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午後３時００分開会 

○小泉会長 それでは、只今から平成２４年度第３回八王子市環境審議会を開催いたします。 

本日は雨で足元が悪い中、また年末のお忙しい中、お集まりいただきまして、まことに

ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、委員の出欠状況の報告と配付資料の確認について、事務局から一括してお願

いいたします。 

○星環境政策課主任 本日の出席状況についてご報告いたします。 

まず、事前に欠席のご連絡をいただいている委員の方の報告をさせていただきます。赤

穂委員、浦瀬委員、菊地委員の３名となります。 

定足数につきましては、１５名の委員のうち１２名のご出席をいただいております。過

半数割れをしておりませんので、この審議会は成立しています。 

出欠については以上です。 

次に、配付資料の説明をさせていただきます。 

まず、事前に配付させていただいたものとして「循環型都市八王子プラン」、こちらが冊

子のもので６０ページまでとなっています。 

続きまして、本日配付させていただいた資料といたしまして、次第、それとＡ４横にな

りますが、「八王子市環境審議会での意見等に対する措置」となります。 

資料の説明については以上です。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。資料については過不足ございませんでしょう

か。よろしいですか。ありがとうございました。 

それでは、本日は前回の市長からの諮問を受けての２回目の審議となります。事務局は、

審議を円滑に進めるため、配付した資料に基づいて説明をよろしくお願いいたします。 

○岩本環境政策課主査 環境政策課の岩本です。よろしくお願いいたします。 

１０月２９日、市長より諮問をさせていただき、その後、直ちにご審議いただいたわけ

ですが、そこで出されました意見が多数ございます。私どもで会議録の中から皆様のご意

見を要点的にまとめまして、本日、お手元にお配りしておりますＡ４横の資料１、こちら

に具体的に箇条書きをさせていただいておりますが、どのようなご意見があったか、それ

に対しまして、本日お配りしております冊子にどのように反映をさせたかをご説明させて

いただきます。 

それでは、具体的にどういうところを直したかというところで、該当するページ・行は、
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原案ではない、今回お持ちいただいております絵のついた「循環型都市八王子プラン」の

ページとなっております。 

それでは最初に第１番、２４ページ以降について、ご意見といたしまして、「市民・事業

者と市の協働した取組み」と次ページには「地域、市民団体等」とあり、整合性が図れて

いるのかというようなご指摘がございました。こちらは早速「地域、市民団体等」という

内容を、「市民」の項目のほうに移動させていただきました。 

２番といたしまして、５６ページ以降になります。用語解説では、一般的なものと八王

子市特有のものと混在しているが、一般的な解説より市独自の解説を施した内容にしたら

どうかというご意見に対しまして、これまでどおり、基本的には通常の解説を施しており

ますが、本市特有の内容についてはしっかり区別し、本市という言葉を使い、本市特有の

内容に変えながら、随時記述してまいるつもりでおります。 

続きまして、３番の７ページ、８ページになります。現状の数値において、これまでに

上がり下がりしている理由がよくわからない。原因が記述されていないので、その上がり

下がりの原因を簡単にでも書いておけば、その状況がわかるのではないかということなの

で、そのような簡潔な記述をさせていただいております。 

４番の２３ページになります。計画のフレームの３４年の目標年度の数値は、下１桁ま

で出さずに丸めたらいかがかということで、確かに３４年後の精密な数値も重要ですが、

わかりやすさからすると、おおまかにまとめ上げたほうがよろしいということで、そのよ

うに対処させていただきました。 

続きまして、５番の２ページ、こちらはほかの施策との関わりがどのようになっている

か、体系図的なものがあればということで、２ページのほうに掲げさせていただいており

ます。ただ、これは私どものほうで環境基本計画等々の中からこういった体系図を持って

おりましたので、これをこちらのほうに類するようにここに記述をさせていただきました

けれども、もし、このような内容ではないということであれば、またご指摘をいただけれ

ばと思います。 

６番、４６ページ、下から４行目になりますが、施設の対処のところで、「避難所や救出

救助拠点・復旧活動拠点として」とあるというところの中で、仮設住宅など長期化するイ

メージにもとれるというところで、「緊急」というような文言を入れたほうがよろしいので

はないかということなので、そのように対処させていただきました。 

７番、これは全般的なお話になりますが、章や節などの冒頭にプロローグ的な文章を入
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れ、その章や節の解説を簡単にでも施したほうが読み手としてわかりやすいのではないか

ということなので、可能な限り入れさせていただいております。 

８番、これも全般的なお話になりますが、重要な内容については、太文字や大文字など、

読みやすくなるような工夫をしたらどうかというようなご意見がございました。これにつ

きましては、文章整理をしていく段階で、全体のバランスなどを考えながら、これから工

夫をさせていただきたいと考えております。 

９番目、５６ページ以降になります。解説の必要な用語については、アスタリスクを付

け、用語集に掲載したほうが丁寧であるということで、通常ですと、なかなかないのです

が、注の中に、その指摘されているページなども入れて、逆に戻れるような形に施してお

ります。これにつきましては、まだこれから発展途上的なやり方をしておりますので、最

終的には、もう少し見やすいような形で施していきたいと考えております。 

１０番目、概要版を作成していただきたいということで、これは当然でございまして、

計画を策定するに当たって、計画の発行と同時に概要版も発行させていただく予定でおり

ます。 

１１番目、５３ページになります。本委員の名簿などを掲載したらいかがかということ

で、当然、現行計画にもこれに携わった皆様方の名簿等々を掲げさせていただいておりま

すので、最終的な計画策定の終盤になりましたら、もう少し整えながら、巻末に入れさせ

ていただくというふうに思っております。 

最後の１２番、策定までの経緯がわかるような図表を掲載してほしいといった内容です

が、策定中のため、現在は進行的な掲載をまだ施しておりません。これも計画が終わる時

点で検討させていただきたいと考えております。 

これで、前回、皆様からいただいた概ねの意見の中の回答とさせていただきます。 

続きまして、私ども事務局といたしましては、原案をお示ししておりますが、まだまだ

文章整理、文言等の確定、それから校正等、若干の確立性を欠いております。まだまだよ

りよく直さなければいけないというところがございますので、今日までに直させていただ

いた部分のご説明をさせていただきます。 

改めて冊子を見ていただきたいと思いますが、最初に１１ページをご覧ください。現行

では「現状と課題」として、ここでは現状を記述しておりましたが、課題との整合性から、

発生抑制の現状ではなく、ごみの減量・資源化に対する現状を記述することといたしまし

た。 
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また、１３ページになりますが、現状に対する課題として３つの課題を頭出ししており

ます。これはわかりやすさということで、こういうふうに施しました。 

続きまして、１４ページになります。第３章ですが、市民意見でも指摘されておりまし

たが、基本理念があって、次に基本方針、そして計画の目標値の順のほうが並びがよいの

ではないか。見やすさもあるということで、何人かのご指摘をいただいておりますので、

その通りに配列替えをさせていただいております。理念、基本方針、そして目標というよ

うな形で、順番に動いていくような形にお示しをしております。 

１５ページ、基本方針になりますが、まず、基本的には発生抑制が重要であるというよ

うな内容から、当然、それを重要といたしまして、ご意見の通り、基本方針の１番に「発

生抑制・再使用」という項目から、順番に基本方針を構成させております。 

１９ページをご覧ください。それ以降なんですが、棒グラフにつきましては、若干の立

体化を施しております。これは見栄えというところで、すべて替えさせていただきました。 

続きまして、２４ページ、第４章になります。こちらの「施策」ですが、基本方針の並

べ替えに合わせまして、こちらも同じように並べ替えております。 

また、各主体の具体的な取り組み内容も、より具体的な項目を増やし、厚みを出してお

ります。例えば２７ページなのですが、これまでの市民、事業者、市の具体的な取り組み

の内容をより多くして、厚みを出しております。 

以上が、大きく変更させていただきました内容となります。これからまだまだ文章整理

や挿絵の変更、そういった、いかに計画に近づけるかということでは、これから事務局の

ほうも努めさせていただきたいと思います。 

雑駁ではございますが、皆様からいただきましたご意見、またパブリックコメントにお

ける市民意見なども反映した中での冊子の概要説明とさせていただきます。以上です。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。只今、事務局の説明を受けたのですけれども、

