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【工平環境総務課長補佐】

開会

それでは、定刻となりましたので、ただいまから 令和元年度

第 1 回千葉市環境審議会を開催させていただきます。
委員の皆様方に おかれましては、お忙しい ところ、またお暑い中、ご出席をいただき
まして、まことにありがとうございます。
私は、本日進行 を務めさせていただきます 環境総務課の 工平と申します。どうぞよろ
しくお願いいたします 。
初めに、開会に当た りまして、環境局長の 米満より挨拶を申し上げます。
【米満環境局長】

環境局長の米満 でございます。千葉市環境審議会の開催に当たりまし

て、一言ご挨拶をさせていただきます。
委員の皆様には、ご多用中 のところご出席を賜りまして、まことにありがとうござ い
ます。また、日ごろより本市の環境行政はもとより、市政各般にわたり多大なる ご支援、
ご協力を賜っておりますことを、厚く御礼申し上げます。また、委員の就任に当たりま
しては、快くお引き受けをいただきまして、まことにありがとうございま した。
本日の審議会は 、任期満了に伴う改選後の最初の審議会でございますので、本来です
と市長が委嘱状をお渡しし、ご挨拶を申し上げるところでございますが、所用のため出
席できませんので、私からご 挨拶を申し上げ まして、お手元に 配布 してございます委嘱
状をもちまして、委嘱状の交付にかえさせて いただきたいと存じます。よろしくお願い
いたします。
さて、近年、気候変動が一因と考えられる異常気象が世界各地で発生しており、我が
国におきましても、昨年 8 月の西日本豪雨の記憶は新しいところでございます。気象庁
の研究チームが地球温暖化の影響により雨量が増加したとのシミュレーション結果を
まとめたとの報告もございました。
また、近年話題になっております海洋プラスチックごみ問題についてでございますが、
海洋へのごみの量が増加し続けており、2050 年までには海洋プラスチックごみが魚の量
を超過するとの試算がダボス会議で報告されております。気候変動や海洋プラスチック
ごみ対策などは、 国際社会が一丸となって取り組むべき喫緊の課題であり、 6 月に大阪
で開催されました G20 サミットでは、これらの問題を共通の認識のもと、解決に向け取
り組んでいくことが合意されたところでございます。
環境問題は、このような地球規模的なものから大気汚染・水質汚濁などの地域的なも
のまで、多種多様かつめまぐるしく変化しており、千葉市におきましてもこれらの状況
を踏まえつつ、千葉市環境基本計画で望ましい環境都市の姿として掲げております「豊
かな自然と生活環境を守り、育み、うるおい のある環境とともに生きるまちへ」を目指
し、さまざまな施策を展開しているところでございます。
また、環境基本計画につきましては、令和 3 年度に期間の終了を迎えることとなりま
す。そうしたことから、現在、次期計画策定に向けまして調査・研究を進めているとこ
ろです。作成に当たりましては、本環境審議会において委員の皆様よりそれぞれのご専
－2－

門の立場からご意見をいただきまして、よりよい計画を策定してまいりたいと考えてお
りますので、皆様のお力添えのほどよろしくお願いを申し上げます。
最後に、本市の市政の発展にご支援、ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げま
して、ご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。
【工平環境総務課長補佐】

本日の会議 の成立につきましては、千葉市環境審議会運営要

綱の規定により、委員の半数以上の出席が必要でございます。本日は、委員総数 24 人
のうち 21 人が出席しておりますので、会議 が成立しておりますことをご報告いたしま
す。
続きまして、委員改選後初めての審議会で すので、委員の皆様のご紹介をさせていた
だきます。大変恐縮で はございますが、お名前をお呼びいたしますので、その場でご起
立いただきますようお願いいたします。また、敬称は省略させていただきますので、ご
了承のほどよろしくお願いいたします。
会長席に向かいまして左側からご紹介いたします。
青山委員でございます。
【青山委員】

