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午後３時３０分開会 

○小泉会長 それでは、只今から平成２４年度第２回八王子市環境審議会を開催いたします。

本日はお忙しいところを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。 

最初に、先ほども辞令の交付がありましたが、委員の交代がありましたので、事務局か

らご報告をよろしくお願いいたします。 

○佐藤環境政策課長 このたび、委員の交代がございましたので、ご報告と自己紹介をよろ

しくお願いしたいと思います。 

まず初めに、中央大学経済学部教授の黒須詩子様から自己紹介をよろしくお願いいたし

ます。 

○黒須委員 こんにちは。中央大学経済学部の黒須詩子です。生命科学を担当しております

が、専門は昆虫です。特に中央大学は緑地が広いので、経済学部としてビオトープをつく

りまして、２０１０年から両生類と絶滅危惧種の保存に努めております。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

○佐藤環境政策課長 続きまして、東京電力八王子支社長でありました雨宮委員が、さきの

人事異動に伴いまして異動されました。その後任に大亀支社長が就任されましたので、ご

挨拶のほうをよろしくお願いいたします。 

○大亀委員 皆様、こんにちは。東京電力の大亀でございます。前の雨宮から代わりまして、

今月の１０月１日から委員となりました。雨宮は神奈川県のほうの事業所に参りました。

私は八王子の市内に勤めるのは初めてなんですが、１カ月間来てみまして、自然の豊かな

ところで、すばらしいなというふうに思っております。事前に資料を見させていただきま

して、八王子市は非常にごみが進んでいるというのを見て、非常にすばらしいことだなと

思っております。いろいろと勉強させていただいて、できればいろんなご意見もできれば

積極的に出していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤環境政策課長 なお、就任期間につきましては、環境基本条例第１７条第４項の規定

により、前任者の残任期間といたします。皆様同様、平成２６年４月２９日までとなりま

す。 

以上、報告させていただきます。 

○小泉会長 どうも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、事務局で一括してお願

いします。 
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○星環境政策課主任 はい。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ご報告をさせていただきます。

菊地委員、赤穂委員、中村委員の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、本審議会は成立しております。 

出欠については以上です。 

次に、配付資料のご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きましたものとして、資料１．「ごみ処理基本計画素案に