早速審議に入らせていただきます。 

前回の意見あるいは提案を受けて、資料の通り対処したということでございます。また、

事務局においても同時進行で文章整理などを行ったということでは、前回に比べて計画書

らしくなったというふうに思います。 

さて、本日は期日的なこともありますので、終盤の審議として、先にお願いしておりま

す通り、お一人お一人から発言していただきたいと思っております。特に市民の取り組み、

あるいは生ごみ対策、また施設整備については、本計画の重点取り組みとなっております
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ので、この取り組みについては、多少意識して発言していただければ幸いでございます。

もちろん、計画に直接関係していない内容でも構いません。遠慮なくご発言いただければ

と思っております。 

発言は五十音順ということでお願いしたいと思っておりますが、本日は赤穂委員がご欠

席ですので、井口委員から順次ご発言をいただけますでしょうか。よろしくお願いいたし

ます。 

○井口委員 読ませていただきまして、この審議会の中でのやりとりですとか、そういった

ものを事務局で反映さしていただく中で、今までの八王子市のごみ処理行政というのが、

市民とか事業者と連携を深めていく中で、大きな成果を上げてきたというのが、例えば、

全体のこれまでのごみ量とか、そういったものの中で見えてくる。それをさらに一歩も二

歩も進めていくということで、非常に意欲的な内容を含んでいる中身かと思いますし、そ

ういったことを市民また事業者と引き続き連携をしていく中で、取り組みを深めていくと

いうことを肝にしながら進めていくのかなというふうに感じながら読ませていただきまし

た。そういった中で、着実にこの中身を進めていければ、非常にすばらしいことだと思っ

ております。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。では続きまして、浦瀬委員は今日はご欠席な

ので、大亀委員、よろしくお願いいたします。 

○大亀委員 前回の資料に比べて、一段といい資料になっているのではないかと思っていま

す。今回修正していただいた中で、前の資料のときに、いろんな計画値というのが現状の

評価のところにございまして、そこのところは棒グラフとか数値があって、そこに対して

かなり頑張っているかどうか、まだ達していないかどうかというところがあって、現状の

評価、それから課題というふうに進んでいったかと思うのですね。 

今回のところで、いろいろと今後課題を策定していくに当たって、現状の評価のところ

も現状がこうなっているというところについて、わかりやすく提示されているなと思いつ

つ、今後、現状の課題というのでしょうか、もっとここをやっていかなきゃいけないとい

うところが、もう少しわかりやすくなるといいなと思います。こうやって減ってきていま

すというところなので、すごく八王子市は取り組みが先進的なのではないかなと、読みな

がら思ってはいるのですけれども、さらにやっていくのに、こういう課題がありますと、

後ろにつながっていくと良いと思います。今回の修正においては、よりわかりやすく現状

の数値において上がったり下がったりした理由とか原因を記述すると、わかりやすいとい
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ったところで、記載していただいているかと思うのですけれども、そこのあたりを、現状

の数値においての上がり下がりのところだけでなくて、計画をした数値に対して、どうい

う評価があったかを記載すると良いと思います。この前はそういう数値があったものです

から、そこの部分のところを市民の人に言って、こういうところがなっていないから、次

はちゃんと頑張らなきゃいけないよねということが記載されると、よりわかりやすいなと

思って、前回ちょっと発言をさせていただいたつもりだったのですけれども、そこのあた

りが少し、よくわからないところかなという気がしています。 

ただ、計画はストレッチ計画を立てていらしたのかもしれませんし、それに対してどう

のこうのと言っても、今にとって始まらないところもありますから、そこについては、八

王子市の、どういうふうにまとめるのが一番わかりやすいかというところがあるかと思い

ますから、そこについてはどうのこうのということではありませんが、前回からのつなが

りの中では、そういうふうに１つ判断しております。 

もう１つは、全体論なんですけれども、市民の方の協力が、これを見て、市民とか事業

者もそうなのですが、意識の高まりというか、一人一人がどう意識を高めてやっていくの

かというのが非常に大切だなと、これを見て再度感じました。それは環境の問題、ごみの

問題というのは、意識の高い方はすごく意識が高いと思っているのですけれども、片や、

意識がない方というのは、全く関心がないという方が多くて、その人たちに幾らどうＰＲ

しても、なかなかごみの問題には関心もないし、知ったことではないという方がいらっし

ゃるので、ある一定のところからなかなか数値が上がっていかないというふうになってい

るのかなと、素人ながら思っています。したがって、そこのところをこの中でも一つ一つ、

人海戦術で個別に対応していくというのが書いてあるので、ここをどう実行して、本当に

実績を上げていくかということは、これを実行する上で非常に重要だなと感じました。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。１点目の、前回やって、今回はちょっとシン

プルにして消えてしまったというお話なのですけれども、これはご意見として承っておい

て、修正できるものであれば、受けていただくということにできますか。 

○岩本環境政策課主査 はい。 

○小泉会長 いろいろ一長一短あると思いますので、少し全体を考えながらやってまいりた

いと思いますが、ご意見として承ったということで今回は記録に残しておいて、あと、事

務局でそういったものを加味できるのであれば、入れていただく。私も一長一短あるとは

思っておりまして、余り詳しくやると、そこのところにいろいろ行ってしまいますし、本
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来、究極の姿とは一体何かというのを本当は必要だとは思うのですけど、なかなかその辺

が難しい部分だとは思っておりますので、また、努めていただくということでよろしくお

願いしたいと思います。 

それでは、奥委員、お願いいたします。 

○奥委員 全体を拝見しまして、まず、評価できる点、２点あるかなというふうに私自身は

感じました。１点目は、数値目標を具体的に掲げていて、しかも、その目標値が非常に野

心的といいますか、積極的に取り組んでいく姿勢が明確に打ち出されていると思います。 

２つ目は、全体を通して非常に記述がわかりやすいというふうに思いました。私自身、

行政用語慣れしているので、もしかしたら、市民の目から見ると、もう少し表現が工夫の

余地があるのかもしれませんけれども、それでも全体的にわかりやすい書きぶりで、理解

が容易になっていると思いました。 

以上、全体の印象なんですけれども、幾つか指摘させていただきたいところがございま

して、今日ご用意いただいた資料１の５番目、２ページに体系図を掲載しているのは、私

が申し上げたことなのかなと思いますが、この２ページに入れていただいた図１は、これ

はこれであったほうがいいと思いますので、このままにしておいていただければと思いま

す。ただ、私が申し上げたのは、この計画自体の中身をより体系的に表す図があったほう

がいいなということで、具体的には、目次を見ますと、ある程度全体像はわかるんですけ

れども、目次の中の第３章から第４章。第５章のところもこの図の中に含めてもいいのか

もしれませんが、第３章の基本理念、基本方針があって、それらに寄与する計画、取り組

みとして第４章に掲げられている施策、重点取り組みがある。 

ただ、目次では施策は５本ある、重点取り組みは３本あるというのはわかりますけれど

も、さらにその下のレベル、事務事業レベルというふうに言えるのかどうかわかりません

が、施策ごとに、より具体的な柱がぶら下がっているわけですよね。そうしたら、それら

の全体が見えるような体系図を、第３章の前あたりなのか、多分そのあたりだと思います

が、そこに入れていただけると、どういった柱を全体として推進することで、数値目標、

基本方針、基本理念に貢献することにつながっていくのかということが一目でわかるよう

な、そういう図があるといいなという、そういうイメージで申し上げたわけです。ちょっ

と工夫していただければなと思います。 

あと、計画の推進体制も、もしかすると体系図のあとの一番下に、全体を下支えするよ

うな体制として図の中に入れられるのかもしれませんので、それもひょっとしたら第３章
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から第５章までを一目で見えるような図として表すという、そんなイメージにしてもらえ

