



審  議  経  過 

１．開会 

 

２．市長挨拶 

 

３．委嘱状交付 

   

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】 

 

４．議題 

 

協議事項 

１）会長・副会長の選出について 

 【環境審議会条例第４条第１項の規定より，委員の互選によって，会長に鈴

木委員，副会長に清野委員を選出】 

 

２）令和３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。 

 

鈴木会長： 令和２年度の途中かもしれないが，新型コロナウイルス感染

症拡大対策で家庭に引きこもった人たちが多かったことは，ご

みの量に影響しているか。一般家庭の排出量を基本的には削減

しなければいけないが，その辺の影響が出ているのかお聞かせ

願いたい。 

 

事務局： 昨年のゴールデンウィークは，直接搬入の件数が多く，搬入

量の合計を見ても，家庭系一般廃棄物，特に可燃ごみの搬入量

が前年と比べて増えております。 



ステイホームが推奨されたゴールデンウィーク近辺で，東京

都知事から自宅の片付けをしましょうという話があったよう

で，そのため直接搬入が増えたという感触があります。また，

その後の傾向として，出勤をしないリモートワーク等が増えて

きたため，今まで職場で昼食等を取っていた方が自宅で昼食を

取ることによりごみが増加しており，今後も増加傾向は続くと

考えられます。 

鈴木会長： 令和３年度の計画では，その辺の対策があればお聞かせ願い

たい。 

事務局： ごみの減量につきましては，減量施策を今まで以上に市民の

皆様に周知し，啓発を行っていきたいと思います。 

具体的には，計画の４ページに記載している取組について，

広報紙やホームページ等を活用して啓発していきたいと考えて

おります。また，今まで国は３Ｒを推進してきましたが，そこ

に二つのＲとしてリフューズ，リペアを加え，５Ｒの推進によ

り排出抑制と再利用へのご協力を，市民の皆様に呼びかけてい

かなければいけないと認識しているところです。 

さらに，地域の皆様に対しては，廃棄物減量等推進員という

委員の選出を各地区にお願いしていますので，その委員と協力

しながら，さらなる分別徹底と減量化に努めていきたいと考え

ております。 

篠委員： コロナ問題で，医療用の廃棄物が出ますが，これは一般廃棄

物とは異なる分別になるのですか。 

事務局： 一般家庭で感染した方がいらっしゃった場合の廃棄方法につ

いては，国から各自治体等に通知が来ています。例えばその方

が使っていたマスクやウイルスが付いているようなものを捨て

る場合には，袋を二重にして，感染を蔓延させないような形を

とったうえで集積所に出していただき，回収は通常どおり収集

業者が行います。なお，感染防止に気を付けていただけるよ

う，市民の皆様にも周知しております。 

また，収集事業者の皆様には，新型コロナウイルス感染症が拡

大した時点で集まっていただいて，例えば消毒の体制や回収の際

に注意いただく点の確認など，対策について協議をさせていただ

く取組を実施しました。 

鈴木会長： 樹木を切った場合，まだ常総環境センターでは受け入れてい

ないのですか。 

稲川委員： 常総環境センターでは，ホームページで市民の皆様にお知ら

せしているところですが，放射能に汚染された樹木や付着土を

ごみとして出されると，焼却した灰に濃縮されて放射能濃度が

高い状況となります。常総地方広域圏内には最終処分場があり



ません。現在利用している最終処分場のある自治体側では，受

入自主基準というものを設けておりまして，厳しいところでは

1,000 ベクレルという基準があります。常総環境センターの昨年

度の最も高い値が 790 ベクレル位だったと記憶しております

が，それに近づきますと搬出ができなくなり，ごみ処理計画に

も支障が出るということで，今のところは直接搬入をお断りし

ております。 

鈴木会長： 委員からの意見を踏まえて，承認してよろしいですか。 

鈴木会長： 委員の賛成多数により承認されました。 

 

【令和３年度一般廃棄物処理実施計画について決定】 

 