対するパブリックコメント結果」、こちらがＡ４両面印刷で１枚。 

次に、資料２．「パブリックコメントにおける市民意見等と原案への反映の考え方」、こ

ちらがＡ４の両面印刷で４枚になります。 

次に、資料３．「目次で比べる計画構成」、こちらがＡ４で１枚。 

最後に「八王子市ごみ処理基本計画原案」、こちらが冊子で最終ページが５７ページまで

となります。 

続いて、本日配付させていただきました資料としまして、「次第」、次に「八王子市環境

審議会第６期委員名簿」となります。 

資料の説明については以上です。 

○小泉会長 ありがとうございました。過不足ございませんでしょうか。何かあれば、挙手

をいただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

どうもありがとうございました。 

それでは、本日は、先ほど市長から諮問を受けての開催ということになりますので、委

員間での審議ということを最初に申し上げておきたいと思います。 

事務局は、審議を円滑に進めるために、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。 

それでは、最初に「素案に対するパブリックコメント結果」について、資料１、資料２

に基づきまして、よろしくお願いいたします。 

○岩本環境政策課主査 皆様のご協力をいただきまして無事素案ができました。その素案に

対しまして、広く市民の皆様からご意見などをお聞きするため、パブリックコメントを実

施いたしました。その結果を資料１及び資料２にまとめ上げましたので、ここにご報告を

いたします。 
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それでは、最初に資料１をご覧ください。 

パブリックコメントの実施期間は、本年７月１日から３１日までの１カ月間となってお

ります。２６人の個人と３つの団体から意見が寄せられまして、それを資料２のとおり分

類した結果、意見数といたしましては１１７件となりました。 

その内訳ですが、資料１の２の（１）の表をご覧ください。資料２の大分類の項目に基

づきまして作成したものが、「計画全般」に対する意見が９件、「数値目標」が１６件、「市

民への啓発」が２１件、「発生抑制」が１２件、そして「生ごみの資源化」が一番多く２９

件で、全体の２５％を占めております。次に「施設整備」が１２件、残り１８件は「その

他」でくくらせていただいております。 

また、資料２の小分類において多かった意見といたしましては、「埋立ゼロ」についてが

７件、「ごみの分別」が８件、「マイバッグの利用促進」が８件、生ごみの「家庭での資源

化」が１２件、同じく生ごみの「市の対応」が７件、先ほどと同様、生ごみに関連した意

見が小分類でも多かったことがわかります。 

そのほかでは、「プラスチックの回収」、「施設整備」、「不法投棄問題」、また、「ルールを

守れない者への罰則」についてなどが複数意見として寄せられております。 

ちなみに、近年、他市が行ったごみ処理基本計画の素案に寄せられたパブリックコメン

トの数を見ますと、本市の２６名、３団体１１７件が一番多く、続きまして千葉市の１０

名、７１件、続いて国分寺市の９名、８８件、大阪市の４名、８件などが挙げられます。 

なお、栃木県の鹿沼市や北海道の帯広市などでも同じような時期にパブリックコメント

を行っておりますが、どちらも０名、０件というような結果が出ております。本市の意見

数が多いとは申しませんが、他市と比べまして多くいただけたと考えております。 

続きまして、資料１の裏面の２の（２）の主たる意見をご覧ください。 

①の「全般」の意見といたしましては、「具体的な目標や取り組みを掲載してほしい」と

か、「文章や図、表などわかりやすい表現を多く入れてほしい」など、文章は簡潔にし、だ

れもが読みやすい計画にしてほしいといった内容かと思われます。 

次に、「数値目標」ですが、「現行計画の数値目標の達成状況の分析」とか、「埋立処分量

ゼロとする根拠等の記述をしてほしい」など、数値目標については事後の検証をしっかり

行い、新たな計画づくりに臨んでほしいといった意見や、また、今回立てた数値目標の根

拠をしっかり示してほしいとか、埋立処分量ゼロまで言い切らなくてもよいのではないか

といったような意見がありました。 
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次に、「集合住宅等への周知徹底が必要ではないか」、「出前講座や勉強会などを細やかに

実施してほしい」ということで、戸別回収を行っている中、どうしても集合住宅から出さ

れるごみ、資源の出し方の悪さが大きな課題となっていることや、集合住宅にお住まいの

方や、転入してきたばかりの方、あるいはご高齢の方など、その状況に合った周知方法が

必要ではないかといったような内容かと思われます。 

次に、④の「発生抑制」では、「スーパーやコンビニなどと連携を図るべきである」とか、

「過剰包装の抑制」ということで、マイバッグの促進や、企業における生産時での発生抑

制対策を強化すべきではないかというような意見をいただいております。 

続きまして、本計画の３つの重点取り組みの１つとしております「生ごみの減量・資源

化」ですが、「堆肥の需要と供給とのバランス」とか、「回収方法と品質の確保」といった

意見がございました。堆肥化はよいが、受け入れ先が確保されているのか、また、資源化

するにしても、品質的に安定したものとなるのか、あるいは、生ごみはどのように回収す

るのかなど、これまでの経験から、その難しさを説いております。 

次に「施設整備」ですが、「災害時に対応できる施設整備」や、「新館清掃工場の方向性」

についての意見がありましたが、先の３．１１東日本大震災の経験から、市内から出たガ

レキの処理や、耐震性が確保された施設建設、また焼却から出た熱エネルギーの効率的回

収といった意見をいただいております。 

最後の「その他」ですが、「高齢化に対応した施策展開」とか、「不法投棄対策の強化」、

あるいは「資源物持ち去りの取り締まり強化」とか、「まちの美観確保と一体となった清掃

活動」といったようなご意見をいただいております。 

少子化、高齢化は先進諸国共通の現象となっております。日本では類を見ない進み方と

なっており、近年ではひとり暮らしの単独世帯が約３割といわれております。また、６５

歳以上の男性の１０人に１人、女性の５人に１人がひとり暮らしということで、本市とし

ても同じような状況かと思われます。 

本編の１４ページをご覧いただきますと、本市の人口の将来推計値は、平成３２年を境

に減少傾向にございます。本計画にも、ごみ量の推計にも大きな影響をもたらしておりま

す。また、ほとんどの方がごみの分別、資源化に一生懸命取り組んでおられる中、不法投

棄や資源物の持ち去りの取り締まり強化といったようなことは、やはり市民の関心事の１

つとなっているところがございます。 

本市では、既にこれらの対応に努めているところではございますが、計画にも取り入れ
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させていただいております。 