ればと思います。 

あと、柱が各重点的取り組みにぶら下がっているということに関連してなのですけれど

も、４０ページ、これは重点的取り組みの２つ目の柱、生ごみの減量・資源化の地域特性

に応じた取り組みの中の家庭・地域における生ごみの減量・資源化、ここだけ、「１０％の

世帯が取り組んでいることをめざします」という具体的な数字が出てきて、その下に具体

方針というのがぶら下がっているんですね。ほかの重点取り組みの柱には、具体方針とい

うのが、次の「事業所における生ごみの減量・資源化」とありますが、いずれにしても、

生ごみのところに関してだけしか具体方針がないですよね。２．１とか２．３のところに

は具体方針がないので、これはこれでバランスがいいとして、２．２しか具体方針がない

ので、もし、全体に、重点取り組みすべてに具体方針が示せるのであれば、そのように統

一して整理していただいたほうがいいかなと思いました。もし、ここにしか入れていない

理由があるのでしたら、教えていただければと思います。 

それから、ちょっと気づいた点をよろしいですか。 

○小泉会長 はい。どうぞ。 

○奥委員 あと、言葉の使い方なのですけれども、「再使用」という言葉と「リユース」とい

う言葉が混在しておりまして、恐らく同じ意味で使われているのですよね。例えば、１５

ページ、これは基本方針ですけれども、基本方針１のところに「発生抑制・再使用」とい

うふうにありまして、基本方針３では、文章の中に「リユース・リサイクル」と、「リユー

ス」という言葉が使われているのですね。 

同様に３０ページのほうも、１．３の（１）の文章ですけれども、「市民の自主的な再使

用を推進するため」と言っていて、次の文章では、「また、大学・学生との連携によるリユ

ースのしくみづくり」と書いているんのです。そうすると、「再使用」と「リユース」があ

たかも違うもののように、使い分けているのかなというふうな印象を与えてしまいますの

で、統一なら統一されたほうがいいのかなと思いました。 

あと、最後ですが、４０ページの先ほどの具体方針が示されている中の２つ目の具体方

針ですけれども、「各家庭における生ごみの水切りによる排出抑制の促進」とありますが、

「排出抑制」というよりは、水切りによる「減量化」だと思いますので、言葉を直してい

ただいたほうがいいかなと思います。 

あと、細かいところで誤字・脱字を見つけたので、それはあとで事務局にお知らせしま
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す。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。いろいろご指摘いただきましたので、事務局

でご検討いただくということで、よろしくお願いいたします。 

では、菊地委員はお休みですので、木下委員、お願いします。 

○木下委員 はい。どれぐらい時間をいただけますか。 

○小泉会長 いや、もう大丈夫ですよ。時間はたっぷりありますから。 

○木下委員 今、奥先生からもご指摘がありましたが、細かいことはあとでお示ししますの

で、概要のところだけ申し上げますが、非常にわかりやすくなっています。あとは細かい

ところのチェックですが、１５ページ、基本方針の２番目と３番目なのですけれども、３

番目のところは「積極的な市民参加」という言葉を使っておりますが、上のほうでは「３

者協働」となっていますね。これはちょっと言葉が似通っています。中身としては、積極

的な市民の工夫みたいな、３番目はそんな感じじゃないんですか。「参加」よりも「工夫」

みたいな感じがします。それよりも、もうちょっとリユースとかリサイクルのところを強

くおっしゃりたいということなのでしょうかね。ここはちょっと気になりました。 

それから、これはあまり大きな話ではありませんが、２１ページのＣＯ２排出量削減率

のところの四角の中ですけれども、「５７,０００ｔ（削減率：１２％）以下」となってい

ますが、これは削減率が１２％以下というふうに読めますので、ここは「５７,０００ｔ以

下」、その後ろに「削減率何％」ぐらいのほうがまだわかりやすいかもしれませんね。 

それから、２２ページのこれも「ごみ・資源処理経費１４,７００円以下」と書いてあり

ますが、単位を前のほうに入れておいたらいかがでしょうかね。「年間１人当たり」とか。

そちらのほうがわかりやすいかなという気がいたしました。 

それから、３６ページの一番上は、これは単なるミスと思います。誤字ですね。 

それから、すみません、元に戻っていただいて１３ページですが、ここは大きく２つで

すが、言葉の使い方ですけれども、課題１の「ごみ減量・資源化に取り組めていない」と

いうのは、何となく言葉遣いとしてひっかかりますね。これは不十分ということをおっし

ゃりたいんでしょうか。 

○鈴木ごみ減量対策課長補佐 先ほどもお話がありましたけれども、環境問題とかそういっ

たものに対して関心が非常に高い方と、関心があまりない方がいらっしゃいます。市の広

報なども、全く読んでいただけない方がいらっしゃいます。読んでいただけない方には、

制度そのものの理解がなされていないという現状がありますので、そういった方には、市
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のほうから情報発信をしてもなかなか取り組んでいただけません。 

○木下委員 わかりました。私が申し上げたいのは、何となく否定的な言い方よりも、そう

いう具合に積極的に取り組んでいこうということで、下のほうには「確立」というぐあい

に書いてあるのですね。ですから、一緒にやっていきましょうよという、関心を高めると

いうような、何かそういう言い方のほうがいいのではないかという趣旨でございます。で

すから、意味合いはわかっておりますけれども、言い方としては、そちらのほうがよろし

いのではなかろうかなというような感じがいたします。 

あとは、生ごみのところが出てまいりましたが、例えば３９ページのところで、生ごみ

で水切りをするというのは、水切りをやって減量化を図りますとういうことでわからない

わけではないのですけれども、そちらのほうに重点が置かれている。多分そうではなくて、

生ごみで水切りをやることによって、何かほかのメリットが出てくるはずですよね。例え

ば焼却のときの問題、あるいは輸送コストを少なくするとか、そういうような意味合いと

して、もう少し生ごみを減らすことの意味合いを、例えば３９ページの中にちょっと書き

込んでおかれたほうがいいのではないかなと感じました。特に今、生ごみに力を入れてお

られるというのはよくわかりますので、なぜ生ごみが問題なのか、ただ量を減らせばいい

というだけではないのではないかということを、ちょっと書いておいたほうがいいのでは

ないかなと感じました。 

いろいろと申し上げましたが、以上でございます。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。いろいろご意見をいただきましたので、事務

局でまたチェックしていただければと思っております。ありがとうございました。 

では、城所委員、お願いいたします。 

○城所委員 皆さんおっしゃられたのですけれども、前回よりも大変読みやすくなっており

ます。奥委員がおっしゃったように、「リユース」とか「再利用」とかがごちゃごちゃにな

っていると、読む方がとてもわかりにくい。「３Ｒ」とかいろいろ今、流行語のようになっ

ている言葉は、高齢者が理解できないと思います。「ごみの抑制」とかと言ったほうがいい

と思います。「リサイクル」ぐらいはわかると思いますけれども、この中に横文字がすごく

多いので、わかりにくいところがあると思います。 

「取り組めていない」という、記述の仕方のご意見もありましたけれども、取り組めて

いないという方もいます。しかし、その中には、それを理解できない方もいます。だから、

「取り組めていない」という言い方も、ちょっとどうかなと思いますけれども、もし、８
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０歳以上の高齢者がお二人で住んでいた場合、ごみに対してきちっとできるかというと、

私はできないと思っています。 

だから、もう少し私たちが市民会議のメンバーなり、それからリサイクル推進員の方に、

これからの課題として、そういう方たちに適切な指導というか、アドバイスをするのが１

つの使命かと思いますけれども、その前に、この冊子がよりわかりやすく、あと、概要版

を作成してほしいということもありますけれども、それは作ってくださると思いますけれ

ども、それも高齢者が見てわかるようなものでないと、意味がないと思います。だから、

そういう方たちの立場に立つと、これをきちっと読む人はほとんどいないと思いますので、

概要版でわかりやすくとか、あとは個別指導してわかりやすくする。 

取り組めていない中には、そういう方たちもいるし、単に学生が４年間なり八王子に来

て、八王子のごみの出し方が理解できないで他に行ってしまう、そういう方もいるでしょ

うし、そういう意味では、もう少し、片仮名でごちゃごちゃになっているところへ手を入

れていただければと思います。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。さっきも「再使用」「リユース」の話がありま

したが、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、黒須委員、お願いいたします。 

○黒須委員 私の専門性から言いますと、生ごみを減らすのにコンポストを普及させるとい

うことには大変関心がありまして、それで今すぐ直接、この冊子のここをこうしていただ

きたいということではないのですけど、まず、ダンボールコンポストを使いましょう、普

及させましょうということなのですね。それは、集合住宅を対象としたことだと思うので

すけど、家庭の主婦の立場になりまして、そういう非常に手のかかることをしていただく

には、それなりのインセンティブが必要だから、なかなか難しいところがあると感じまし

た。 

八王子市で、集合住宅と戸建ての家の比率は半々ぐらいと聞いたのですけれども、生ご

み処理の何かそういう機能を果たすコンポストを庭に直接をつくる余地がまだまだあると

思います。個人的なことで恐縮なのですけど、私といえば、コンポストマニアといってい

いぐらいの人間で、こんなに楽しいことはないと思っているのですけど、それを１０人の

人に「コンポストはいいですよ。作ってください」と言うと、どうもちゅうちょするとこ

ろがあるらしい。それに、私自身は生物学者ですから、生ごみを分解してくれるのは微生

物と節足動物だという認識がありますけど、普通の方はそれは、「ああ、汚い」というふう
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におっしゃるのですね。 

