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令和３年度第１回下野市環境審議会 議事録 

 

日  時  令和３年８月６日（金） 午前 10時～午前 11時 30分 

場  所  下野市役所庁舎 303会議室 

出席委員  中村祐司会長、青木照美委員、荒川浩子委員、野田善一委員、 

            大高京子委員、渡邊欣宥委員、隅谷サヨ子委員、粂川祐子委員、 

野沢定雄委員、新井有明委員、福士宏樹委員、熊田裕子委員 

欠席委員  後藤勲委員 

事 務 局  山中市民生活部長、坂本環境課長、松本補佐、吉川主幹、福田主幹 

      

○次第 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 市長あいさつ 

４ 自己紹介 

５ 会長及び副会長の選任について 

６ 会長あいさつ 

７ 会議成立の確認及び会議録署名人の指名 

８ 議事 

（１）下野市環境審議会について 

（２）下野市環境基本計画（第Ⅲ編及び第Ⅳ編）の進捗状況について 

  ・令和２年度実績報告 

  ・令和３年度実施計画 

（３）下野市路上喫煙の防止に関する条例について 

（４）ごみの減量化について 

（５）その他 

９ 閉会 

 

○開会 

（事務局）  令和３年度第１回下野市環境審議会を開会いたします。 

 

○委嘱状交付 

（事務局）  広瀬市長より委嘱状の交付を行います。 

       時間の都合上、委員を代表いたしまして、中村祐司先生へ委嘱状をお渡し 

いたします。 

       [委嘱状交付] 

       他の委員の皆様の委嘱状は、次第と併せて、お席に配布いたしました。 

任期は２年となっております。 
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○市長あいさつ 

（事務局）  開会にあたり、広瀬市長からごあいさつを申し上げます。 

（広瀬市長） 皆様、おはようございます。本日は第１回目の下野市環境審議会という

ことで、中村先生に代表して委嘱状を交付いたしました。皆様におかれ

ましては、忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございます。審

議会の名簿を拝見いたしまして、公募委員、事業者、市民団体の代表

者、学識経験者、関係行政機関の職員、教育関係者と多岐にわたる方々

に委嘱をさせていただきました。この計画は、平成２４年３月に制定し

ました下野市環境基本条例に基づき、翌２５年３月に「下野市環境基本

計画」を策定しました。本市のバイブルといえる、「下野市総合計画」指

針の環境部門の大きな柱となっているこの環境基本計画の進捗状況につ

いて審議会の委員の皆様に検討していただき、また、新たな方向性、必

要性を検討していただき、来年の見直しに向けて動いていきたいと思い

ます。皆様の広い知見と同時に、多くの人々の声をこの計画の中に反映

できたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。皆様方に

は栃木県版まんえん防止等重点措置の中で審議会にご出席していただき

厚く御礼を申し上げます。 

<市長退席> 

 

○自己紹介  [名簿順に委員自己紹介] 

[名簿順に事務局自己紹介] 

 

○会長及び副会長の選任について 

（事務局）  会長が決まるまで、市民生活部長が議長を務めさせていただきます。 

（山中部長） 下野市環境審議会規則第２条第１項の規定に基づき、会長及び副会長は 

委員の互選により定めることとなっています。委員の皆様からご発言願い

ます。 

（野沢委員） 事務局の案があれば、伺いたいと思います。 

（事務局）  会長には宇都宮大学の中村委員に、副会長には教育委員の熊田委員に、お

願いしたいと考えています。委員の皆様いかがでしょうか。 

   <異議なし> 

（山中部長） 会長は宇都宮大学の中村委員に、副会長は教育委員の熊田委員に決定しま

した。 

 

○会長あいさつ 

（中村会長） ありがとうございます。私は、環境政策の専門家ではありませんが、政

策全般に関心を持って、下野市環境基本計画の策定にも関わらせていた

だき、力を尽くして改訂版まで策定することができました。本当に環境

審議会に関わらせていただき、有難いと思っております。環境問題は、

動植物や、土壌の問題、大気の問題、河川の問題、私達が生きていく上
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での全ての問題に関わっていると思います。自分はどういう価値観を持 

