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審議会等の会議結果報告書 

要点記録 

会 議 の 名 称 茅野市環境審議会 

開 催 日 時 平成 30年１月 24日（水） 午後１時 30分から午後４時 15分まで 

開 催 場 所 茅野市役所 議会棟 大会議室 

出 席 者 

【審議会】定成寛司会長、小池正雄副会長、望月克治委員、岩下泉委員、岩下

ふみ子委員、土橋英一委員、中野昭彦委員、原田裕光委員、森元隆委員、仙波

道則委員、竹内智絵委員、水口森隆委員、小林幹治委員 

【事務局】後藤環境課長、宮下環境保全係長、笠原主査、三井主任 

欠 席 者 ４名 

公開・非公開の別 公開 傍聴者の数 0人 

議題及び会議結果 

発言者 協議内容・発言内容（概要） 

 １ 開会 

 ２ 会長挨拶 

 ３ 会議事項 

 （１）審議会の公開について 

事務局 会議の公開については、審議会の透明性を向上し、市民の市政への理解と信

頼を深めていただくことにより、公正で開かれた市政を実現するため、「市の

会議の公開に関する要綱」により原則公開としているので、公開でよろしいか。 

会長 意見はあるか。 

委員全員 （意見なし） 

会長 本件は公開とする。 

 （２）第２次茅野市環境基本計画（素案）について 

会長 会議事項（２）について事務局に説明をお願いする。 

事務局  （第２次茅野市環境基本計画（素案）について説明） 

  ※「第２次茅野市環境基本計画（素案）」は、以下「素案」という。 

会長  審議に入る前に、昨年 11 月 15 日に開催された第５回審議会の際に委員か

ら、「農業の担い手の育成」となっているところに林業も加え、「農林業」にし

てほしいという意見があった。この意見を反映し、素案 30頁、35頁が「農林

業」に変更されているので、ご確認いただきたい。 

 それでは、他の委員から質問、意見はあるか。 

委員  素案 31 頁の№10「一人一日あたりごみ排出量」であるが、数値が 5 年後よ

り 10年後が増えており、誤りであると思う。あるいは、10年後の人口が増え

る見込み等の背景があるのか。 

事務局  ここの数値は「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」から転記したものになっ

ている。ごみ処理基本計画の目標設定は平成 32 年度までになっており、それ

以降の数値が減っていく設定になっていない。このことについては、この計画

の所管課である美サイクルセンターと再度調整したいと考えている。 

委員  同頁№４の「グリーンパートナー」の意味を教えてほしい。 
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事務局  グリーンパートナーとは、山登りをする際にボランティアでごみを拾った