それで、個人的なことばかり話して恐縮なんですけど、今年は私のコンポストにはアミ

ガサダケが出てきて、これはすごいと言ってひとりで興奮していたんですけれども、ＣＯ

Ｐ１０以来、生物多様性のことを大事にしましょうという動きがあっても、そういうのも

なかなか難しいなと思ったのです。ですから、これは本当に長期にわたって皆様の意識を

変革していただくということに取り組まなければいけないので、大亀先生もおっしゃって

いましたけど、一生懸命やる方は一生懸命やる。でも、関心のない方は関心がないという

状況なんですね。だから、そうやってコンポストをつくって、入れていいもの、いけない

ものというのを知っていただくというのも難しいし、特に塩気のあるものを入れちゃだめ

なのですというのも、なかなかわかってくださらない方も多いようなのです。それで、全

般的なことに関してまだ改善していく余地があるかなと思います。 

感想ですけれども、以上です。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。では、齋木委員、お願いいたします。 

○齋木委員 奥先生がおっしゃったように、私もかなりよくできているというふうに思いま

した。これは１０年計画の途中で見直すという形になっていますね。そうすると、どこが

変わったのかというと、実はあまりよくわからないんですよね。ただ、私の読んだ感じか

ら言いますと、１０年計画のどこが変わったかということは気にはなったのですけれども、

読んでいて特に不都合はないのですが、それがわかるようにしていただけるといいと思い

ます。だから、もし、奥先生がおっしゃったように、そういう図表を入れるのだったら、

そういうようなところがちょっと入ってくれるといいかなという感じはしました。 

それから、このもの自体はすごくよくできていると思っているので、このままでもいい

かなというくらい、よくできているのですけれども、けちをつけるような話で大変心苦し

いんですけれども、「循環型都市八王子」といって、基本方針で「ごみを発生させない取り

組みの促進」というのが出てきますよね。読むのは市民の方ですよね。そうすると、「ごみ

を発生させない取り組みの促進」というのは、市民感覚から言うと、ちょっとずれている

ような感じがするのですよね。 

事業者から言うと、ごみを発生させないということはすごく重要なのですけれども、市

民は、ごみは当然出るものですから、そのごみが、要するに分別されていくか、あるいは

コンポストになっていくか、再資源化されていくかというような感覚なので、そういうと

ころは手直しが必要じゃないかなと思います。 
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それから、重点で、コンポストのことが終わりのほうに出ているのですが、生ごみの処

理ですね。非常にわかりやすいのですけれども、基本方針のどこに関係するのかというの

が、あんまりよくわからないのですね。例えば、「ごみを発生させない取り組みの促進」の

中に生ごみの処理が入ってくるのか、それとも市民による主体的なリユース、リサイクル

に入ってくるのか、資源・エネルギーのところに入ってくるのか、ちょっとよくわからな

い。重点課題でやるわけですから、それがわかるような形にしておかないと、よくないの

ではないかなと思いました。 

あと、３つ目なのですけれども、「循環型都市八王子」ということだと、リサイクルとか

リユースというのがすごく重要になるんじゃないかなと思います。ちょっと個人的な感じ

なのですけれども、私は今、八王子に住んでいないのですけれども、ガレージセールとか

フリーマーケットとかがあんまり多くないような気がするのですね。私は前は柏に住んで

いたことがあったのですけれども、年に何回か、近くでやっていたんですね。 

リサイクル、リユースというのだったら、そういうフリーマーケットみたいな、例えば

市が、その出店するところから１件１００円でも１,０００円でもお金を取ってやるような

仕組みというのも、この中に入っていていいのではないかなという気がしました。これは

ちょっと余分なことかもしれませんけど。 

細かい話なのですけれども、「循環型都市八王子」というのと、基本方針の言葉があまり

合っていないような気もちょっとしたのですね。いろいろ言いましたけれども、私は内容

的には非常にいい内容だと思っているのです。以上です。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。その辺、またご検討いただくということで、

よろしくお願いしたいと思います。 

では、完山委員、どうぞお願いします。 

○完山委員 委員の皆さんのいろんな意見の中で、私ももう言うこともないのですが、私た

ちは今、館の清掃工場という一番古い清掃工場を抱えていて、これからそれを建て替えよ

うという計画が立っているわけなのですけれども、前回、もう稼働して何年になりますか

ね、プラスチックの中間処理の建設の際には、戸吹の町会長も委員として出席しておりま

したけれども、すごくいい感じの中で、うまい、立派な中間処理の工場ができたなと私は

思っているのです。我々のほうの館の清掃工場から言うと、そばに団地があるのですが、

高齢化していて、これから新工場をつくるということになれば、その前に旧工場の取り壊

しもあると思うので、なかなか大変な面があって、そういうふうな形の中では、結構、期



16 

間を長くして、なるべく皆さんがいいような、すばらしい次世代型の清掃工場を造ってい

ただければと思っております。 

この間もちょっと見学をしてきたところでもありますけれども、自給自足で、サーマル

的な形の中では、余った電気を売っているというようなすばらしい清掃工場になっており

ますし、これからは一番新しい清掃工場をつくるのですから、多くの人たちに見学に来て

いただけるような、そんな清掃工場を造っていただければありがたいなと思っております。 

それと、２６ページの下から２行目なのですけど、「必要であるたことから」とあります

が、その「た」１字がちょっと余分かなと思っていました。 

よろしくお願いします。以上です。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。次世代型という意味では、技術もどんどん進

歩していますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、千明委員、よろしくお願いいたします。 

○千明委員 今までずっと委員さんのご意見を聞いていまして、あまり付け加えることはな

いのですけれども、前回も、いい計画で、特に第４章以降がすごく充実しているのではな

いかなと思いました。今回またいろいろ、その辺手直しされて整理されているので、よく

なっているのではないかなと思いました。 

これから概要版に期待したいと思うのですけど、市民が読みますので、意義だとか、理

念、方針も大切ですけれども、そういうところに概要版であまり力を入れてしまうと、読

みにくくなってしまうので、概要版を頭に入れながら申し上げますと、２ページのところ

とか、それから１４ページの循環型だとか、基本方針、ここは概要版で力を入れてもしよ

うがないし、この辺で読むのをやめてしまうのではないかなと思いますので、この辺は、

わかりやすくしてもらったほうがいいのではないかなと思います。 

あと、生ごみに力を入れているというのは特徴があるし、総花的な計画よりいいと思い

ます。ですから、骨格のバランスを考えると確かにそうかもしれないけれども、生ごみの

具体方針が充実しているのは結構なことだと思いますので、生ごみが突出していていいの

んじゃないかと私は思います。そのほうがわかりやすい。ですから、概要版もこの辺は力

を入れてもらったほうがいいと思いました。 

それから、コンポストとかが汚いとかというのも、学習とかイベントという項目があり

ましたけど、このイベントというところが非常に抽象的で、どういうイベントをやるのか

よくわからないんですけど、人間が出すものに汚いものなんかないものと思いますし、生
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ごみは決して汚いものではない。それも先天的にではなくて、親や何かが教育して、汚い