報告事項 

１）守谷市環境報告書について 

２）守谷市役所地球温暖化対策実行計画について 

３）令和２年度公害実態調査について 

 

【報告事項について事務局より一括して説明】 

 

鈴木会長： 質疑はありますか。 

清野副会長： 太陽光発電ですが，太陽光発電は再生可能エネルギーという

ことで重要な課題ではありますが，一方で他の市町村の例で，

無秩序な土地の開発や周辺住民とのトラブルなどもたまに聞き

ます。守谷市ではそういったことがないように，先般条例を定

めこの審議会で審議したと思いますが，具体的に守谷市におい

てそういった問題や課題などが出ているかどうか，実態を把握

しておりましたらお願いします。 

事務局： 現在，市内の１ヶ所で地元と調整できていない事例がありま

す。先ほど委員がおっしゃったように，条例を制定しておりま

すので，その条例に基づいて指導等を行っているところです。

具体的に説明しますと，事業者は設置を計画するに当たって，

地元に説明をしなければいけないと条例に規定されておりま

す。 

ただ，当事業地につきましては，事業者が開催した説明会の

冒頭で，地元といいますか隣接自治会の出席者が，事業内容に

同意できないので説明会開催に応じないと発言し，紛糾して説

明会がすぐ閉じられてしまい，その後開催できないという状況

が継続しておりました。 

昨年３月に，市も説明会に同席して調整していただきたいとい

う依頼が隣接自治会からありましたので，生活環境課職員３名で



説明会に同席させていただきましたが，自治会からの市に対する

質問に終始し，事業者からの説明を行うことができず，不調に終

わりました。 

その後，事業者に再度説明会を開催するように要請しましたが，

隣接自治会は事業者からの説明会出席依頼に応じなかったことも

ありまして，事業者が手続きを踏まずに，施工を開始した状況で

す。直近ですと，先週確認しましたが，計画地内にパネルが設置

されており，一部通電も始まっている状況です。 

市の対応といたしましては，認定権者の経済産業省に赴き，状

況説明と対応要請をしたところですが，経産省が取れる措置は，

ＦＩＴ法（固定価格買取制度）と電気事業法に基づく認定の取り

消しという部分であり，事業地の特性等に応じた認定は，指導範

囲ではないということでした。 

市としましては，事業者に対して適正な手続きを行うように指

導や改善等の通知をしましたが，従わないため，条例で取れる措

置として，違反事業者の氏名公表をホームページにおいて行って

いるところです。 

市では，顧問弁護士に委任し対応に当たっているところです

が，弁護士と協議しながら，また，経済産業省とも協議を行いな

がら対応に取り組んでいきたいと考えております。 

鈴木会長： まだ，係争中ということですか。 

 事務局： はい。状況は継続しており，設備は完成に近づいています

が，事業所は正式に必要な手続き等を踏んでおりません。市に

許可権がないものですから，正式な手続きを踏まれたものでな

いというような取り方になります。 

飯田委員： 環境報告書の緑地の保全について，面積の確保も大切ですが

質的にもとても大切だと思います。 

情報を提供しますと，翁草という植物がありますが，山野草と

して親しまれており，時々見かけると思いますが，野生では非常

に希少で茨城県では絶滅してしまったらしいと言われていまし

た。しかし，野生のオキナグサが守谷市内のショッピングモール

建設予定地に自生しておりましたので，開発を行う前に私が所属

する自然保護団体のメンバーが市の教育委員会と相談して，公共

施設の敷地内に移植していただいております。その後自然博物館

で取材しまして，少し分けていただき，花を咲かせております。

これからこういった希少植物などが発見された場合や情報が入

った場合には，市役所のどこの部署に相談したらよいですか。 

事務局： 生涯学習課において自然観察会等の取組を担当していますの

で，まず生涯学習課にご相談いただければと思います。緑地保

全であれば他の課が関係している部分もありますので，その場



合は生涯学習課から他の課をご紹介するという流れになろうか

と思います。まずは生涯学習課に相談いただきたいと思いま