って、どういうふうに生きたいのか、どういうふうに生活や仕事をして 

いきたいのか、環境への向き合い方について問われていると思います。 

コロナウイルスに対する国の対応について私も悩んでいることが多く、最

後は基礎自治体である市の取り組みが重要なのだと思います。環境審議会

開催の回数や時間は限られておりますが、委員の皆様から意見をいただき

ながら、会議を進めていきたいと思います。私の役割は、進行をスムーズ

にする中で、皆様からご意見を引き出すことであると思っておりますの

で、どうかよろしくお願いいたします。 

（事務局）  下野市環境審議会規則第３条第２項の規定に基づき、会長が会議の議長

となります。 

 

○会議成立の確認及び会議録署委員の指名 

（中村会長） 本日の欠席は、１名です。委員定数１３名のうち、過半数以上の委員が出

席しておりますので、下野市環境審議会第３条第３項の規定により、会議

は成立します。 

議事に入る前に、会議録署名人の指名をさせていただきます。 

本日の会議録署名人は、名簿番号１番 青木委員と、２番 荒川委員にお願 

いします。 

 

○議事 

（１）下野市環境審議会について 

（中村会長） 下野市環境審議会について、事務局から説明をお願いします。 

（事務局）  審議会の役割等について、「下野市環境基本計画」に基づき説明。 

 

 

（２）下野市環境基本計画（第Ⅲ編及び第Ⅳ編）の進捗状況について 

（中村会長） 下野市環境基本計画（第Ⅲ編及び第Ⅳ編）について、まずは令和２年度の

実績報告の説明を事務局からお願いします。 

（事務局）  第Ⅲ編「協働の取組」の実績報告について、資料１に基づき説明。 

 第Ⅳ編「市の取組」の実績報告について、資料２に基づき説明。 

（中村会長） 事務局から令和２年度の取組実績の説明がありましたが、令和３年度の実

施計画についても事務局から説明をいただいてから、委員の皆様からご意

見をいただきたいと思います。 

（事務局）  第Ⅲ編「協働の取組」の実施計画について、資料３に基づき説明。 

第Ⅳ編「市の取組」の実施計画について、資料４に基づき説明。 

（中村会長） 資料１から資料４に基づいて、事務局から説明がありました。委員の皆様

からご意見をお願いいたします。 

（熊田委員） トウサワトラノオの観察会等、コロナの影響でイベントが中止になるのは

仕方がないと思います。市のホームページからトウサワトラノオの様子を
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動画等で見ることができるなど工夫できれば良いと思いました。 