り、登山道が崩れていることを報告してもらうような活動をしていただいてい

る人を指し、平成 17年度からの登録制により、現在 36名の方に活動していた

だいている。 

委員 素案 29頁の「Ⅲ潤いとやすらぎのある快適なまち」であるが、「潤いのある

まち」という言い方はあまり使わない気がする。ここでは、景観や水辺、緑を

大事にし、そこに住んでいる人がほっとできるような環境を作っていこうとい

うことを言いたいと思うが、たとえば、「憩いのある」や「憩いとやすらぎの

ある」という方が適当ではないか。 

委員 まず、太陽光発電に関する取組がほとんど記載されていないが、所管が違う

のか。 

次に、素案 54 頁にある再生可能エネルギーに関するガイドラインの内容を

開示できないか。 

三点目は、この基本計画に関する大きなスケジュールを教えてほしい。 

事務局  太陽光発電に関する取組については、ガイドラインの運用について素案 54

頁の市の行動指針に記載した他、同 52 頁にも事業者に対して発電施設の設置

の際の地域との合意形成等を行動指針として記載した。 

 この計画は基本計画であるため、再生可能エネルギーの推進についても記載

すると同時に設置にあたって生活環境等に影響のないようにといった規制的

な記載もするが、実際の規制等はガイドラインや条例に規定して行うことにな

る。基本計画に規制内容等の詳細を記載することは分量的にも難しいと思う。 

委員  ガイドラインの内容はこの審議会に開示できるか。 

事務局  市ホームページにも公開しており、審議会でも当然開示できる。 

委員  審議会に開示し、意見を聞くべきだと思う。また、この素案ではガイドライ

ンに関する記載が充実しておらず、インパクトに欠けるため、もう少し記載し

た方が良い。 

事務局  ガイドラインはこの場で配布する。また、先述したとおり、基本計画では太

陽光発電等に対する基本的な考え方を述べ、実際の規制は別途ガイドラインや

条例等によるものと考えている。 

委員  ガイドラインを読んだことのある委員はいるか。この後配布されるので、読

んでから審議するということでいかがか。 

委員  ガイドラインに関する議論は次回で良い。基本計画の大きなスケジュールを

教えてほしい。 

事務局  １月末に庁内会議に諮り、２月５日に議会へ報告、２月 15日から２月 18日

まで２回目のパブリックコメントを実施する予定である。その後に審議会を開

催し、答申をいただければと考えている。年度内に計画書を作成したいため、

３月９日頃には内容を確定し、印刷を始めたい。 

委員  再生可能エネルギーと自然環境は相反するところがあり、発電施設を設置す

るために森林を伐採したり道路を開けたりすることの弊害は大きい。各地域で

もかなり反対の人がいると思う。太陽光が悪いというわけではないが、再生可

能エネルギーと自然環境の比重ということを考えなければいけない。ある程

度、こういうところでは設置してはいけない、こういうところでは推進すると

いう区分けをしながら進めていただきたい。 

 長野日報でも報道されたが、現在工場が空き家探しで大変苦労している。17
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ある工業団地の中でも３箇所しか空いている区画がない状況とのことである。

太陽光発電施設の設置が地域経済のブレーキになっている側面があるのでは

ないか。たとえば笹原区や白井出区に工業団地があったら、色々問題はあるだ

ろうが、もっと良い活用ができるのではないか。もう一度地球温暖化、再生可

能エネルギーと自然環境の兼ね合いについて明確な市の指針を示してほしい。 

委員 素案 49 頁の「可燃ごみの有料化を検討します」という記載は少し順番を後

ろにした方が良い。 

同 41 頁の市民の行動指針の「自家用車の低燃費走行」の項目が重複してい

る。 

委員  素案７頁の上から６行目、「大規模な発電施設のなかには」とあるが、問題

となっている施設は大規模だけではなく中小規模もあるので、規模に限られな

い記載にした方が良いと思う。 

 同 25 頁の「省エネルギー住宅の促進」のところに「二重サッシ化」とある

が、できれば「三重サッシ」に変更してほしい。すでにドイツでは、一般住宅

では三重サッシでないと利用できないことになっている。二重サッシは、物置

等では良いが、人が住む建物には使えない。10 年度まで見据えるともう少し

進んだ取組を取り入れた方が良い。 

 同 35頁の「農林業の担い手の育成」のところに「担い手の育成を進めます」

とあるが、担い手の育成を進めようとしても結局担う気にさせなければ難し

い。つまり、農業も林業も「生活できる」ものにしなければ担い手は増えない

ので、「生活が成り立つ農林業」というような表現を書き込んでいった方が良

い。 

 同 39頁の事業者の行動指針の一番下の透水性舗装を「検討しましょう」は、

「利用しましょう」にした方がより明確な目標になる。 

 同 42 頁の市の行動指針の下から４つ目に保育園、学校、福祉施設などの公

共施設で使用する食器について、「環境ホルモンの溶出の少ない」とあるが、

子ども達の将来のことを考えると基本的にはあってはいけないことなので、

「溶出のない」という表現にしてほしい。 

 同 44 頁の滞在者の行動指針のところに「山岳景観・田園景観の保全に協力

しましょう」という記載が重複している。 

 同 50 頁の「☆再生可能エネルギーの活用」の「太陽光や小水力発電」のと

ころにバイオマスを追加してほしい。また、「☆地域経済循環の分析」の「検

討します」という表現であるが、これはあくまで茅野市の目標なので、「進め

ます」や「推進します」にしてほしい。 

 同 51 頁の市民の行動指針の「通勤などでは自家用車の利用を控え、市内バ

スや自転車を利用し」というところであるが、茅野市では坂が多いので、市の

指針として「電動自転車に対する補助を検討する」等と書き込むとより推進で

きる。最近のレンタルバイクはほとんど電動サイクルである。 

 同 52頁の太陽光のところで、「地域との合意形成に努め」となっているが、

「努め」だと目標としては弱い表現であるので、「地域との合意形成を基本と

し」くらいまで書き込んだ方がより明確になる。この表現であれば法的にも問

題ない。同 54 頁の「茅野市再生可能エネルギー発電施設の設置等に係るガイ

ドライン」のところも同様である。 
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 同 58 頁の環境学習の事業者の行動指針のところであるが、青少年自然の森