青山でございます。よろしくお願いします。

【工平環境総務課長補 佐】
【植草委員】

植草です。よろしくお願いします。

【工平環境総務課長補佐】
【大槻委員】

桑波田委員でございます。

桑波田です。よろしくお願いします。

【工平環境総務課長補佐】
【小林委員】

川端委員でございます。

川端です。よろしくお願いします。

【工平環境総務課長補佐】
【桑波田委員】

川合隆史委員でございます。

川合隆史でございます。よろしくお願いします。

【工平環境総務課長補佐】
【川端委員】

河井惠子委員でございます。

河井惠子です。よろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補佐】
【川合委員】

鎌田委員でございます。

鎌田です。よろしくお願いします。

【工平環境総務課長補佐】
【河井委員】

岡本委員でございます。

岡本でございます。よろしくお願いします。

【工平環境総務課長補佐】
【鎌田委員】

大槻委員でございます。

大槻です。よろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補佐】
【岡本委員】

植草委員でございます。

小林委員でございます。

小林でございます。よろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補佐】 会長席に向かって右側に移りまして、佐藤委員でございます。
【佐藤委員】

佐藤です。よろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補佐】
【杉田委員】

杉田委員でございます。

杉田と申します。よろしくお願いします。

【工平環境総務課長補佐】

鈴木委員でございます。
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【鈴木委員】

鈴木です。よろしくお願いします。

【工平環境総務課長補佐】
【髙梨委員】

髙梨でございます。よろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補佐】
【土谷委員】

森委員でございます。

森と申します。よろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補佐】
【渡辺委員】

前野委員でございます。

前野です。よろしくお願いします。

【工平環境総務課長補佐】
【森委員】

福地委員でございます。

福地です。よろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補佐】
【前野委員】

中村委員でございます。

中村でございます。よろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補佐】
【福地委員】

唐委員でございます。

唐です。よろしくお願いします。

【工平環境総務課長補佐】
【中村委員】

土谷委員でございます。

土谷です。よろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補佐】
【唐委員】

髙梨委員でございます。

渡辺委員でございます。

渡辺です。よろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補佐】

ありがとうございます。

なお、本日は、倉阪委員、清宮委員、中間委員、以上 3 人の委員から、所用のため、
審議会、部会とも欠席との連絡をいただいております。
続きまして、事務局のご紹介をさせていただきます。
環境局長の米満 でございます。
【米満環境局長】

米満でございます。よろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補佐】
【矢澤環境保全部長】

矢澤でございます。よろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補佐】
【丸山環境総務課長】

環境総務課長の丸山でございます。

丸山でございます。よろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補佐】
【安西環境保全課長】

環境保全部長の矢澤でございます。

環境保全課長の安西でございます。

安西でございます。よろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補佐】
【秋山温暖化対策室長】

温暖化対策室長の秋山でございます。
秋山と申します。よろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補佐】

自然保護対策室長の大山でございます。

【大山自然保護対策室長】

大山と申します。よろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補 佐】

環境規制課長の木下でございます。

【木下環境規制課長】

木下です。どうぞよろしくお願いいたします。

【工平環境総務課長補佐】

続きまして、会議資料につきましては、お手元の次第に記載

したとおりでございます。なお、資料につきましては、事前に 配布 させていただいたも
のと内容に相違はございません。本日、お持ちでない方、もしくは 配布資料に不足のあ
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る方は、事務局にお申し付け 願います。よろしいでしょうか。
また、本日の会議 ですが、千葉市情報公開条例により、公開することが原則となって
おります。また、議事録につきまして も公表することになっておりますので、あらかじ
めご了承いただきたいと存じます 。
それでは、これより議事に入らせていただきます。
最初に、会議の議長でございますが、環境審議会運営要綱により まして会長が行うこ
ととなっておりますが、会長が決まるまでの間、米満環境局長 が議事の進行を務めさせ
ていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
【工平環境総務課長補佐】

