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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 平成 29年度第８回茅野市環境審議会 

開 催 日 時 平成 30年２月 19日（月） 午後１時 30分から午後３時 30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、原田裕光委員、森元隆委員、仙波道則委員、水口森隆委員、小林

幹治委員、槇原圭司委員 

【事務局】後藤環境課長、宮下環境保全係長、宮坂公害衛生係長、笠原主査、

三井主任 

欠 席 者 ６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（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（案）について説明） 

委員  今までの計画案は第１次計画の枠の中にどのように第２次計画を入れ込ん

でいくかという側面が大きかったように思うが、今回の案はその枠を取り払

い、これから５年、10年先のために新たな枠組みを作る努力をしており、大変

評価できると感じている。 

委員  （計画の目標にある）「潤い」という表現は不適切ということで「憩い」に

変更されているが、まちづくりの分野では「憩い」という言葉はあまり使われ

ない。漢字ではなくひらがなの「うるおい」という言葉は使われる。「うるお

う」と「うるおい」では少し意味が異なる。前回の案で問題なかったと思う。 

 快適環境というところのまちづくりは景観の面でも関係してくるが、ここで

も「うるおいとやすらぎ」という言葉が使われている。 

会長  特に意見がなければ「うるおいとやすらぎ」という言葉を使用するというこ

とでいかがか。事務局はどうか。 

事務局  「憩い」という言葉への変更については前回の審議会での（本日欠席の）委

員のご意見に基づいているため、ご発言された委員のお考えを確認した方が良
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いのではないか。 

会長  それでは今の意見を事務局から先日ご発言いただいた委員に伝えてもらい、

最終的な判断は事務局に委ねてはいかがか。 

委員全員  （異議なし） 

委員  「地域材」についてもう一度説明してほしい。「地域で生産された木材」と

いう表現に変更するのか。 

事務局  本日委員から変更案の連絡があったが、「地域の木材」あるいは「地域で生

産された木材」にしてはどうかというものであった。 

委員  なるべく多くの人に計画を読んでもらうためには、小学校高学年の児童も理

解できるような、また、中学生には地域の活動として関心を持ってもらえるよ

うなできるかぎり平易で柔らかい表現を使ってほしい。「地域で生産された木

材」という表現が良いのではないか。 

委員  地域で生産される物には「地場産」という言葉が使われる。木材についても

「地場産」という表現がより分かりやすいと思う。「地場産」は、｢地元で、自

然の中で生産される物｣という意味である。 

委員  今の意見は両方とも良いと思うが、「地域で生産された木材」は森林の分野

では「国産材」「地域材」「外材」に分けている。「地域材」は地元で循環する

ので、地域にお金も落ちるし、材もその地域にふさわしい立派な材で長持ちす

る。岩下委員のおっしゃった「地場産」の説明のとおりである。 

 そこで、「地場産木材（地域で生産された木材）」あるいは「地域で生産され

た木材（地場産木材）」という表現でも良いのではないか。地域でお金が循環

していく構造にしていくことが地域経済も環境も良くすることにつながって

いくので、大事な視点だと思う。 

会長  それでは、「地域材」についてはただ今提案のあった表現で事務局にまとめ

ていただく。 

委員  買い物袋持参、生ごみのコンポスト（生ごみ処理機器）、モデル地区につい

て意見がある。 

まず、コンポストは本体が傷んだりして相当数が撤去されているという問題

がある。 

 次に、月２回の分別ごみの重量に応じて区に出されていた手当がなくなって

おり、ごみ減量に向けた意欲的な取組が削られている。 

 買い物袋については大手スーパー２個所で話しを聞いたが、買い物袋を推奨

したところ、万引きが 12パーセント増加し、各種対策に苦慮している。 

 このような問題があることを市は知っているか。 

事務局  生ごみ処理機については現在も補助金を出しており、今後も進めていきたい

と考えている。区で設置しているものに対する補助金ではなく、家庭用に対し

ての補助金である。 

 分別ごみに対する重量割りの手当については美サイクルセンターが担当す

る事業であるため、ごみ処理基本計画の中でどのように取り組むかということ

になる。 

 買い物袋持参については、県でもレジ袋は止めましょうという取組をしてお

り、万引きの問題もあるかもしれないが、環境保全の面からはレジ袋削減に向

けた取組として進めていくべきと考えている。 

 ごみ減量モデル地区に関しては、現在ごみの中に紙類が非常に多く含まれて
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しまっている状況のため、南小泉と城山をモデル地区にし、紙類のリサイクル