以上、主たる意見をご披露させていただきました。 

それでは、資料２をご覧ください。Ａ４判で多少見にくいとは思いますが、資源化を図

るということでご容赦いただければと思います。 

この表は、寄せられました意見と、その対応を分類別にまとめ上げました資料となりま

す。表の上段右側の端に「措置」という項目がありますが、寄せられました意見に対しま

して、「反映」、「検討」または「参考」という対応をとらせていただいております。 

まずは「反映」ですが、原案に反映したか、既に素案の時点で取り込んでいるものにつ

きましては「反映」といたしました。 

また、現在、事業として取り組んでいる場合も「反映」としております。 

次に、「検討」ですが、現状の取り組みの中で取り込む内容や、これからしっかり検討さ

せていただく内容につきましては、「検討」といたしました。 

それ以外の内容は、すべて「参考」としております。 

「参考」といたしました、意見の中に、計画に直接かかわる内容でなくても、取り組み

の手がかりとなるようなものも多くございまして、それらにつきましても「参考」として

いることを申し添えておきます。 

その結果、「反映」が２５件、「検討」が３８件、残る５４件が「参考」となりました。 

なお、１１７件の市民意見に対しましての個々の解説につきましては、割愛をさせてい

ただきます。 

この内容は、速やかに市のホームページ等で公表いたします。 

以上、ごみ減量処理基本計画の素案に対するパブリックコメントの結果についての説明

といたします。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。只今、資料１と資料２の内容について説明が

ありました。市民意見の内容、あるいはその反映の考え方などについて、これからご意見

などがございましたら、お手数ですが、挙手をしてご発言いただければと思います。 

意見数１１７件というのは、パブリックコメントの件数としては非常に多いなという印

象がございまして、八王子の市民の皆さんの、あるいは事業者の皆さんのこのごみ処理基

本計画素案に対するご関心が高いのかなと、このように思っている次第でございます。 

どうぞ、もし何かございましたら、ご自由にご発言いただければと思いますが、よろし

くお願いいたします。いかがでございましょうか。 
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「反映」と「検討」と「参考」の３つに分けて分類してございますけれども、非常に貴