ありがとうございます。それでは、米満環境局長、 お願いい

たします。
【米満環境局長】

会長が決まるまでの間、議事の進行を 務めさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。
それでは、議題 （1）の会長及び副会長の選出につきまして、 お諮りをいたします。
会長、副会長の選出方法につきましては、千葉市環境基本条例によりまして、委員の
互選となっておりますが、いかがいたしましょうか。
【桑波田委員】

引き続き、 岡本委員に会長をお願いしてはいかがでしょうか。また、副

会長には、前野委員と中村委員にお願いしてはいかがでしょうか。
【米満環境局長】 ありがとうございます。ただいま桑波田委員より、会長に岡本委員を、
副会長に前野委員と中村委員をと のご提案がござい ましたが、いかがでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
【米満環境局長】

ありがとうございます。それでは、会長は 岡本委員に、副会長は前野

委員と中村委員の両委員にお願いしたいと存じます。 それでは、私は任を解かせていた
だきます。ご協力ありがとうございました。
【工平環境総務課長補佐】

それでは、岡本委員は会長席へ、前野委員、中村委員は副会

長席へお願いいたします。
（岡本委員 会長席へ 、前野委員・中村委員 副会長席へ移動）
【工平環境総務課長補佐】

ここで、会長及び副会長を代表して岡本会長からご挨拶を頂

戴したいと思います。
【岡本会長】

皆様方よりご指名をいただきましたので、 会長の任を務めさせていただき

たいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
先ほど局長から話がありましたように、地球の環境も徐々に変化をしてきていまして、
梅雨明けまでは東京周辺でも日照不足ですとか低温が懸念されたのですが、梅雨明け後
は一変して猛暑日が続く状況になってきています。CO 2 濃度の増加によって地球の気候
なども大きく変化してきていることが懸念されておりまして、千葉市としても、それに
向けて気候の変化をより小さく抑えるよう な努力というものが求められています。また、
千葉市民のニーズも多様化してきておりまして、一人一人環境の 意味ですとか価値観が
変化している中で、市の行政として より多くの人によりよい環境を享受していただくこ
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とができるように 、さまざまな取り組みを進めているところでございます。ぜひ皆様方
からもお知恵を頂戴しまして、私どもとしてもその動きを支援していきたいと考えてお
ります。どうか皆様方、よろしくお願いいたします。
それでは、今後の議事進行は着席をして進めさせていただきます。
【工平環境総務課長補佐】

ありがとうございました。

それでは、ここから議事の進行につきましては、岡本会長にお願い いたします。よろ
しくお願いいたします。
【岡本会長】

それでは、議事に入る前に、改選後ということで新しく委員になられた方

もいらっしゃいますので、事務局のほうより 、改めて千葉市環境審議会について説明を
お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
【丸山環境総務課長】

環境総務課 の丸山でございます。それでは、 環境審議会の体制に

ついて、簡単ではございますが 説明させていただきます。
お手元に資料 1 と資料 2 をご用意ください。
資料 2 を 1 枚めくっていただき、 1 ページをお願いいたします。
まず、1 の「概要」です。環境審議会は千葉市環境基本条例に基づき設置されており 、
環境の保全、創造に関する基本的事項を調査・審議することを目的 とし、現在、委員 24
人で組織されております。なお、今回の改選に伴う 委員名簿につきましては、資料 1 の
とおりでございます。
続きまして、2 の「所掌事務」です。
（1）の 審議 会は 、 環境基 本計 画に 関す る こと、 環境 の保 全及 び 創造に 関す る基 本 的
事項について調査・審議を行っております。
（2）の部会ですが、部会は 2 つございます。「ア
境の 保 全や 環境 学 習、 教育 等 を所 管し 、 「イ