が現在は 11 月いっぱいまでで冬季閉鎖している。冬も自然環境の厳しい中で

環境を考え、学習していくということが必要であるので、できれば冬季の利用

も、ここに記載するかは別であるが、できるようにしてほしい。生涯学習課と

も話しをする。 

事務局 ガイドラインの地域との合意形成のところの表現や記載が重複していると

ころは訂正する。青少年自然の森については確認する。 

透水性舗装については、現行の計画では透水性舗装を進めるとなっている。

しかし、透水性舗装は目詰まりや浸透した水が凍って割れてすぐ駄目になって

しまうわりに価格が高いということもあり、現在では建設部局でもほとんど使

われていない。今後技術が進んでこのような点が解決されればと考え、「検討」

という表現にしている。たとえば水路の多自然型工法についても、十分な公図

幅があれば前の水路を撤去し、断面を確保しながら自然を生かした水路を作る

ということができるが、公図幅が十分でないと水路の断面が小さくなってしま

うなどかえって水害の危険が大きくなることもある。ここの表現については再

度検討させていただくが、積極的に進めていくということができない面もある

と考えている。 

委員  最近の道路は最下層に発泡スチロールを敷いてしまっているため、水が抜け

ずに凍ってしまう。凍結深度以下まで砕石にして水がちゃんと抜けるようにす

れば浸透性舗装はできる。技術的な問題ではなく、そこにお金をかけるかどう

か、良い道を作るかどうかである。 

水路についても、三面張りは基本的に良くないので、狭いところであっても

なるべく進めていくという方向を目指した方が良い。 

「検討」という表現を用いた理由は承知した。 

委員  素案 31 頁の指標・目標値について、現行の計画では指標・目標値は定めて

いなかったか。 

事務局  そうである。 

委員  今回の計画でこのように具体的な数値を定めて取り組んでいくことは非常

に素晴らしいことだと思う。 

 「Ⅲ潤いとやすらぎのある快適なまち」という目標について、担当課が環境

課ではないので数値の設定が難しいということであったが、環境基本計画はあ

くまでも茅野市全体の計画であり、景観等も含めて環境という観点から大事な

項目である。関係部局とも調整していただき、なんらかの数値目標を検討して

いただきたい。 

 素案 31 頁№８「市内主要河川における BOD 環境基準達成度」であるが、具

体的には同 40 頁の BOD 測定値のグラフにある河川の BODの達成ということで

あると思う。達成度を表す表現として「達成」が三つ並んでいるが、通常であ

れば「100％」という表現が用いられると思う。 

 同 32 頁の「Ⅴ地球にやさしいまち―低炭素型まちづくり」のところは、こ

の計画から現行の茅野市減 CO₂計画を統合するとの位置づけもある中で、茅野

市減 CO₂計画と比べてこの目標で十分なのか疑問である。特に「14市エネルギ

ー使用量（CO₂排出量換算）」のところは、市の公共施設におけるエネルギー使

用量との説明があったが、茅野市減 CO₂計画では茅野市全体の排出量という目

標になっていると思う。ある程度は現行の茅野市減 CO₂計画との整合を図る必
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要もあるが、茅野市役所だけの目標の立て方で十分なのか。市のエネルギー使