重なご意見ですので、いろいろと参考にできるということでございますが、「反映」という

のは、すぐに取り入れることができるので「反映」ということだと思います。これはイン

ターネット上で、ホームページ上で即フィードバックするということですね。 

○岩本環境政策課主査 はい。可能な限り公表するということです。 

○小泉会長 それに対して意見があった場合はどうされるのですか。それもまたお聞きする

ような窓口があるのでしょうか。 

○岩本環境政策課主査 はい。真摯に受けとめて、そのものについてもきちんと処置してい

く所存です。 

○小泉会長 わかりました。はい、どうぞ、木下委員。 

○木下委員 今説明のありました「反映」「検討」「参考」ですが、「反映」と「検討」までは

わかる感じがするんですけれども、「参考」というのは、ほったらかしにするのか、あるい

は、中にありますように「めざしていきます」とか、「何かやります」とかというふうに、

書いてある内容がどの方向を向いているのか、よくわからない部分があるんです。市民の

方々に出されるときは、そういう質問が出そうな感じがいたしますが、いかがでしょうか。 

○小泉会長 只今、木下委員から、「参考」ということになると、放置されるイメージも強い

という、そういうようなご発言だと思うんですけれども、いかがですか。 

○岩本環境政策課主査 まず、この事務処理をするにあたりまして、当然、なるべく反映を

するというのが原則にありました。基本的に原則に基づいて、ずっと内容を見させていた

だいた中で、「参考」としたものの内容をよく読んでいただきますと、なかなかご無理なご

意見とか、本市ではなかなか手の届かないような内容、また、当然、現状でしているよう

な事柄を追ってご意見をいただいているというようなものが多くございまして、それに対

しまして「参考」という、確かに木下委員のおっしゃっているとおりで、何か冷たいよう

な文言かとは思いますが、先ほど申しましたように、「参考」といたしましても、きちんと

読み砕いた中で、本市の「考え方」の欄にお示しをさせていただき、処理をさせていただ

きました。 

○小泉会長 確かに、「参考」といったときに、意見のフィードバックがあるかなという思い

も私も最初しましたので、どの様になっているのかというお尋ねをしたのですが、それは

またホームページに戻して、ご意見があった場合にはまた真摯に受けとめると、そういう

ことですね。 
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○岩本環境政策課主査 はい。 

○小泉会長 「検討１」「検討２」でもいいのでしょうけど、「参考」となると、参考にした

だけで、置いておくというイメージもなきにしもあらずだとは思うんですけどね。 

○木下委員 ただ、わざわざここに書いておくというのには、会長のお話みたいに、何かあ

ったほうがいいような感じがします。 

あと、もう１つ、「参考としました」というのが何個かありますね。これは読んでいても、

どういうことなのか、ちょっとわからないんですね。「参考としました」というのは、何か

それを一般的にいかにも伝えましたと、こういう具合に読めますよね。そこらあたりはど

ういうことなんでしょうか。 

○岩本環境政策課主査 事務局の説明不足で申しわけございません。この公表の時点で、団

体名は削除いたします。また、「措置」の部分についても削除させていただきます。その中

で、今、木下委員のおっしゃった「参考としました」というのは、確かに本市の方向性が

全然見えない部分でございますので、可能な限り、この意見に対しましてどういった結果

か、結末的な書き方をすべきというふうに、今、判断させていただきましたので、公表ま

でに担当間で調整を図った中で、なるべく市民が見て、市は何らかの答えをしっかりと出

してきたな、というようなことで表現して行きたいと思っております。 

○小泉会長 確認しますと、団体名と「措置」のところは伏せる。色分けされている左側の

大分類、小分類は白くなるということでよろしいですか。 

○岩本環境政策課主査 そうですね。これは区分分けの方式の一つなので、この辺も見せ方

を市民にわかりやすいような形で整理したいと思います。 

○小泉会長 「全般」は「全般」で同じような色にして、「数値目標」は「数値目標」でまた

違うトーンというのはあり得るかもしれないんですけど、めり張りがついていますよね、

小分類のところは。それは措置というか、めり張りはあまりつけないで、それぞれの市の

考え方の答えで、それぞれの意見に対してお答えする。それで、「参考にする」というよう

な捨て方はしないで、それなりの、もうちょっと丁寧にお答えする、こういうことでよろ

しいですか。 

○岩本環境政策課主査 はい。 

○小泉会長 ありがとうございました。木下委員、それでよろしいですか。 

○木下委員 はい。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。そのほか、意見はございますか。 
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○完山委員 ６番目の「施設整備」ですが、私は館の清掃工場の運営協議会の会長を仰せつ

かってやっているわけなんですけれども、現工場のまず解体作業ですね。そんなふうなと

ころから始めていかなければならないのではないかなと思うんですけど、平成２５年ぐら

いから解体に着手するというような話も伺ったりはしていたんですが、１つの方向性とい

うことでここに書いてありますけれども、パブコメのほうもいろいろ意見が載っておりま

すけれども、一応、これははっきり決まったことだと思うので、そういうふうな意味で、

住民にも今から広く知らしめておかないと困るんじゃないかなと思っているんですが、い

かがなものでしょうか。 

○渡辺環境部長 工場の解体、あるいは新しい施設の建設関係につきましては、まだはっき

り、例えば２５年度にやるとかというところまで決まっているわけではないんですね。こ

の１０年後を想定した中で、また施設をつくっていくということが、今度の提案の中でう

たうことにしております。ただ、１０年後にはできるようにするためには、例えば解体は

その３年前か４年前にやっていないと、工事ができないでしょうということになりますの

で、そのくらいにこれから計画をきちんとつくっていく中で、具体的な年度の明示をして

いく、策定がされていくということになっていこうかと思います。ですから、今年度のこ

の計画をつくる時点では、まだはっきりと、この年に解体しますよというところまでは、

まだ踏み込めないということでございます。 

○完山委員 戸吹のプラスチックの工場をつくるときも、前もって段取りしたみたいで、当

時の町会長も一緒に審議した経過がありますけれども、決まった段階では、なるべく早く、

一日でも早く、知らしめてやっていく必要もあるんじゃないかなと思います。 

○渡辺環境部長 工場の関係につきましては、完山委員のおっしゃるとおり、地元の方たち

には大変大きな関心事だろうと思いますので、不安を与えないような形で、ある程度の形

が決まった段階で、なるべく早く情報を提示してご説明したいと思っております。 

○完山委員 お願いします。 

○小泉会長 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

○千明委員 質問です。私は手元に西南部市民会議のこの計画に対する質問、意見、提案と

いうのを持っているんですけど、これともつけ合わせをしてみたんですけれども、非常に

わかりにくいんですが、ここにある、これもあいまいで、質問、意見、提案となっていて、

どれが質問で、どれが提案とか意見と書いてないんですが、そこに対する質問に対しては、

もう回答されたんですか。西南部市民会議です。というのは、これは全部載っていないん
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ですよね。当然、質問みたいなものは、このコメントに載せる必要はないと私も思います