わと思ってしまう。最近の子供は落ち葉も汚いと思う子供もいるぐらいなので、そういう

のを逆にイベントだとか学習とかでやるときに、やっていければいいのかなと思います。

イベントとか学習というのはちょっと抽象的なところがありますので、ぜひそんなものを

入れたらと。書き換えろというわけではないのですけれども、先ほどフリーマーケットと

かガレージセールの話も出ましたけど、イベントの中でそういうものを取り組んでいくべ

きではないかなと思いました。 

水切りも、わかりやすく入れたらというのも、全くそうだと思います。当然、なぜと思

うと思いますので、焼却の負荷が減るとか、輸送コストが減るというのは、どこかに一言

入れるというのは非常に賛成です。市民が読みやすく、途中で放り出さないように、そう

いうことを特に概要版で力を入れていただければなと思いました。 

それから、細かいんですけど、よく調べてくればよかったのですけど、２４ページの１．

１の（１）のところ、①の３行目、「自治体」と書いてあるんですけど、「市民会議や自治

体・町内会」、辞書で調べればいいのですけど、八王子市も自治体じゃないんですか。 

○佐藤環境政策課長 これは、「町会・自治会」の間違いです。 

○千明委員 あと、先ほど「エラー」とかいうのがありましたけど、あれは訂正されるとい

いと思います。よろしくお願いします。 

○小泉会長 ありがとうございました。では、中村委員、お願いします。 

○中村委員 私もお休みが多くて、大変申し訳なかったのですが、今回のこれを読むに当た

って、前回いただいておりました原案を読みながら、また比較しながら読んでいたのです

けれども、皆さんおっしゃっているように、前回に比べて、読みやすく、見やすい冊子に

なっていると思いました。それで、皆さんがおっしゃっている高齢者によくわかるような

方法でごみの出し方をというか、その点で申しますと、私の住んでいるところはたまたま

老人会というのがすごくよくできておりまして、ごみの出し方については、私も母と同居

しているのですけれども、「今日は何のごみを出す日よ」とか、「今日は何を出す日よ」と

か、母から言われて、「ここにまとめてあるからこれでいいんじゃないの」、「これを持って

いって」という感じでやっているのですけれども、年齢的にも、７０代、８０代の方たち

というのは、まだ体力も十分あって、公共のことに対してはとても関心を持っている年齢

だと思うんですね。ですから、ごみの収集とか、分別とかは本当に難しいと思うのですけ

れども、そういう積極性を持っているようなところを優先的に、団体のリーダー的な存在
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にしていってやるというのも１つの方法かなと思いました。 

それで、この中で、細かいかもしれないのですけれども、ちょっとわかりにくかったと

ころで、指摘させていただきたいのは、いろいろ直していただいて、わかりやすくなって

いるのですけれども、８ページの「ごみ処理量の現状」というところで、比較の主語が平

成１５年から１９年、２３年（現在）というふうになっているのですが、この間の１８年

にエコセメント化に伴い、ごみの減量化をしたということだと思うんですけれども、この

数字を見ますと、１５年と１９年の間が、ここに１８年が入ると思うのですけれども、逆

に数字としては１５年より１９年が数字が多くなっておりますね。それで、ちょっと見た

とき、なんだろうと思って疑問を感じてしまったのですけれども、では１８年はどのくら

いだったんだろうか、だから１８年から１９年が減ったという、ここの流れのところが、

瞬時には理解できなかったのですね。ですから、ここのところがもうちょっとわかりやす

いといいと思います。これを細かく見る方がどうやって見るかどうかというのはわかりま

せんけれども、ちょっとわかりにくい数字だったかなと思いました。 

それと、１１ページ、「現状評価と重点課題」というところで、その前の部分のところが

全部まとめて文章になっていると思うのですけれども、ここの文章の、（１）の「ごみの減

量・資源化に関する現状」というところで、「市民１日あたりの総排出量」とか、「ＣＯ２

の排出量削減率」とか、頭出しできるようなポイントは幾つかあると思うのですね。です

けど、文章がずっと１つの文章になっているので、わかりにくい気がしました。 

例えば、１行目の、「近年は、８４０ｇ前後で横ばいに、また、市民一人１日当たり家庭

系ごみ排出量」となっているのですけれども、ここは「また」を取って、頭に「・」をつ

けて、「市民一人当たりの家庭ごみの排出量」とかが頭になっていると、１行目と２行目の

違いというのが、何を言いたいのかが、もうちょっと明瞭になるのかなと。そういう感じ

の文章にすればここの（１）のところだけで、相当読みやすく整理できるのではないかな

という感じがしました。ここら辺は、前回までで精査されているところだと思うのですけ

れども。 

それから、１９ページの下の棒グラフですけれども、これはいずれは、もっとわかりや

すく色分けすると思いますが、「現状」はいいとして、施策の実施がある場合と、ない場合

の違いを明瞭化させるためには、１つは網目状のものにするとか、違う棒にしたら、もっ

と比較ができやすいのかなという印象を受けました。 

これはすごく細かいことで申し訳ないんですけれども、２０ページと２１ページのグラ
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フで、２０ページの下の欄の②のグラフなのですけれども、右側の網目と斜めと塗りつぶ

しの棒グラフの頭の上に書いてある数字なのですけれども、この数字は、たまたま私は前

回の素案の資料と見比べていたものですから、数字が１つずつみんな違うんですね。前回

の素案では、現状２３年の黒塗りのところが４５４になっていて、今回、４５３、そうい

う感じで、みんなちょっとずつ違うのですけれども、そこに何か意味があるのか、単なる

集計の違いなのか。１つか２つぐらいだったら誤記かなと思ったりもするのですけれども、

そこが、大した理由はないかもしれないのですけれども、正確性という意味では気になら

ないこともなかったと。 

それと、さっき、リユースとかリサイクルの話がありましたけれども、３１ページのと

ころで「市民」のところと「市」のところに「不用品交換制度」という言葉がありますけ

れども、これは不用品交換を制度化してやっていこうという、そういう意味なのでしょう

か。それは条例か何かで決めていくことになるのでしょうか。 

この不用品交換というのは、フリーマーケットは対価があるわけですけれども、それと

は違って、無償の交換だと思うのですね。それで、私もこういうことはすごくいいことだ

と思いますし、これを制度化するということを具体的にされるといいなと思いました。例

えば、各町会の会館とかで月に１回とか２回、不用品交換会をするとか、そこから黙って

持っていっちゃう人がいるかもしれないですけれども、持っていって転売するとか、そう

いう不心得者もいないとは限らないのかもしれないですけれども、仮にそういうことがあ

ったとしても、その不用品をだれかが使ってくれるということが、何となく気後れするよ

うなことではなくて、みんなが日常的にできるような、そういう制度になると、本当に無

駄なものがなくなるのかなと。現に、もう何十年も着ている洋服とかがたくさんあって、

捨てられないのがあるのですけど、最近、洋服はあまり買わない。昔のものを直して着よ

うという、この何年間かはずっとそういう主義でやってきています。だから、無駄なもの

はなるべく買わない、使わない。交換できるものは交換して使うというのは、すごくいい

と思います。 

それと、これも前回もう話して、解決している問題なのかもしれないのですけれども、

３２ページの（２）のところで、「新たな資源化事業への取り組み」という項目のところで

すが、「家庭から排出される剪定枝」「剪定枝資源化モデル事業」というのがありますけれ

ども、同じものでは抽出して油化するとか、これが具体的にはどんなものになるのかわか

らないですけれども、これをどういうふうに理解すればよいのかという理解の問題と、も
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う１つは、八王子は道路が国道とか都道とか市道とかたくさんある中に、街路樹もたくさ

んあって、街路樹が１年置きぐらいにすごい強剪定をされて、その街路樹の剪定された後

の枝というのは家庭の剪定枝どころではないと思うんですが、それは八王子のごみとして

どうなっているのかということ。 

それと、この街路樹というのは温暖化との関係で木陰ができるとか、防火対策とかいろ

いろメリットはあると思うんですが、剪定枝をこの文章の範囲では、それがどうなるのか

というのがよくわからないので、この事業化というところでどういうことを考えていらっ

しゃるのかということをお聞きしたいと思います。 

それから、細かいことをごちゃごちゃと申し訳ないですが、３６ページの「重点取り組

み」のところで、素案ではクラウド状の絵があって、そこから雲の手が出ているように情

報の啓発とか、適切な指導とか、そういうことが書かれている絵があって、これはなかな

かよく書かれているなと私は思ったのですけど、それが今回はそこは削除されています。

目で見て理解しやすいし、文章で読むよりは楽で、私にとってもためになるので、そうい

うことも考えて、削除されたのはちょっともったいなかったかなとか思いました。 

全般的にはとてもよくまとまっている、わかりやすくなってきていると思うので、その

くらいがちょっと気になったところです。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。いろいろ用語のところもございますし、ぜひ