（中村会長） ＩＴ等を活用できれば、コロナ禍であってもあきらめる必要はないという

ことですね。 

（野沢委員） 実績報告について、実施することができなかった極端な未達の部分はあり

ましたか。 

（事務局）  大きなイベントはほぼ中止になりましたが、極端に未達だったというもの

はありませんでした。 

（中村会長） 渡邊委員、いかがでしょうか。 

（渡邊委員） 実績報告と実施計画は、非常に多岐にわたっていて、詳細に見ることが難

しいと思います。今年度、新たに実施する事項等は、表題の頭に「新」と

いう言葉を加えていただくと分かりやすいと思います。 

（隅谷委員） 私も、特に新たに力を入れる事項が分かるように記載をしていただきたい。

それから、私の知り合いが児山城跡の管理に関わっているのですが、児山

城跡をスマートフォンで見ると、一般市民が投稿した写真がたくさん出て

くるが、市のホームページを見ると文字しか出てこないので、ホームペー

ジでも写真を見ることができたら良いと思います。 

もう一つ、平地林マップの作成と活用について、資料１には、協働の取組内

容として記載してありますが、資料２の１０ページの７に「計画通りに実

施出来た」と記載されています。市民と協働で取り組む必要はあったので

しょうか。市で既に実施できたのであれば、平地林マップをどう生かすの

か、という記載だけでいいのではないかと思います。 

（中村会長） よく見て下さっていて、本当にありがとうございます。粂川委員はいかが

でしょうか。 

（粂川委員） しもつけ環境市民会議からの意見として、環境について情報提供をしてい

ただいている方には、しもつけ環境市民会議に入っていただき、一緒に環

境について、もっと色々な情報を把握できたら、もっとネットワークがつ

ながって良いと思いました。 

（中村会長） ありがとうございます。野田委員にお伺いしたいのですが、コロナ禍の中

で事業者も社会貢献を求められていると思いますが、課題等はありますか。 

（野田委員） 特に飲食業界は大変な打撃を受けています。私も商工会副会長として、国

の融資制度に関わっていますが、大変な状況です。それから、先程の環境

基本計画についてですが、非常に緻密であると思いますが、総花的だと思

います。環境という領域は守備範囲が広く、大気とか水とか、ごみの問題

や、エネルギーの問題ですとか、非常に多岐にわたっており、どこかにウ

エイトを置いて進めるということも良いと思います。あと一点、お聞きし

たいのですが、皆さんご承知のとおり、千葉県で小学生が通学時に事故に

巻き込まれ亡くなりました。この環境基本計画には通学路の安全確保に努

めていくことが記載されていますが、今回の事故を受けて見直し等を行っ

たのでしょうか。 

（山中部長） 通学路の安全確保に関係しているのが、資料４の１９ページの６０番の項
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目ですが、野田委員からお話がありました千葉県の事故を受けまして、建