けれども、一応、対応はされているんですか。 

○岩本環境政策課主査 はい。先ほど３つの団体からご意見をいただいたという中に、環境

市民会議の方々のご意見も入っております。それで、基本的には文書でいただいておりま

して、その文書の中から、今回のごみ処理基本計画の策定にあたって「必ず、ここは」と

いうような部分を事務局サイドで抽出しています。その後、個人個人にご意見をいただい

ておりまして、そのものを分析させていただいたというのが結果にあります。 

○千明委員 質問みたいなものは当然載せるべきではないと思いますけど、それは環境市民

会議に対応されているわけですね。 

○岩本環境政策課主査 そういうことになります。 

○千明委員 それから、先ほどのですけれども、「参考」というのは、やっぱり何となく、や

わらかいといえばやわらかいんですけど、これは「参考」というところを何も書かないで

真っ白にしておくというのは、かえってちゃんと聞いてくれないということになるんでし

ょうか。「反映」と「検討」だけでいいような気がするんですけどね。このところは、「参

考」というのはどうも気になるんですがね。 

○小泉会長 先ほど、一番右の欄は削除ということになったかと思いますが。 

○千明委員 全部カットする。あ、そうですか。わかりました。 

○小泉会長 そういうことになりましたのでよろしくお願いいたします。それぞれのご意見

に対しては、市の対応が書かれている。だから、本当はちょっと読みにくいんでしょうけ

どね。ただ、「反映」とか「検討」とか「参考」で無理やりつけると、ここの審議会で検討

するときにはいいんですが、市民の個々の人たちには、さらに、「参考」となったときに、

私がもし意見を言ったとしても、何となく気になりますので、出すときは、それは消すと

いうことでいかがでしょうか。 

○千明委員 わかりました。いや、回答の内容と合っていないですよね。 

○小泉会長 あと、何か市の回答でちょっと気になるところがありましたら、また事務局に

ご連絡いただければありがたいと思いますけれども、ホームページで公表するのはいつご

ろになりますか。 

○岩本環境政策課主査 本審議会が終わりまして、先ほどの木下委員のものも含めまして、

ちょっと時間をかけさせていただいて、しっかりすべてに対して回答するような形にした

いと思いますので、当初は１０月中には公表をと思っておりましたが、これは早くすれば
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よいというものでもないので、１１月のなるべく早目にさせていただこうかなと考えてい

います。 

○小泉会長 では、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

そのほか、いかがでございましょうか。今のお話で、整理しますとか、参考としました

とか、そういうものはなしということで、それなりに対応を、２行、３行書くという、そ

ういうことですね。 

○岩本環境政策課主査 はい。間違いないようにさせていただきます。 

○渡辺環境部長 先生、方向性を示すというような表現でよろしいですか。具体的にこうし

ますとは、なかなか言えない部分がございますので、こういう方向ですよということでご

提示したいというふうに思います。 

○小泉会長 はい。よろしくお願いします。せっかく、これだけ多くの意見が集まったので

私もいろんな委員会をやっていますけど、初めてですよ。せいぜい１０とか２０とかのオ

ーダーが多いものですからね。１１７件で、１００を超えるというのは、本当にすごいこ

とだなと思います。では、事務局でご対応をよろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。 

そのほか、いかがでございましょう。よろしいですか。 

またあとでございましたら、ご意見を伺うということにして、続いて、資料３の計画原

案につ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 はい。続きまして環境政策課岩本からご説明をいたします。 

原案につきましては、素案をもとに具体的な取り組みを加えたり、新たに進行管理や用

語集を加えたり、より計画に近づけております。 

それでは、実際にどこをどのように変えたのか、また、どのような場所を変更したのか、

資料３の「目次で比べる計画構成」と、原案の冊子とでご説明をいたします。 

最初に、新たに加えた内容につきましてご説明をいたします。 

資料３の右上にございます「原案の構成」の欄をご覧ください。変更または新たに加え

た項目について、下線と網かけを施しております。 

最初に、第２章の３をご覧ください。素案では「重点課題」といたしましたが、原案で

は「現状と課題」に変更しております。素案の時点では、１つの項目に対して現状と課題

を述べておりましたが、現状と課題を分けたことで、それぞれを分けて理解していただく

ということになるかと思います。 
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続きまして、第３章の２に「人口・ごみ量の将来推計」を追加いたしました。原案の１