わかりやすい形にしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

では、前野委員、お願いいたします。 

○前野委員 先ほど水切りの話が出ましたが、私どものほうで水切りというのは単なる重さ

の減量であって、ごみの減量にはならないですよね。あくまで、水を含んでいるから、た

だ重量がかさんでいるというだけでしょう。要は、それの弊害としてあるのが、先ほどち

ょっと指摘されたと思いますが、輸送コストの問題だとか、焼却時の水分の問題だとかで

すよね。とかくあるのは、サラリーマン家庭なんかで朝出すときに、急いでいるから絞り

切れないのですね。ついそのまま出してしまうわけですよ。だから、それによるデメリッ

トを訴えるとかが大事で、物の減量とはちょっと意味合いが違うのではないかなという気

がするのですよ。要は、水分を減らす。それはごみの中の水分ではないのですね。排出時

の台所で出る水をごちゃ混ぜにしているから、そこから出る。それを水切りしていないと

いうことが一番大きな原因ではないのですか。 

それが結局、輸送コストの問題として、本来ならもう少し清掃工場に戻るまでに収集で
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きるものができなかった。それから、焼却炉のときに燃焼度が悪いよということだと思う

のですよ。だから、そこのデメリット部分を強調することで、違ってくるのではないかと

いう気がするのですね。 

だから、（２）の減量という、重量的には確かに減るのだけれども、ごみそのものの減量

とはちょっと違うのではないかなという気がしているのですよ。そのデメリット部分は非

常に大きなデメリット部分ですから、これは強調してほしいと思うのですよ。それをする

ことで、先ほどもちょっと事例として言われたのですけれども、こんなに違ってくるのだ

よということを、私はそこを大きく出したほうがいいだろうなと思っています。 

これは特に高齢者も絞りにくいということがあるかもしれませんけれども、朝、台所仕

事を終えてごみを出す時点で絞り切れないという、水分を含んだままで出してしまうとい

うことが、一番大きな要因だと思うのですよ。 

だから、そこのデメリット部分を強調して、輸送コストだとか燃焼なりで大分違うのだ

よということを、そこを強調してあげて、資源の減量とはちょっと切り離したほうがいい

のではないかなという気がしないでもないのですけどね。 

それから、全体的にはわかりやすくなっていることも事実ですし、先ほどもちょっと出

ましたけど、概要版は文字を少なく、カットとか絵で図示を中心にやってほしいなという

のがあります。まず、今の原案がありますけれども、はっきり申し上げて、これを市民に

読めと言ったら、まず読まないと思います。よほど関心のある人でないと読まないと思い

ます。だから、実際に一般市民が見るのは概要版で判断をしていくという形になると思い

ますので、そこのところは十分配慮していただきたいなと思っています。 

それから、もう１つ、ここで今後の取り組みの中に市民とか事業者とか市というのがあ

るのですが、ここの中で市民会議が、具体的に出てはいるのですが、これはもう少し活用

方法を具体的にちゃんとプランを持っていてほしいのですよ。こういう表現は今までも全

部使われているのですよね。環境市民会議の活用とか、それの充実とかという言葉で、ず

っと今までも使われてきているのですよ。しかし、それが全然広がっていないというのが

実態ですから、具体的にどういうふうに活用しようとしているのか。そこのところは具体

的な織り込みをぜひ入れてほしいなと思っています。以上です。 

○小泉会長 ありがとうございました。皆さんからいろいろ貴重なご意見をいただいており

ますけれども、最後に私からも幾つか触れさせていただきたいと思います。 

まず最初に、表紙があるのですけれども、リサイクル、リデュース、リユース、そうい
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う八王子、先ほどのご意見だと、英語というか、カタカナというか、そういうのがという

ご意見も中にはありましたけれども、３Ｒを基本として、ごみの減量あるいは資源化に取

り組んでいくということで、表現としてはそういう表現があるなというふうに思うのです

が、最終的にこういう表紙でいいのかどうかということをちょっとご検討いただきたいと

いうのが１点でございます。 

それから、先ほど中村委員からもございましたが、２０ページの数値、あるいは７ペー

ジにある数値が幾つか前回に比べて動いているようなので、正しい数値を、整合性をとる

ということで、何かいろんな基準があると思いますので、こういう基準で出した数値であ

るというふうなことで、クリアにしていただければありがたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

それから、３番目としては、構成が一部変わっているようなのですけれども、もちろん

市民意見、あるいは前回の審議会の審議を受けて変わってきているわけですけれども、特

に１４ページの第３章にそれがあらわれているような気がします。ある程度しっかり整理

していただいて、構成を確立していただければありがたいと思います。 

それから、２４ページの第４章の施策、あるいは重点取り組み、こういったところでは、

先ほど来、生ごみの話が出ておりますけれども、生ごみ対策ということで出ているのです

が、第３章では基本方針にそれほど記述されていないという感じがいたしますので、今回

のプランは、生ごみが割とアピールするのかなという思いもいたします。３章、４章関係

ですね。その辺を少し整合性をとっていただければと思う次第であります。 

全体的に皆さんのご意見は、大体これでいいのではないかという方向性は出ているとは

思うのですが、まだまだいろいろ語句の問題とか、数値の問題とか、あるいは構成の問題、

それから、よりわかりやすくしていくという努力、最終までにはまだもう少し時間がござ

いますので、事務局で少しご検討いただければありがたいと思っております。 

先ほど来、ご意見をいただいておりまして、用語の定義とか、剪定枝をどうするのかと

か、あるいは先ほど中村委員がおっしゃった物々交換みたいなところですか、そういう制

度があるのかどうかとか、いろいろありましたし、あと、皆さんのご意見、ご提案をいろ

いろ受けて、感想でもよろしいし、お答えできる範囲ではお答えしていただければありが

たいと思っておりますが、私は事務局へ発言を回しておりませんでしたので、一言でも二

言でもいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○山崎清掃事業担当部長 清掃事業担当部長の山崎でございます。大変熱心なご議論をいた
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だきまして本当にありがとうございます。また、より具体的なご意見もいただきました。

本当にありがとうございます。数値の違いだとか、より具体的な方策だとか、いろんなこ

とはまたあとで事務局から答えられる範囲で答えさせていただきますけれども、私のほう

からは、皆様から概ねよくできているという印象をいただいているという、私なりの印象

です。皆様からいただいたご意見を、まだまだこれからまとめますので、その中にしっか

り取り込んでいきたいと思っております。 

この大きな目標が、埋め立て処分量ゼロを目指すという形に今回の計画ではさせていた

だいておりまして、先ほど、野心的なという表現もいただいておりますが、私どもも意欲

的にこういう大きな目標を掲げさせていただきました。この意欲的な大きな目標を掲げた

背景には、八王子という５０万都市が、他の５０万都市との比較で先駆的にごみの有料化、

またごみの資源化をやってきた実績があるわけですね。これをさらにきめ細かな対応をし

なければならないということで、そういう実績をもとに、この大きな目標を掲げさせてい

ただきました。 

皆さんからご指摘、ご意見をいただいたことは、さらに新たな計画に盛り込んで、事業

所管としては、これを本当に実効性ある計画ということにまとめさせていただきたいと思

いますので、今後もご意見等ございましたら、お寄せいただいて、よりよい計画にしてい

こうと思っております。いろいろありがとうございました。 

○渡辺環境部長 前回、また今回にわたりまして、皆様から大変貴重なご提案、あるいはご

指摘、ご意見を頂戴しました。大変ありがとうございました。先ほどのご質問の中にも、

あるいはご指摘の中にもありましたけれども、例えば、不用品の交換制度というようなこ

とも記述としてはあります。それはまだ、現状やっているわけではございません。これか

ら取り組みたいということで考えている話、これは担当者の強い思いとか熱意から、そう

いうものが出てきております。例えば、今の時代ですから、インターネットとかそういう

ものを使う中で、欲しい人、あるいは不要な人、余っている人を結びつける、そういう仕

組みを作っていきたいということで、担当は考えております。 

それから八王子は大学が大変多うございますので、その中で、４年たつと卒業していく。

たくさんのいろんな小物とか家具が余ってしまって、それはみんな粗大ごみで出てしまう

という八王子の現状がある中で、それを何とか下級生というか、これから入ってくる新入

生に渡していくような仕組みもつくっていきたいという思いもございました。 

そんな思いがある中で、まだ未成熟で、考え方がまだしっかり固まっていない中でも、
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思いが強かったものですから、ここに記述したという部分もあるかと思います。もう少し