用量に限定した理由を説明してほしい。目標の「維持」とあるところの改善に

ついても、現行の茅野市減 CO₂計画の目標値との整合を検討するのか教えてほ

しい。 

事務局  エネルギー使用量について市の公共施設に限った理由であるが、茅野市減

CO₂計画では市域全体の温室効果ガスの排出量について目標値を設定していた

が、電力の自由化に伴って平成 28 年度から中部電力が電気使用量を非公表に

するなど、市域全体の温室効果ガスの排出量を把握することが難しい状況にな

っているによる。 

 温室効果ガスの削減目標値については、国でも平成 28年度に計画を策定し、

2013 年度比で 2030 年度には 26％削減するという目標を掲げているが、市の

公共施設に関してはこれまでもかなり取組を進めてきており、国と同様の目標

値まで削減することは難しいと考えている。ただし、今回改善として、具体的

な削減率については、県の温暖化対策条例を参考にすることを検討している。

県条例では３年ごとに計画を策定して毎年エネルギー使用量等を報告する必

要があるが、３年で３％削減する目標が設定されている。 

  （休憩） 

会長  審議を再開する。なにか意見はあるか。 

委員  素案 31頁～32頁の指標・目標値について、№１、№２、№15、また、№３

～№５は、最終的に評価する指標としてアンケートにしていることが気にな

る。アンケートで評価する方法は適正であるのか。一つの指標としては良いが、

目標という観点からは具体的なデータをとらえていってほしい。 

 №14 の市エネルギー使用量については市の公共施設についてのみというこ

とであったが、できれば企業のデータを集めてでも市域全体のエネルギー使用

量を把握する仕組みを検討しても良いのではないか。 

 環境省で行っている STB、Science Based Targets（科学と整合した目標設

定）という考え方（※パリ協定の採択を契機に、2度目標に整合した意欲的な

目標を設定する企業を認定する国際イニシアティブ）が動き始めている。企業

側に負担をかけていかないといけない。海外の投資家も（環境の取組に関して）

先行している企業には投資するが、遅れている企業には投資しない動きが始ま

っており、企業側に姿勢が問われている。東京都の環境条例のように、茅野市

で企業側からデータを集めることを検討してほしい。エコアクション 21 や環

境マネジメントに関する補助金等の施策も行っているため可能だと思う。 

委員  №12 の茅野環境館来館者数について、５年後、10 年後も目標値が変わらな

いというのは目標と言えるのか。№16、№17も同様である。せめて 10年後の

目標には後ろに「以上」という言葉を追加した方が努力目標になると思う。同

じで良いという目標ではあまりにも積極性が感じられない。 

 また、さきほどグリーンパートナーについて質問があったが、これについて

も注釈を追加してほしい。 

 素案 15頁の（ｃ）景観について、「大泉山や小泉山、永明寺山などの里山」

というところであるが、里山審議会にて承認されている市民の森吉田山の記載

がない。吉田山こそ里山として努力しているところであるので、ここに追加し

てほしい。 
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委員  素案 60 頁の計画を推進していく組織作りのところであるが、理念としては

良いが、実際に動かしていくことは大変だと思う。現在は実際に素案にあるよ

うな組織があってそれを変えていきたいということなのか、ゼロベースでこの

ような組織を作っていきたいのか。 

 同 61 頁の進行管理について、やり方は書いてあるが、どのようなものをど

ういった形で進行管理していくのかというところまで踏み込めれば良いと感

じた。 

事務局  まず、素案 60 頁の体制のイメージに関しては、現在このような形での推進

はできていないので、今後このような形をとっていきたいという理想を掲げて

いる。指標・目標に掲げているように、今後関係団体の情報交換会も含めてこ

ういった体制の構築にも取り組んでいきたい。 

現在環境活動に携わっていただいている団体は、たとえば美サイクル茅野は

美サイクルセンターが、市民の森を創る会や茅野市地球温暖化地域協議会等で

は環境課が事務局をやっている等市と様々な関わり合いがある。こういった団

体が一同に会する機会はなかなかないが、今回基本計画を進めていくためには

各団体との連携が必要になってくると考えている。 

委員  素案 48 頁の市民の行動指針「食べ残しを減らしたりするなどして生ごみの

発生量の削減に努めましょう」のところには、「余分に買わない」あるいは「不

要な物を買わない」、「必要な分だけ買う」などを書き込んだ方が良いと思う。 

事務局  了解した。 

 指標・目標についてであるが、たとえば環境館の来館者数などは確かに５年

後と 10 年後の目標値が変わっていないが、直接所管する部署の目標がこのよ

うに設定されている場合がある。この計画だけ異なる数値を入れることができ

るかということもあるため、数値を変えて良いか等について確認する。 

委員  環境館、環境美化は環境課の所管ではないのか。 

事務局  環境館の所管は美サイクルセンターである。 

委員  素案 31頁の指標・目標値の表の「原状」の漢字はこれで合っているか。「現

状」ではないか。 

委員  現在の「現」であれば、今の状態ということになる。「原状」であれば、元

の状態という意味である。どちらでも正しいとは思う。 

 素案６頁に標高 1,600ｍ以上の「高度地域」とあるが、「高標高地域」とした

方が一般の人が読んだ時に分かりやすいと思う。 

 同９頁の（ｃ）多様な動植物相のところの「カラ類」は、シジュウカラ等色々

あると思うが、通常の表現ということで良いか。 

事務局  良い。 

委員  同頁②課題（ａ）自然の持つ環境保全機能の維持のところに「高度経済成長

期以降の行き過ぎた土地開発、河川改修の是正も必要となってきています」を

できれば追加してほしい。 

 同 10 頁（e）農地の保全のところであるが、「太陽光パネルを設置するため

に農地の転用が増えたこと『や農地所有者の高齢化に伴う地域ビルダーへの売

却、相続対策としてのアパート建設等』が考えられます。」とした方が良い。

農業委員会では５条転用が地域的に集中して申請されているが、このような理

由が相当件数ある。このことに加えて最近では、先ほど岩下委員がおっしゃっ

たような工場用地の問題も出始めている。さらに、特定外来種等の問題もある
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ので、「また、担い手の高齢化に伴う耕作放棄地への特定外来生物の侵入が見