す。 

渡辺委員： 公害実態調査ですが，鬼怒川の滝下橋下の大腸菌群数がかな

り高いですが，この理由は何でしょうか。 

   事務局： 昨年度は基準値を超えておりましたが，原因が判明しませんで

したので，経過観察と報告させていただきました。今年は基準を

下回っておりましたので，一過性のものだったと考えておりま

す。 

     かなり大きな数字が出ている状況でしたが，水を採取した時の

数字です。継続した場合は確かに問題になってくると思います

が，経過観察の結果，数字が下がっておりますので，問題は解

消されたと思います。 

渡辺委員： 鬼怒川上流にし尿処理場がありますが，関係はないのでしょ

うか。 

   事務局： 上流に常総衛生組合がありますが，処理水を放流する際には

水質検査を行っており，守谷市も構成市になっていますので，

何かトラブルが発生した際には，市に連絡が来ることになって

おります。 

渡辺委員： 原因については，分からないということですか。 

事務局： 原因は特定されていませんが，今年度の調査では検出されま

せんでした。 

渡辺委員： 守谷市役所地球温暖化対策実行計画の温室効果ガス総排出量

の年度別推移のグラフで，平成３０年度と令和元年度を比較して

排出量が減少していますが，これは何が原因と考えられるでしょ

うか。 

事務局： 上下水道事務所にある浄水施設を廃止したことによる電気使

用量の減少や，中央公民館の改修工事による１年間の休館，新

型コロナウイルス感染症拡大による小中学校の休校などが要因

として挙げられますが，一時的なものと考えられます。 

渡辺委員： 守谷浄化センターの消化ガスを売却する量が最初４０％でし

たが，１００％売却できるようになったのでしょうか。 

事務局： 事業開始当初は，消化ガスの処理設備が老朽化しており，う

まく消化ガスが発生できませんでしたが，更新工事を行ったこ

とで，かなりの量を売却に回せていると聞いております。現時

点では，当初と比較して倍近く売却できており，売却料につい

ても，当初よりも多く収入を得ていると聞いております。 

渡辺委員： 守谷市役所の地球温暖化対策実行計画とされていますが，守

谷市の地球温暖化対策実行計画は作らないのでしょうか。 

   事務局： 守谷市役所としての取組ということで計画を策定させていた



だきました。「地球温暖化対策の推進に関する法律」の中で計画

の策定が義務付けられております。以前もこの計画がありまし

たが，国の動向が決まっていなかったため，前計画終了がした

後に策定しておりませんでしたので，今回早急に計画を策定す

る必要があったという経緯があります。 

守谷市全体としてはどうかと言う質問ですが，大規模都市に

ついては策定が義務付けられておりますが，中規模程度以下の

自治体については義務付けられていません。しかし，環境問題

がこれからクローズアップされていく中においては，その辺も

必要だと思います。 

なお，策定にあたっては知識や予算等が必要になってきま

す。市では令和２年７月に，温室効果ガスの中でも代表的なガ

スである二酸化炭素の排出実質ゼロに取り組むことを表明しま

した。これはゼロカーボンシティ宣言の表明ということになる

のですが，守谷市単独ではなく，提案した自治体（北茨城市）

に賛同した市町村が一緒に宣言を表明したということになりま

す。宣言を表明した自治体が協議会を作り，守谷市も参加させ

ていただいておりますので，その中で情報交換等をしながら，

各自治体の計画等の取組を勉強させていただき，取り組んでい

きたいと考えております。 

   篠委員： 認識の問題として申し上げたいのですが，この一年で環境問

題に関するテーマががらりと変わりましたよね。２０５０年に

カーボンニュートラルという話になってきて，世の中進行形な

ので分かりませんけれども，変わっているっていう認識をして

おいたほうがいいと思います。 

鈴木会長： 以上で報告事項について終了いたします。 

 

 

５．その他 

１）第２１回利根川河川敷クリーン作戦中止について 

 

【事務局より説明】 

 

質疑応答なし 

 

 

６．閉会 

   

 