４ページをご覧ください。人口の将来推計値と、ごみ量といたしまして総排出量の将来推

計値を追加しております。 

次に、資料３の第４章の１の基本施策ですが、「市民・事業者・行政・団体等の具体的取

り組み」を追加しております。原案ですと、２４ページをご覧ください。基本施策の記述

の後に、２５ページに掲げましたとおり、市民、事業者、市と、地域の町会・自治会や市

民団体等の具体的な取り組みを追加しております。 

５つの基本施策の１つ１つの施策に対しまして、各主体が具体的に取り組むための索引

となっていただければというふうに思っております。 

続きまして、資料３の第５章の「計画の推進」といたしましては、５つの項目を追加い

たしました。計画の周知方法を初め、計画の進行管理、消費社会のあり方と市の役割、そ

して、国や都、周辺市町村との連携について記述しております。 

原案ですと、４８ページをご覧ください。「計画の進行管理」では、進行管理の必要性や、

施策の進捗状況の公表、また、有料化の効果についての検証や、必要に応じた計画の見直

しについて記述しております。 

続いて、巻末には用語集を追加いたしましたが、計画策定時までに必要に応じて追加し

ていく所存です。 

次に、変更した内容につきましてご説明いたします。 

原案をご覧ください。１５ページ以降に記述しております計画の数値目標のグラフ中の

基準年ですが、素案までは平成２２年度のものを立てておりましたが、すべて平成２３年

度に変更しております。 

また、原案にあるすべての数値や年度につきましても、可能な限り平成２３年度値にす

べて変更しております。 

続きまして、１９ページには、計画のフレームといたしまして、１０年後のごみの目標

達成時の総排出量の内訳を図示化し、減量化ができた成果をわかりやすく説明するための

工夫をいたしました。 

そして、市民意見につきましては、既に反映されている内容につきましては原案におい

て再度確認を行っております。 

また、反映いたしました内容につきましては、前後の記述した内容等の文言整理を加え、

その意図がしっかりつかめるよう、取り込んでおります。 
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そこで、具体的に原案に取り込んだ意見といたしましては、発生抑制の徹底や、高齢化・

少子化社会への対応、あるいはレアメタルの回収、一生懸命取り組んでいる者へのインセ

ンティブの付与、災害時における対応、そして不法投棄対策などが挙げられます。 

説明の最後となりますが、市民向けに概要版を作成し、一般に配布するほか、研修会や

勉強会などに活用していただく予定で作成を進めてまいりたいと思っております。 

以上、提供いたしました資料につきましての説明とさせていただきます。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。只今、事務局より原案の説明をしたわけです

が、これから原案に対する審議に入りたいと思います。先ほど同様、挙手でご発言いただ

ければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。どこからでも結構だと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○大亀委員 確認といいますか、きょう初めてなものですから、流れの部分で確認をさせて

いただきたいと思います。先ほど市長がいらっしゃったときにも話がありましたけれども、

パブリックコメントが出されて、この意見があって、それで中身を修正して、今、原案が

できているということかと思いますけれども、このあと、これでいいかどうかというのも

ありますが、この施策自体、中身について今までも審議されてきていたと思いますが、年

が明けてさらに審議を加えてこれを変えるべきところは変えたりして完成させていくとい

う流れになるということでよろしいんでしょうか。 

○小泉会長 素案の審議は必要だということで、市民の方々からのご意見がパブリックコメ

ントで出て、今日、これを市において審議しております。年内にもう一度ぐらい審議する

予定でございます。また、先ほどの市長のお話で、年明けの１月には答申を出してくださ

いということですので、あと１回か２回、審議するということになろうかと思います。今

日が一番大きいとは思いますけれども。 

○木下委員 また体裁の話で申しわけございませんが、２４ページでは「市民・事業者と市

の協働した取組み」ということで、市民、事業者、市というのを入れていますが、２５ペ

ージは「地域、市民団体等」ということで出していますが、ここは大事なところだろうと

思うんですね。ここを出されるのであれば、左側のほうでも文章に入れておかれたほうが

いいのではないかなと。体裁の問題ですけれども。 

それと、あと、４０ページで、これも体裁になるようなことですけれども、一番上のほ

うで「市内全世帯の１０パーセントで生ごみの資源化をめざします」と書いてあるんです

が、読み方では、これは世帯のうち１０％、つまり、１０％の世帯が資源化をめざすとい
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う、そういうことでよろしいんですか。 