られます。」ということも追加した方が説得力が増すと思う。農地パトロール

をしていると、オオハンゴンソウ等が繁茂し、水のあるような良いところがみ

んなやられてしまっている。 

 同 16頁②課題（a）市街地の緑の創出の「公園の緑地や街路樹」のところに、

「市街地の農地」も追加してはどうか。様々な農地を規制する法律がなくなっ

ていく中で、市街地の緑地的な農地を環境面から保全していくということを見

据えた枠組みを作っておくことが、今後の環境行政にとって良いことだと思

う。 

 同 18頁（b）再生可能エネルギーの利活用の仕組みの構築のところの「ボイ

ラー等による熱供給」という表現であるが、現在は熱電併給の技術革新が進ん

でおり、実用化寸前である。この 10 年の間に安く利用できる熱電併給が出て

くる可能性が高いため、「熱供給」を「熱電併給」に変えると良いと思う。 

 同 28 頁【目指す環境都市像が示す意味】の「八ヶ岳の豊かな自然」のとこ

ろであるが、「本市に豊かな自然の恵みを与え」の後に、「自然共生社会を形成

しています」を追加してはどうか。環境先進都市としての PRになると思う。 

 同頁「自然と人が調和する」のところは、「環境へ及ぼす影響を少なくし、

低炭素社会を目指すことにより自然と人間が共生し」とし、「自然の恵みを将

来にわたって享受できる」の後は、「循環型社会にふさわしい環境」とした方

が環境基本計画にふさわしいと思う。 

 同頁「環境先進都市」のところも、「これまで行ってきた先進的な取組を今

後も積極的に推進して」の後に、「持続可能な社会を目指していくことを示し

ています」としてはどうか。国や県の環境基本計画でも好んで用いられている

表現を取り入れると良いかと思う。 

 同 31 頁の指標・目標値の№10 一人一日あたりごみ排出量と№11 可燃ごみ

量が５年後より 10 年後の方が増えていることについて、この数値はごみ処理

基本計画にあって、平成 32年度までの目標になっているということであるが、

減らすようにするということはできないのか。 

事務局  環境基本計画に目標値を掲載するにあたって５年後の数値未満にすること

ができないか担当課と調整する。 

委員  これは非常に大事なことだと思うので、お願いしたい。 

 素案 33頁の「☆多自然工法の推進」のところは、「河川改修や道路整備をす

るときは、人間にやさしく、生物の生息・生育環境や景観を保全できる多自然

工法を採用します」としてはどうか。 

 同 35頁の「☆里山の保全と活用」のところは、「市民団体・財産区による森

林施業」とあるが、茅野市では財産区と並んで生産森林組合がたくさんある。

特に西山地域では生産森林組合が盛んに活動している。そのため、「市民団体・

財産区・生産森林組合」にした方が良いと思う。 

 先ほど委員から発言のあった農林業の担い手の育成であるが、「生活できる

農林業の担い手の育成」とするのが一番良いかもしれないが、もしそれは難し

いようであれば、もはや経営が成り立たないということを前提として「森林農

地の保全の担い手の育成を進めます」という表現も考えられる。希望を持たせ

るという意味では、望月委員の案が良いと思う。 
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委員  素案 34頁の「滞在者」とは主に別荘居住者という理解で良いか。 