設課と学校教育課とで危険な場所を再度チェックしました。また、建設課

と安全安心課と下野警察署とで一回、会議を行っています。学校教育課で

通学路の点検会議が年に一回行われていますが、そこでもう一度、諮って

いきます。今後も教育委員会と連携して、危険場所の洗い出しを行う予定

です。 

（野田委員） 環境基本計画は非常に整合性の取れた、美しい基本計画であると思います

が、まだ、もの足りないような気もいたします。 

（荒川委員） 資料は目を通し、下野市の各課の事業をいろいろ実施していて、素晴らし

いと実感しました。私は主婦として興味を持って読ませていただきました

が、食育として、学校で栗の木や柿の木を植えて、収穫を行うという計画

がありましたが、学校と家庭が連携することはこれから必要なことだと思

います。計画通り、進んでいただければ有難いのですが、実際、栗とか柿

とか木を植えている学校はあるのでしょうか。 

（事務局）  薬師寺小学校では、農業委員等に協力していただき、野菜を植えて収穫し

て給食の時に食べているとのことですが、柿の木とかについては確認した

いと思います。 

（青木委員） ゴミのことですが、以前は、プラ容器包装ごみがとても多くて、生ごみの

量と半分ずつでしたが、最近は、プラ容器包装ごみが少なく、生ごみが以

前の倍以上になっています。生ごみの中には、沢山のプラ容器包装ごみが

入れられている状況です。プラ容器包装ごみは、汚い場合はきれいに洗っ

て、プラ容器包装ごみの日に出す。でも、汚れが取り切れない場合は、生

ごみでいい、と広報紙に書いてあるのを見て、面倒くさいという人は、き

れい・汚い関係なく、全部、生ごみの日に捨てているから、生ごみが増え

ているのだと感じました。 

（中村会長） 非常に重要な問題だと思います。新井委員はいかがですか。 

（新井委員） 私共は、地球温暖化の普及啓発を行っていますが、昨年度は、コロナとい

う問題があり、前半は中止するイベントも多く、ウェブを活用したり、イ

ベントに来てもらった方をなるべく対面にしないような工夫をしたりし

て、後半は何とか活動を続けることができたと思っています。コロナだか

らといって、イベントを止めてしまうのはどうかと思いました。何とか工

夫して実施して欲しいと思います。あと、質問ですが、公用車で低環境負

荷型の自動車台数を令和４年度までに１７台導入、という計画があります

が、令和２年度末で達成しているようですね。今後の導入の方針は、どう

なっているのでしょうか。 

（事務局）  達成していますが、古くなった公用車については、燃費が良いものに徐々

に変えていく予定です。令和３年度には２台交換する予定です。 

（新井委員） ２台導入するとのことですが、具体的にどのような車を入れたか教えてい

ただけますでしょうか。 

（事務局）  電気自動車を導入しました。 
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（中村会長） 市役所は、率先して最先端の車を導入していただければと思います。大高

委員、いかがでしょうか。 

（大高委員） 農業士として意見を言わせていただきます。自宅の周辺がライスフィール

ドで、稲穂がとてもきれいであり、また、市内にある「道の駅しもつけ」

では、野菜がとても人気が高く、来客数も多いが、周辺のきれいなグリー

ンのライスフィールドに、ごみが落ちているので、農業の環境の改善が必

要と考えています。また、栃木県では新規就農日本一という施策をうたっ

ているのですが、十年後はもう農業をやる人がいなくなってしまうのでは

ないかと考えています。これからは、多機能にわたった大規模の農家を育

てていく必要があるのではないか、また、小さな農家さんでも下野市の素

晴らしい農業を守っていってくれるような、グリーンを守っていってくれ

るような方たちが見つかればいいな、と思っています。 

（中村会長） キーワードは「ライスフィールド」ですね。素晴らしい言葉ですね。福士

委員、いかがでしょうか。 

（福士委員） 小山環境管理事務所では、産業廃棄物、工場からのばい煙や排水、生活の

環境を保全するという視点で様々な指導を行っています。小山市、栃木市、

壬生町、野木町、下野市を管轄していますが、このエリアは本当に問題が

起きない地域です。平野が広がり、山も無く、日影になる所も無くて、自

然災害が起きづらいと思います。最近はコロナの関係で遠出もしませんし、

身近な環境に目が向いていると思います。在宅勤務とかやっていますと、

体がなまりますので、近所を歩いたりして、身近にこういうものがあると

か、魅力を発信する良いチャンスだと思います。今まで環境というのは「守

る」という意識がありましたが、やはり、魅力の発信というのも考えたら

よいと思います。 

（中村会長） 重要なご指摘、ありがとうございました。市民の方は意外と気付いていな

いかもしれませんが、これだけ恵まれて、平地で安定して、住宅も住みや

すいし、自然も豊富なので、そういう魅力の発信も必要かと思います。 

 

 

（３）下野市路上喫煙の防止に関する条例について 

（中村会長） 下野市路上喫煙の防止に関する条例について、事務局から説明をお願いし 

   ます。 

（事務局）  下野市路上喫煙の防止に関する条例について、資料５に基づき説明。 

（渡邊委員） この条例について広報紙に１回掲載されましたが、どの程度、市民に周知 

       されているのか心配しています。私も非常に関心を持っていますが、広報 

       だけは、継続的に市民に周知する意味でも掲載して欲しいと思っています。 
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（４）ごみの減量化について 

（中村会長） ごみの減量化について説明を事務局からお願いします。 

（事務局）  ごみの減量化について、資料６に基づき説明。 

 

 

（５）その他 

（中村会長） 委員の皆様から、何かありますか。 

（中村会長） それでは、事務局からは、何かありますか。 

（事務局）   次回の環境審議会は、来年２月頃に開催予定をしております。日程が決ま

り次第、早めにご連絡させていただきますので、出席くださいますようお

願いします。 

（中村会長） これで、本日の議事は全て終了いたしました。進行を事務局にお返ししま

す。 

 

○閉会 

（事務局）  以上をもちまして、第１回下野市環境審議会を閉会いたします。 