○岩本環境政策課主査 はい。そのとおりです。 

○木下委員 わかりました。では、２４ページのほうがちょっと気になるんですが。 

○岩本環境政策課主査 まず最初に、２４ページ、２５ページで、いわゆる、我々が使う市

民、事業者、市という、協働の主体の書き方と、確かに、右になりますと、具体的に今度

は「地域、市民団体等」というのが入りまして、どうも内容の整合性が図られていないと

いうふうにご指摘があったとおりでございます。基本的には、本市も町会・自治会という

大きな団体を持っていて、これからの環境行政では重要なポイントを占めておられると思

いますので、少しこの辺の書き方、記述のしかた、内容を今一度持ち帰りまして、しっか

り整合性を図れるような内容で記述したいと考えております。 

あと、今の１０％の考え方なんですが、八王子市には約２５万世帯がございまして、そ

れなりに既に生ごみの資源化に取り組んでおられる方は、私の周辺にも多くおられるとは

思いますが、少なくとも１０％、２万５，０００世帯の方々が、１０年後までには必ず資

源化に取り組んでいるというような計画というふうに考えていただければと思います。 

○木下委員 逆の言い方のほうが私にはわかりやすい。「１０％の世帯で」というほうが私に

は理解しやすいです。ここは特には申し上げません。最初のほうはわかりました。 

○小泉会長 今、木下委員から、「１０％の世帯で」の表現のほうがよろしいんじゃないかと

いうご意見もありましたので、ちょっと事務局のほうでご検討いただければよろしいかな

と思います。 

○岩本環境政策課主査 はい。そのように調整させていただきたいと思います。 

それと、先ほどご説明不足で申しわけないんですけど、２５ページをポイント的に言っ

てしまったんですが、その後、２７ページ、３０ページ、３４ページと、「地域、市民団体

等」というのが、３者ではなくて４者で入っております。こういったところももう一度持

ち帰らせていただきまして、きちんと整理をさせていただきたいと思います。 

○小泉会長 よく一般にほかのところの基本計画で、市民、事業者、行政という意味での協

働というのがよく使われているんですけど、この「地域、市民団体等」がどこに入るかで

すよね。だから、「市民」のほうに入っているのかもしれないし、何とも言えないところが

ありますから、これはぜひご検討いただいて、４本柱なら４本柱でよろしいかと思います

し。よろしくお願いしたいと思います。 

そのほか、いかがでございましょうか。どうぞお願いいたします。 
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○城所副会長 城所です。同じく２４ページの「（３）人材育成のための取組み」というとこ

ろで、「環境学習リーダーやリサイクル推進員等の活用」となっておりまして、「講習会、

研修会を実施して、減量・資源化アドバイザー、生ごみリサイクルリーダーとして」とい

うことですけど、これは今実際に環境学習リーダー、それから推進員の方のフォローアッ

プの講習会と考えてよろしいんでしょうか。そして、アドバイザーという新たな資格のよ

うなものを与えてということで、そういう考え方でしょうか。 

○岩本環境政策課主査 只今の意見ですが、環境学習リーダー、環境全般に関わってリード

をしていただく人材ということで、さらに、今度はごみの減量・資源化、例えば、今後行

われるダンボールコンポストなどに特化した、特別な知識とか技術をもう一度会得してい

ただきたいというのが私どもの考えの中にございますので、底辺に環境というような部分

の知識を踏まえながら、さらに特化した部分でフォローアップしていきたいというのが、

ここの記述です。 

○城所副会長 わかりました。 

○小泉会長 そのほか、いかがでございますか。 

○前野委員 今の市の考え方なんですけど、僕はあちこち、あまりいろんな資格をつくるべ

きではないと思うんですよ。今、既存にある資格でアドバイザーを環境、資源でつくって

いますよね。もっとこれの活用を考えるべきだと思うんですよ。はっきり言って、これは

ほとんど活用されていませんよね。具体的に日常的にどの程度まで活用されているのかと

いったら、非常に疑問がありますよね。 

ですから、新しくつくるのも大事かもしれないけど、まず、既存の有資格者をどう最大

限生かしていくのか。もし、そこで補習か何かをして新しい知識を追加するならそのよう

な形でやっていかないと、環境診断士があって、アドバイザーがあって、何があって、か

にがあってと、これはちょっと逆行するんじゃないかと。今自体が生かされていないと私

は思っていますので、やはりまず生かすこと。ここから始めてほしいと思うんですよ。そ

この中の補習で、そういう新しい時代が進展することによって変わってきますから、新し

い知識を補充しなければいけないというのが出てくるわけですから、それはそれで補充し

ていっていいと思うんですよ。ただ、それをまた別の資格を持たせるということではなく

て、そういったものを、そういった人を有効に生かすという形で、むしろ生かしてほしい

なと思うんです。 

非常に残念なんですよね。もっともっと生かしてほしいですから、今の有資格者を。こ
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れが生かされていないと私は見ていますので。 