事務局  良い。 

会長  そうであるならば、「ビオトープなどの地域の身近な自然を保全しましょう」

という項目は、滞在者にもお願いして良いのではないか。私自身も 20 年前ま

では滞在者の一人であったが、周りの別荘では環境に気を使っている人が多い

ので、この項目を追加しても問題ないと思う。 

事務局  追加する。 

委員  再生可能エネルギーについてであるが、太陽光にしてもバイオマスにしても

風力にしても相当な課題があると思っている。一度答申なりで考え方をまとめ

る機会が必要ではないか。この素案をこのまま公表すると色々な意見が出され

て整理できなくなると思うが、これから内容を大きく修正することは難しいと

思う。再生可能エネルギーについては別途まとめる作業を行うとの項目を追加

してはどうか。 

事務局  そのことについては、それぞれの部署の取組の中で検討していきたい。 

 （３）パブリックコメントについて 

会長  次第の３（３）パブリックコメントに入る。事務局は説明をお願いする。 

事務局 資料１は、パブリックコメントに寄せられた意見とこれに対する市の意見を

まとめたものになる。今回は１回目のパブリックコメントとして、平成 29 年

12 月 1 日から 12 月 14 日まで実施をした。その結果２人から意見をいただい

た。 

一つ目の意見は、素案 28 頁の【目指す環境都市像が示す意味】の「八ヶ岳

の豊かな自然」のところの「本市に豊かな自然の恵みを示しています」として

いたが、「本市に豊かな自然の恵みを与えています」とした方が良いというこ

とと、目指す環境都市像の考え方は大変素晴らしいと思うのでこれからの目標

にもしていってほしいという内容であった。ご指摘いただいたとおりの表現が

文章として分かりやすいため、今回の案にはこの意見を反映した文章になって

いる。目指す環境都市像については、第１次計画のまま引き続き目標として掲

げていく。 

二つ目の意見は、方針や計画、評価に新しく内容を追加してほしいというも

ので、「平成 26年にまち・ひと・仕事創生法が成立し、地域活性化に向けた施

策が求められることを受けて、環境施策が従来のように単に環境問題を解決す

る対策に留まらず地域の経済・社会の抱えた課題をも解決する総合的な取組と

する考え方、それに基づく計画、評価、分析等が強く求められている。そのよ

うな考え方に立ち、適切な追記をしてほしい」ということで、その後に具体的

な追記内容があった。このことは、平成 27 年の環境省が作成した環境白書に

も大きく取り上げられている。市としては、今回計画を策定するにあたり、特

に地球温暖化対策、その中でもエネルギーの分野等でこの「地域経済循環」と

いう考え方を取り入れて取組を行っていく重要性が増していくのではないか

と考えている。このため、５番目の目標の地球環境にやさしいまち等の今後の

取組の中で検討していくと回答の上、具体的には、素案 18頁に課題、同 50頁

の取組内容として追記した。 

パブリックコメントについては、第２回を平成 30 年２月 15 日から２月 28

日まで実施する予定である。 
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会長  意見はあるか。ないようなので、資料２答申について事務局は説明をお願い

する。 

事務局  資料２は第１次計画書の資料編に、当時の環境審議会に諮問をし、それに対

する答申を掲載した。今後についてであるが、本日の意見を基に修正等をして

固めた第２次計画に対し、計画そのものではなく、今後の推進にあたってのご

意見等を答申していただければ、それを資料編に掲載したいと考えている。答

申案をまとめる機会として次回か次々回の審議会を予定している。 

 ４ その他 

会長  次第４その他に入る。意見はあるか。 

委員 先ほど委員から発言のあった浸透性舗装について、私の会社では以前駐車場

を中心に約 2,500㎡、３箇所浸透性舗装にしたことがある。その際問題点が２

つ発生した。１年目は浸透しすぎて周囲に悪影響があった。また、７～８年は

保証できるということであったが、塚原、塩の目、米沢等において約３～４年

で目詰まりを生じてしまった。これらを作り直すには非常に費用がかかる。浸

透性舗装は進めていきたいとは思うが、流れてくる塵とごみ、小石、砂による

目詰まりが悩みである。 

委員  素案 37頁市の行動指針のところであるが、国産材の利用を促す記述がない。

公共建築物についても国産材利用を促進してほしい。平成 22 年に施行された

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律に則り、建物すべては難

しいかもしれないが、内装や家具等に使ってほしい。また、「国産材」の他に

「地域材」もしくは「長野県産材」というより地元のものを利用するような記

載にすると良いと思う。 

事務局  今後の予定であるが、今回の素案についてさらに気が付いたことがあれば、

できれば１月 31 日（水）を目途に事務局に連絡してほしい。現在庁内でも各

分野の計画を策定しており、計画間の整合を図っているため、このことに伴う

若干の修正も考えている。この点についても明らかになり次第審議会でもお示

しする。 

 ５ 閉会 

会長 それでは長時間にわたり、ご審議ありがとうございました。 

閉会のことばを小池副会長にお願いする。 

副会長 以上をもって、平成 29年度第７回茅野市環境審議会を終了する。 

 