環境総合施策部会」は、地球環

環 境 保全 推進 計 画部 会 」 は 、大 気 、 水、

地下水、土壌及び自然環境の 保全等を所管しております。委員の皆様には、いずれかの
部会に所属していただくことになっておりますので、よろしくお願いいたします。
（3）の専門委員会ですが、専門委員会は 3 つございます。「ア
門委員会」は先ほど説明しました環境総合施策部会の下に、「イ
会」と「ウ

地球温暖化対策専
地下水保全専門委員

大気環境保全専門委員会」は環境保全推進計画部会の下に、 各々設けられ

ております。
続いて、2 ページをお願いいたします。こちら は、ただいまご説明しました内容の 体
制図でございます。審議の流れとしましては、市長から諮問を受けまして環境 審議会で
審議をいただくわけでございますが 、個別事項につきましては 、原則として各部会にて、
具体的、実質的な調査・審議を行い、完結するものとしております。
続いて、3 ページ、 4 ページをお願いいたします。こちらは、千葉市環境基本条例の
環境審議会に 係る箇所を抜粋したものでござい ます。後ほどご覧いただければと存じ ま
す。
また、4 ページの最後の 32 条にあります別の定めというのが、次のページから 7 ペー
ジにあります 千葉市環境審議会運営要綱で ございます。こちらも後ほど ご覧いただけれ
－6－

ばと存じます。
説明は以上 となります。よろしくお願いいたします。
【岡本会長】

どうもありがとうございました。

それでは、議題（2）に移らせていただきます。議題（2）の部会構成委員の指名につ
いて、事務局から 説明をお願いいたします。
【丸山環境総務課長】

部会の構成委員につきましては、千葉市環境基本条例の規定によ

り、会長が指名する委員をもって構成することとなっております。ここで、会長から 委
員の指名をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
【岡本会長】

ただいまの事務局の説明にありましたとおり、部会の構成委員は私の 指名

となっておりますが、事務局のほうで案があ れば、ご提示をお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
【丸山環境総務課長】

それでは、委員の皆様方のご専門等を考慮しまして事務局案を用

意させていただいておりますので、今 からお配りさせていただきたいと思います。
（部会構成委員（案）を配布）
【岡本会長】

皆様、お手元 に届きましたでしょうか。ただいま事務局 より、両部会の委

員構成案を提示していただきました。私といたしましても、この案の委員構成でよいの
ではないかと思っております。特段のご異論がなければ、このまま私の指名とさせてい
ただきたいと存じますが、皆様方いかがでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
【岡本会長】

ありがとうございます。それでは、各部会の 委員の構成につきましては、

これで決定させていただきます。各委員の皆様には、よろしくお願いいたします。
続きまして、その他 に移らせていただきます。
平成 30 年度の開催状況及び令和元年度のスケジュール案につきまして、事務局より
説明をお願いいたします。
【丸山環境総務課長】