の取組を進めている。 

委員  ごみの関係は、一定の地域が大変困っている状況である。上川では粟沢から

下流域で非常にごみが多い。上流から流れてくるということで上流の地域の区

長とも相当やり取りをしてきた。長野県北部の２市町村では（不法投棄に対し

て）禁止や公表等を行っている。昨年も粟沢橋の下に大量のごみが流れ着いて

おり、やむを得ずごみの中から見つけた領収書等から（ごみの排出者を）調べ、

区長名で苦情を申し上げたことがあった。市も不法投棄に対する罰則等を検討

しても良いのではないか。 

委員  可燃ごみについては、私たちの運動の一つとして可燃袋には名前を書きまし

ょうという取組をしている。 

なぜこのようなことをしなくてはいけないかというと、自分たちの出すごみ

に責任を持って市に処理してもらいましょうということである。ところが、最

初の頃は袋に名前を書いていないものは（収集車が）持って行かなかったとこ

ろ、区で処理することが大変で、段々持って行くようになってしまった。何で

もかんでも可燃袋に入れて、（自分の出す）ごみに責任を持たない人もかなり

いる。名前を書くことについて啓蒙を進めているが、なかなか浸透していかな

い状況であり、対策を検討しているところである。市民一人ひとりがごみに対

して責任を持ってもらうことが一番大事だと思う。 

事務局  記名の上でごみを出していただくことは基本だと考えている。しかし、適切

でない物が入っていた時にどのように処理するか、区の負担も考慮して（担当

課である美サイクルセンターが）対応しているところだと思う。 

 不法投棄の件については廃棄物処理法違反であり犯罪行為であるため、もし

名前等が分かりそうな物が入っていた場合は市か県に通報してもらえれば警

察と一緒に対応することになる。 

委員  可燃袋へ名前を書くことについては、もし中を見られた場合に個人情報等の

こともあり、抵抗がある人もいる。ごみの減量に関しては、リサイクルという

ことがどれほど貴重なことかという理解がまだ市民に浸透していないと感じ

る。東京あたりでは、重さでお金を払えば処理してもらえるので、分別されず

にすべて一緒くたで袋に入れて捨てられている。茅野市でもごみの有料化が大

きなテーマになっているが、その前にリサイクルの必要性をもう一度見直し

て、市民に徹底できるようにしたい。ただ地域環境、地球環境ということでは

なく、どれだけ（リサイクルを）実行できたかということ、それからだと思う。 

 先ほど意見のあった万引きについては警察の問題でもあり、別に考えないと

いけないと思う。環境は環境で徹底し、リサイクルをできる形で進めることが

一番だと思う。 

委員  30 頁、31 頁について、農林業の担い手については確かに農林業に関する計

画に含まれるとのことであると思うが、自然環境を守るためにはこのことも取

組の一つとして進めていき、環境基本計画の中でも謳っておくべきではない

か。  

 バリアフリー、ユニバーサルデザインに関しても同様に住環境という言葉に

当たるため、実際に施策として実施する担当課は都市計画課であろうと思う

が、今後市が取り組んでいく内容として環境基本計画の中にも謳っておいた方

が良い。  
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 低炭素交通の構築についても環境に大きく関連することであるため、取組と