その辺を肉付けをさせていただきながら、また皆さんのご意見もさらに頂戴できるのであ

れば、いただきながら、最後の固めをしていきたい、熟成をさせていきたいというふうに

思っております。 

また、八王子の場合、環境関係については４つの計画がございます。地球温暖化、水、

みどり、そしてこのごみ処理ということになります。このごみ処理が市民生活に一番密着

をしている、一番関係が深い計画なのかなと思います。ですから、これをいかに市民の生

活に密着した計画としていけるかどうかということが一番大事なのかなというふうに私ど

もとしても思っておりますので、今後さらに、よりよい計画となるよう、努力をしてまい

りますので、ぜひ先生方のご意見を頂戴したいというふうに思います。どうぞよろしくお

願いします。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。 

○杉本ごみ減量対策課課長補佐 先ほど、前回お示しした原案と今回の資料で数値が若干変

わっているというご指摘がございました。まず、平成２３年度を計画数値の基準としてお

りますが、平成２４年２月がうるう年でして、日数が３６５日と３６６日で計算間違いが

あったということと、一部の数値が集計に入っていなかったことがございまして、２３年

度の数値を少し直させていただきました。基準となった２３年度の数値が変わりましたの

で、２９年、３４年の計画数値も少し変わったということでございます。こちらは、再度、

よく精査いたしまして、きちっとした数値をこれからお示ししていきたいと考えておりま

す。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。そのほか、よろしいでしょうか。 

○岩本環境政策課主査 先ほど大亀委員から、７ページ、８ページの数字について、当初、

皆様にお示ししたものは年度ごとに、きちんとグラフでお示しをしておりましたが、今回、

このように４年ごとに掲げたものですので、その間の経過が隠れしてしまっております。 

私どもは当初から、この計画づくりに当たりましては、データ集を作成します。そのデ

ータ集にどこまで反映させるかというところもございますが、ここに掲げられている数値

に関わるようなものについては、なるべくデータ集に納めて、皆様にお示しをさせていた

だきたいなというふうに考えておりますので、４年ごとの数値計画として概要的に大きく

見せたというふうに思っていただければなと思います。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。事務局のほうからお答



25 

えできるところはお答えいただきましたし、また、皆様方からいろいろご意見も賜りまし

たので、そういったものを受けて、まとめていただくということでございます。 

今までの全体を通して、総括的な意味で、もし何かございましたら、ご発言をいただけ

ればと思いますけれども、いかがでございましょうか。 

○中村委員 先ほどの交換制でご答弁いただいたときに、大学生が卒業する際に出るそうい

う家具類が廃棄処分になってもったいないという、そういうところからの発想というよう

なことがありましたけれども、それはすごくもったいないことだと思って、それは大学と

行政とがうまくやっていければと。インターネットを活用することもすごくいいと思うの

ですが、やはり年数や、出来栄えというか、部屋に入る大きさとかもあるので、数字だけ

ではわからないところもあるので、それはもっと現実的なところで考えていかれたらいか

がかなと思うのと、このことに関して、以前にも話したかもしれないのですけれども、ド

イツという国はとてもごみとかリサイクルとか、そういうものに市民の間でも認識が広が

っていて、私の知っているある町なのですけれども、そこでは、ある建物があって、要ら

ないものは黙ってそこへ持っていって置いておけば、誰かが黙って自分の必要なものを持

っていって、使い終わったらまたそこに戻すという、極端な話、子供のおむつもそうだっ

たという、そんな話も聞いたりしたことがあります。それは１０年近く前の話ですけれど

も、でも、今のような時代は、バブル後に育った方たちというのは、チープな生活をして

いる人たちも多いという話も聞きますし、これは本当に実現する方向でやっていただけた

らいいかなと、切に思います。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。大学内とかですと、クラブ活動とかの中で、

卒業していく学生のいろんな持ち物なりを次の後輩に譲り渡していくとか、あるいは留学

生なんかが、買うとすると非常に高いので、そういったところでうまく交換しているとか、

結構、やっていることはやっていたのですけれども、だんだんと孤立系になりつつあるの

で、そういう意味では、何か仕掛けていかないと、こういったものがうまく根づかないか

もしれないですね。おっしゃるとおりだと思います。ただ、そういったものを管理してい

くとか、あるいはそういう場所の確保とか、いろいろまた問題があるとは思うんですけれ

ども、そういう意味で、これは載っているのではないかなと思いますので、ぜひお願いし

ます。 

オーストラリアあたりだと、例えば革ジャンなんかは永遠に有価物ですからね。お古を

買おうとしても非常に高い値段で、車もそうですね。日本ですと、１０年も乗ったら、お
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金を払わないと持っていってもらえないという、そういう世界ですけど、向こうでは１５

年、２０年、逆に言うと、それだけ長く走れたということは、いい製品だということで、

付加価値がついているそうです。そういう社会ですね。一方では、不用品交換制度という

のが、また１つ違うニュアンスだとは思うのですけど、ぜひご検討いただいて、進めてい

っていただければありがたいと思う次第です。 

さて、２５日が最終答申ということになりますので、皆さん、こうやって集まってフェ

ース・トゥー・フェースで議論できるのは今日が最後になると思いますので、もし何かご

意見があれば、まだ時間もありますので、お伺いしたいと思っておりますけれども、いか

がでございましょうか。 

○中村委員 先ほど質問しました剪定枝のことなのですけれども、「資源化モデル事業」とい

うふうにここには書いてあるのですけれども、これはどういうことがイメージされている

んですか。事業として現実にどういうことがあるのか。もし、まだ事業として具現化され

ていないものであると、どういう方向でこういうことがイメージされているかというのを

ちょっと教えていただきたいのですが。 

○小泉会長 八王子はイチョウの葉っぱが多いですし、かなり枝も多いので、剪定すれば相

当な量ですからね。 

○中村委員 いろんなところで切っていますのでね。市役所の前でもイチョウの木が丸坊主

になって。 

○前野委員 剪定枝は工科大との協働研究でやっているのではないのか。それが皆さんに知

られていないから、どうやっているのですかという話になってしまうわけですよ。 

○橋本ごみ減量対策課長 齋木先生のところで５年間、一緒にやらせていただきました。剪

定枝からできるであろう２種類のガスを混合して、触媒を通して生成して、一定の成果は

出たのですけれども、これを実用化していくには実証プラント等、もう少し規模の大きい

プラントを造らないと、コストの面とか、次なる量産の課題というのは出てこないもので

すから、今、それは、残念ながら、この先すぐという形にはならないのです。今ここで掲

げています剪定枝の資源化とは、チップ化、堆肥化のことです。 

○杉本ごみ減量対策課課長補佐 具体的に、この剪定枝資源化モデル事業というイメージは

まだできていないのですが、他市の例では、チップ化する機械を購入して、剪定枝をたく

さん出されるお宅のところに出張して、そこで資源化というかチップ化して、それをまた

お宅にお返しするという事業をやっているところがあります。そういったものを参考にし
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ながら、これから具体的な方策を考えていきたいということでございます。 

○小泉会長 実際剪定は、どこかの業者に委託して剪定するということになるわけですね。 

○杉本ごみ減量対策課課長補佐 ご家庭からの剪定枝対象ということです。 

○小泉会長 家庭はそれなりに集めてもらえるわけですけど、家庭というよりも、先ほどの

中村委員のご質問は、そういう大きなもので。 

○前野委員 街路樹でしょう。先ほど言われたのは街路樹ですよね。 

○中村委員 街路樹はずっと量が多いわけですし。 

○杉本ごみ減量対策課課長補佐 街路樹のほうは、例えば国道から出てくる剪定枝などとい

うのは、基本的には市の清掃工場には入ってきてはいません。ご家庭から出てくる剪定枝

が２束まで無料で出せることになっていますので、そういったものはすべて焼却処理して

います。市民のお宅のレベルでは、既に分別はされているわけです。それを焼却していま

すので、何とか資源化できる方策を考えられないかというイメージで、この「剪定枝資源

化モデル事業」という表現をさせていただいております。 

○前野委員 さっき質問が出ているのは違うでしょう。要は、それ以上に街路樹などで相当

出るじゃないですかと。これは市はどういうふうにされているのですかということです。 

○橋本ごみ減量対策課長 既にそれについては、資源化されている部分も多いと思います。

市外のそういう資源化施設へ持っていって、それで肥料の一部になっています。街路樹は、

先ほど申し上げましたとおり、市の工場へ入ってこないで、かと言ってそれは焼却処分し

ているのではなくて、国が委託業者を通じて、環境負荷の少ない、あるいは資源化という

考えも当然働きますから、具体的にどう資源化されているかという情報は入ってこないの

ですけれども、恐らくそうなっているだろうと思われます。今、私どものほうでは、一般

廃棄物として入ってくるものとして、家庭の剪定枝等についてどうしていくかということ

を考えています。 

○中村委員 ここで取り上げているのは、市のごみという、そういう感覚で。 

○橋本ごみ減量対策課長 一般家庭から出るということです。 

○中村委員 それが資源化されて、またご家庭に返っていくということは。 

○橋本ごみ減量対策課長 ご家庭に返すと、輸送の環境負荷がかかってしまいますから、他

市の例ではご家庭の家の前にチッパー車を持ち込んで、その前でチップ化をしてお戻しを

するという事業をやっているところもあるという、情報もあります。 

○中村委員 今はごみとして燃やしているのか。 
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○橋本ごみ減量対策課長 清掃工場に入って、熱利用はしていなくはないのですけれども。 