それでは、 平成 30 年度の開催状況及び令和元年度のスケジュー

ル（案）について 、説明させていただきます。お手元に資料 3 をご用意ください。
まず、30 年度の開催状況 についてです。
（1）環境審議会は 、11 月に 1 回開催し、平成 29 年度千葉市環境基本計画の点検・
評価結果について ご審議いただきました。なお、その結果につきましては、ホームペー
ジや平成 30 年版の千葉市環境白書で公表させていただいております。
（2）環 境総 合施 策 部会 及 び「 ア」 の地 球 温暖化 対策 専門 委員 会 は、審 議案 件 が なか
ったことから開催しておりません。
（3）環境保全推進計画部会は 1 回開催し、千葉市発電ボイラー及びガスタービン等
に係る窒素酸化物対策指導要綱の改正についてご審議いただき、臨海部の粉じんについ
ては大気環境保全専門委員会を立ち上げ、ご審議いただきました。 「ア」の地下水保全
専門委員会につきましては、審議案件がなかったことから開催しておりません。 「イ」
の大気環境保全専門委員会につきましては、8 月と 10 月に開催し、降下ばいじん調査結
果の解析内容（案）についてご審議いただきました。
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それでは、裏面をお願いいたし ます。今年度のスケジュール （案）になります 。
まず、（1）環境審議会でございます。 第 1 回は本日の この会議となりまして、審議
内容は記載のとおりでございます。第 2 回は 11 月に平成 30 年度千葉市環境基本計画の
点検・評価と次期環境基本計画の策定方針について 、ご審議いただく予定 でございます。
次に、部会等の予定になります。（ 2）環境総合施策部会です。第 1 回は本日の本審
議会後に開催し、部会長、副部会長の選出、専門委員 会構成委員の指名についてご審 議
いただいた後、「千葉市環境保全・創造の意欲の増進 及び環境教育の推進に関する基本
方針の見直し 」について、諮問を行う予定になっております。なお、本件は千葉市環境
審議会運営要綱の規定により環境総合施策部会が所掌となり、部会が所管する事案につ
きましては 、直接部会が諮問を受け答申を行う取り扱いとしておりますので、よろしく
お願いいたします。
次に、地球温暖化対策専門委員会ですが 、こちらは現在審議案件がございませんので、
開催は未定となっております。
続きまして、（3）環境保全推進計画部会です。 第 1 回は本日、本審議会後に開催さ
れ、 部 会長 、副 部 会長 の選 出 、専 門委 員 会構 成委 員 の指 名に つ いて 審 議 い ただ きま す 。
第 2 回は 11 月を予定しており、大気環境保全専門委員会にて調査しております 「臨海
部の粉じん 」について、「環境の保全に関する協定の改定 」について、ご報告を行う予
定になっております。
次に、地下水保全専門委員会です。こちらも現在審議案件がございませんので、 開催
は未定となっております。
最後に、大気環境保全専門委員会です。降下ばいじんについて、昨年度に引き続き今
年度も 8 月、10 月の 2 回の開催を予定しております。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
【岡本会長】

説明ありがとうございました。

ただいまの 説明につきまして、委員の皆様方より、ご意見、ご質問 を頂戴したいと思
います。よろしくお願いいたします。
委員の皆様方いかがでしょうか。質問でも意見でも、もしありましたら ば挙手をお願
いしたいと思います。
特に意見、質問等がありませんので、このスケジュールで進めていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
そのほかの連絡事項について、事務局より報告をお願いいたします。
【工平環境総務課長補佐】

会議の冒頭でもお知らせしましたとおり、本会議は千 葉市情

報公開条例の規定により公開する ことが原則となっており 、議事録につきましても公表
することとなっております。また、本日の議事録は、事務局にて案を作成 後、委員の皆
様にご確認をいただきまして、議事録として公表いたします。
以上でございます。
【岡本会長】

説明ありがとうございます。

それでは、以上をもちまして、第 1 回環境審議会を終了したいと思います。委員の皆
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様方、ご協力 どうもありがとうございました。
それでは、 議事進行を事務局にお返しいたします。
【工平環境総務課長補佐】

岡本会長、ありがとうございました。

さきにご案内してい ますとおり 、本日は引き続き環境総合施策部会及び環境保全推進
計画部会を開催いたします。委員の皆様には大変恐縮で はございま すが、会場の準備の
ため 、 お荷 物を お 持ち にな っ てお 待ち い ただ きた い と存 じま す 。準 備が 整 いま した ら、
事務局よりお声がけをさせていただきます。
なお、各部会の会場でございますが、環境総合施策部会はこちらの建物 の一つ上の階
の 93 会議室になります。93 会議室前 でお待ちいただきますようお願いいたします。ま
た、環境保全推進計画部会は、こ の会場となります。会場のセット をする都合上、いま
しばらく外でお待ち願いたいと 存じます。
ただいまから休憩を 挟みまして、それぞれの部会を開催させていただき ます。開会は、
環境総合施策部会、環境保全推進 計画部会とも、16 時 15 分からとなっております。
それでは、これより休憩時間といたしますので、よろしくお願いい たします。
午後３時５７分
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閉会