しては環境の面でも進めていくということを残した方が良いと思う。                                                                                                                                       

事務局 現行の環境基本計画では大きな章立てのところに他の部署が所管する項目

が記載されていたため、たとえば「透水性舗装を進めます。」といっても実際

に環境分野でどのように進めていくのかという問題があった。このため、内容

を削除したわけではなく、個別に章立てはせずに他の文章に溶け込ませる形で

残してある。 

委員  文章に溶け込ませて残っているのは分かるが、それでは環境基本計画として

全部読まなければ分からない項目になってしまう。非常に重要な項目であるの

で、大きな章立ての中に入っていた方がより明確にできると思う。部や課では

なく市としての計画であるため、環境についてはこの計画に基づいて庁内全体

で取り組んでいくという形にしてほしい。 

事務局  おっしゃる通りだと思うが、現行の計画がそのような傾向が強かったとこ

ろ、実施主体の面で宙ぶらりんになってしまうことが多かった。このため、今

回の計画では取組を絞り込む方向で作り込んである。 

委員  先ほど意見があったような形であるべきだとは思うが、これまでにも景観に

関しては都市計画課でやるのか環境課でやるのかということが問題になって

いる。同様にバリアフリーについてもむしろ福祉関連の部署が主体になってい

かないとということもあると思う。やはり、実施の主体になるところに（計画

の所管を）しておかないと本来やるべきところがやらなくなるという懸念もあ

る。 

委員  国であろうと県であろうと市であろうと、環境関係プロパーだけでやってい

くものと、全体を見た上でやっていくものと両方あると思う。その点の枠組み

に関わる部分を望月委員からご指摘いただいたと思う。本来あるべき姿という

のは望月委員がおっしゃった形ではないかと思う。茅野市の環境を良くしてい

くために、各部署が一体となって連携・協働して、各部局の枠組みを超えた形

での素晴らしい計画を立てていくということが本来あるべき姿ではないのか

と思う。計画を作る事務局の立場をしては苦しいところかと思うが、もう一度

他の部局ともある程度コンタクトをしっかりとった上で最終的な判断をして

もらいたい。枠組みが強すぎてできないのであれば無理ということであるし、

そうでないのであれば既成の枠組みを超えた形で環境基本計画というものが

できたら、課にとってはもちろんであるが、市にとっても、また、一番は市民

にとって良いものになるのではないかと思う。前向きなご検討をよろしくお願

いする。 

事務局  第５次総合計画は、基本構想があり、その下に各分野の話しがカートリッジ

式に入っている。環境分野だけで実施するものもあれば、他の分野と協働で実

施するものもあり、全体で進めていくもの、様々なものがある。このため、他

の分野とも調整しながら作り上げていくことにしている。「環境」と言うと、

「教育環境」や「福祉環境」など際限なく広くなってしまうため、（捕捉する

範囲が）小さくなりすぎず、大きくなりすぎずのところで調整しようと考えて

いる。 

 

委員  計画書 60頁の PDCAの図であるが、ぱっと見たときに Do のところに先に目

がいってしまう。最初は Planがくるのではないか。 
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事務局  進行管理の記載については第５次総合計画でもこういった表記をしている。

こういった表記にしなければならないという指定まではないが、第５次総合計

画や他の計画も参考に、やはり先ほどおっしゃったような表記の方が見やすけ

ればそういった表記ができるか検討させていただく。再度確認する。 

委員  （この PDCA の表記は）一般的なパターンかと思う。私個人としてはやはり

最初に Do の方に目が行くが、一般市民の多くが理解しやすい表現としてこの

ままで良いのではないか。 

会長 他に意見がないようであれば、ただいま委員から指摘があった事項を再度事

務局に検討していただく。今後のスケジュールはどうなるか。 

事務局  現在パブリックコメントを実施している最中であるため、今後の修正も想定

している。今回いただいた意見についても対応できる範囲で対応させていただ

く。修正後の計画書については改めて審議会を開催して皆さんにお諮りする時

間がないため、郵送等によって確認していただきたいと考えている。 

会長  それでは今回の意見を踏まえた計画書については書面にて確認するという

ことでよろしいか。 

委員全員 （異議なし） 

 （３）答申について 

会長  続いて会議事項（３）について事務局に説明をお願いする。 

事務局 （答申について説明） 

委員  答申書（案）の重点的な取組のところであるが、地域資源を生かした経済循

環を作り、維持可能な地域の構築に努めるということが今回の審議会でも多く

意見として出ていたと思う。環境を保っていくためには地域の中でどのように

回していくかということが大きな問題であるため、このような文章を書き入れ

られれば良いと思う。 

委員 （案にある）計画の周知、推進、進行管理の３点については（答申に入れる

ということで）問題ないかと思うが、重点的な取組をどうするかがこの審議会

でのポイントとなるため、この点を集中的にご審議いただきたい。 

私たちの街は特に、赤岳の頂上までが私たちの街である。こういった環境の

中での今後５年 10年後のことを考えた上での項目があれば意見してほしい。 

委員  再生可能エネルギーの推進と自然環境の保全の両方に取り組まなければな

らないが、そのバランスを考えなくてはいけない点を答申に入れられないか。

これが今一番目の前にぶら下がっている課題ではないかと思う。                 

会長  事務局で今の意見を答申としてまとめていただきたい。 

事務局  今のご意見は重要なことと受け止めており、計画書にも盛り込んでいる。た

とえば、「再生可能エネルギーの推進と地域の生活環境の保全」といった表現

等が考えられると思うので、検討させていただく。 

会長  経済循環についての意見はどのように盛り込むか。 

事務局  地域循環経済についてはパブリックコメントでもご意見いただき、計画書に

も記載している。このことに係る先ほどの意見についてもまとめた形で記載を

していきたいと考えている。 

会長  事務局がまとめ、私と副会長とで確認したものを委員の皆さんに文書にてお

知らせするという形をとらせていただきたいがよろしいか。 

委員全員 （異議なし） 
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 ４ その他 

会長 それでは、以上で本日の審議を終了し、次第の４、その他に移る。 

 （省略） 

 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８回茅野市環境審議会を終了する。 

 