○中村委員 いつも気になるのは、緑化の問題で、膨大な剪定枝がだんだん強剪定がひどく

なっているみたいで、それは資源化されていないのであれば、そこまでする必要があるの

かなとか。ＣＯ２の問題とかもありますからね。そっちのほうが、どうなっているのかな

というのがありますね。 

○橋本ごみ減量対策課長 強剪定は、周りの近隣の苦情等に対応するためというのが大きい

と思うのですけれども、落ち葉の問題ですとか、日影の問題で、きれいなケヤキ通り、ケ

ヤキ並木でも、近所の人が迷惑がる。イチョウ並木もそうかもしれないです。それで、近

隣からは強く剪定してくれという要望が強いのだと思うのです。ただ、周りの人から見る

と、なんであんなにというのは確かにあります。 

○中村委員 余談になって申し訳ないですけれども、２週間ほど前に、ある方が、公園の樹

齢何十年の大きい桜がバサッと切られた。そうしたら、近所の方が毛虫がつくとか、そう

いう苦情があったからと。でも、ほかの方たちはそれを毎年楽しんでいるというので、そ

れで役所にお聞きしたら、「でも、もう随分何年も楽しまれたでしょう」という返事が返っ

てきたと言っていました。 

だから、近所の方の考え方は両方あるわけで、大きな意味で、何を選択するのかなとい

うのも大事なことかなと、今、思っているので、剪定事業というのがどういうふうになっ

ているのかなというのがひっかかっています。すみません。余計な話でした。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。なかなか難しい問題ではありますけどね。で

きるだけリサイクルできるような方向へ持っていこうという意味での事業であると、こう

認識しておりますけれども、ある人にとってはいいことが、そうでない事象というのが世

の中にたくさんあって、その辺の問題というのは、このごみ処理計画を超えてしまいます

ので、この場ではなかなか議論できませんけれども、どうもありがとうございました。そ

の他、どうぞお願いします。 

○前野委員 ちょっといいですか。先ほど水切り問題を言ったけれども、３９ページに出て

いるのだけれども、この数字は私は初めて見ているんです。７０％ということは、例えば

可燃ごみが１０キロあったとすると、そのうちの７キロが水ですということですよね。こ

れも私は初めて見た数字なので、こういう状況であれば、デメリットの部分を打ち出すこ

とで、「もっと水を切ってくださいよ」ということが言えるわけですよ。 

例えば、これでいけば、１０トンの可燃ごみを運んで、７トンが水だということですよ。
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「少しでも絞ってくださいよ」という形になるわけですよね。そこのデメリットの部分を

強調して、ごみの量が減るのではないのですよ。水分が減るだけなのですから。だから、

ここのデメリット部分をもっと強調してほしいなと。それを言いたかったのです。可燃ご

みで水分が７０％となっている。これは本当のごみの水分そのものじゃないんですね。で

すから、その辺を強調して欲しいなと。 

○渡辺環境部長 絞れる水分じゃないのですね。この中に入っているから、人間の力で押し

ても出てくるというわけではないのですけれども、成分分析をすると、生ごみの水分が７

０％ということです。 

○前野委員 もちろんそういうことです。だから、その辺が本当のごみの部分の水分と、水

切りしていないがために出てくる水分とは違いますから、その辺はわかるのですけれども、

その辺のところがもっとわかるような表現というか、今、市が回収していて、ごみの成分

分析をしていった場合に、どういうふうになっているのかということなのです。だから、

その辺を表してほしいなということなのです。 

水切りをきちんとさせることで、例えばここで表現されている７０％が幾らになるのか。

そうすると、デメリット部分というのはそこに数字が出てくるのではないか。例えば、菜

っ葉の切れ端も含まれていますから、そういうものの水分は、これは全然別ですからね。

搬送する場合に水切りをしないがために含まれている水分が一番影響しているわけでしょ

う。それとは違うのですか。そこら辺のところは私も定かではないのだけれども。 

○小泉会長 だから、１時間、水切りすると、１００グラムが何十グラムになりますとか、

そういうわかりやすいのがあるといいですね。 

○前野委員 そういうことです。 

○小泉会長 かといって、朝は忙しいからそんなに何時間も置いておけないという、そうい

うご意見ですね。先ほどありましたように。この７０％というのは、人間の体が６０とか

７０といわれているのと同じように、生ごみが７０という、そういうことであって、水切

りすると、どのくらい、何グラムになるかというのは、また別の問題なので。 

○山崎清掃事業担当部長 これは先ほど来、わかりやすい表現でというご指摘をいただいて

いますので、その１つの中で、今みたいに水分が水切りをすればこれだけ減って、これが

どう影響するかというわかりやすい表現を工夫してみたいと思います。ここで言う７０％

というのは、上に絵がありますけれど、家庭系の生ごみで言うと全部の可燃ごみの４４％

が生ごみですよという表現なのですね。この４４％の生ごみのうち、７０％が水分なので
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すという、こういう表現なのですけれども、その辺がよりわかりやすく。 

○前野委員 それが、ここで水切りで下へ持ってきているから、水切りをすることでどのぐ

らい変わるよということが表されていると、誤解をされるのではないかなと思います。 

○山崎清掃事業担当部長 そうですね。これをやればどうなるかという、そのわかりやすい

表現をイラストか何かで、工夫させていただきます。 

○小泉会長 よろしくお願いしたいと思います。そのほか、いかがでしょうか。全体的にご

意見があれば。よろしいでしょうか。 

それでは、時間もそろそろ参りましたので、本日はこれまでとしたいと思います。 

今までの審議を通しまして判断させていただきますと、概ね審議されてきたと思ってお

ります。多少、文章整理などは必要かと思っておりますが、これについては事務局にお任

せし、最終的には私がしっかりと監修することにいたしたいと思います。 

あと、皆さんにお諮りしたいんですが、次回は市長に対して答申を行いたいと思ってい

ます。答申する日は１月２５日ということで、皆さんご予定がよろしいということです。

本来なら、答申までにもう一度集まって答申の内容を詰めていきたいところですが、皆さ

んの日程のご希望からも、難しいことがわかりました。 

そこで、一つ、案ですが、私のほうで文案を作成しまして、事務局を通してメールか郵

送でお送りいたしますので、それをたたき台に各人で、もし修正があれば修正していただ

いて、事務局にお返しいただく、このような段取りでよろしいでしょうか。 

それは来年早々ということになろうかと思いますが、１月２５日の前ということになる

と思いますが、それをまとめ上げて、答申の日に皆さんにお披露目して、最終調整をその

場で行いまして、答申するという方法でいかがでございましょうか。（「異議なし」の声あ

り） 

ありがとうございました。では、そのようなことで今後進めていって、今年年末から来

年早々にかけて、今日、皆様から貴重なご意見をいただきましたので、その辺を含めて修

正していって、最終バージョンを来年、年が明けて皆様にお送りして、修正していただく。

そして最終２５日にチェックしまして、それをもって市長に答申する。このような運びで

進めて参りたいと思います。 

では、どうもありがとうございました。 

この答申案の文案をこれから事務局で意見、提案をまとめ上げまして、この資料ととも

に私のほうに提出していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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現行計画のときにも提出されていましたが、答申書に意見を添える予定でおります。あ

まり細かい意見をたくさん書くというのはどうかと思っておりますので、これはあくまで

も計画なので、この計画を実行していく、あるいはその次のステップに進んでいく上で、

こういうことを考えてほしいという、そういうふうな意見を中心に意見書をまとめていき

たいと思っております。そのようなことで進めてまいりたいと思います。 

以上、よろしいでしょうか。 

それでは、平成２５年度第３回八王子市環境審議会を閉会いたします。本日はどうもあ

りがとうございました。 

午後４時４６分閉会 

  平成２５年 ３月 １１日    署名人：   城所 幸子 

 

 

 