○佐藤環境政策課長 今、前野委員のほうからお話がありました環境学習リーダーとか診断

士、あるいはごみのほうに移っていくと、リサイクル推進員とか、そういった方々がいら

っしゃるんですけれども、本当にうまく有機的に活用されていないなというのはおっしゃ

るとおりだと思います。やはりやりがいを持ってやっていただくために、そういった人的

資源の活用というんでしょうか、こういったものは非常に重要だと思いますので、活用す

る方向でぜひ有機的に進められればなというふうに考えています。 

○前野委員 そうですね。リサイクル推進員も大分増やしましたよね。最初、３００人ぐら

いだったはずなのが。だから、増やしたことで生かされるのかなと思ったら、全然生かさ

れていないわけですよ。そこのところを、もっと、生かしていかないと。それから、前は

環境診断士だとか、環境学習リーダーとかも、毎年毎年、そんなにつくってどうするのか

としたわけですね。それが活用されないままで、隔年に変更されて、またここのところ、

ちょっと変わっているようですけれども。つくるだけが能ではなくて、やっぱり資格を得

た人をもっと生かしていく、これをやらない限り、解決できないと思いますよ。 

だから、さっきも言いましたけど、当然時代の流れでどんどん変わってくるわけですか

ら、今まで資格を持っている人に、あともう一回、別の知識を追加していかなければいけ

ない。これはあると思うんですよ。それは補習か何かで補充していくという形をとればい

いと思うんです。まず、環境診断士と環境リーダーは今全部で何人ぐらいいますか。両方

合わせたら、１００名を超えているはずですよね。 

○岩本環境政策課主査 そうですね。２００名近くいます。 

○前野委員 ２００名近くいるでしょう。この人材をもっともっと活用しなくちゃ。リサイ

クル推進員だったら６００名ぐらいいるんでしょう。 

○橋本ごみ減量対策課長 約５２０名います。 

○前野委員 ５２０名くらいでしたっけ。合わせて７００名からいるわけですよ。この有資

格者をもっと生かして、活用するということが大事なんですよね。だから、むしろ、そっ

ちのほうに力を注いでいただきたいなと思っているんですけれども。 

○小泉会長 貴重なご意見をいただきましたので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○岩本環境政策課主査 はい。 

○小泉会長 その他、いかがでございましょうか。 

○浦瀬委員 用語集というのを最後につけられているんですけれども、これは八王子市に独
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特のものも書いてあれば、ごく一般的なことを説明しているところもある。一般的なとこ

ろには、もうちょっと八王子ではこう考えていますとか。この「最終処分場」というとこ

ろを見ると、最終処分場とはこういうものですと書いてあるんですけれども、例えば、「八

王子市ではここを最終処分場として使ってきました」とか。ちょっとここの最後の用語集

の趣旨というか、よくわからないんですが、八王子市の独特の制度を説明するならいいし、

そうではないものは、八王子ではこう考えていますとか、そういうのがないと。例えば、

「ケミカルリサイクル」と言われて、これを説明を受けても、「八王子市ではこういうケミ

カルリサイクルを考えています」ならいいのかもしれないですけど、あまりにも一般的な

用語解説なら必要ないような。また、なぜこういう用語を選んできたかがわからない用語

も、例えば「ＮＰＯ」とか、ＮＰＯをなぜここで解説するのかがわからないですよね。 

「八王子市で廃棄物に関係するＮＰＯとしてはこういうものがあります」ということな

らわかるけれども、ちょっと用語集の位置づけとか、目的とか、解説内容とかを考えてお

出しになるといかがでしょうか。 

逆に、ここはいろいろ自由なことを書けるところかもしれないので、頑張っていろいろ、

方向性とか、意見とかを書いてもらったほうがいいのかなという気も少ししました。 

○岩本環境政策課主査 これが八王子市を主軸にした目線で書いているのか、それとも、い

わゆるヤフーとかああいうところを調べても、普通に出てくる用語なのかが、混在してし

まっていて、一般の方が読んだときに、途中で「あれっ」と思うような内容もございます。

そういったところは、きちんと、「本市では」というふうに入れるべきですし、一般的な用

語であっても、この時代においてここに掲げるべきかどうかを原案に持っていくまでに環

境推進会議とか環境市民会議などにおいて、わからない用語についてわかりやすくしてく

ださいということで掲げた用語と、現行計画にも載っておるものをそのまま移行したもの

などが混在していますので、そういったところは10年たった今、もう一度内容を精査して、

つくり上げていきたいというふうに思います。 

○小泉会長 では、何分よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

そのほか、いかがでございますか。 

○大亀委員 現状の分析で、７、８とか、原案のところにありますし、パブリックコメント

の中にも若干ありますけれども、私は初めて読ませていただきまして、目標がこうなって

いるけれども、それに達していない、これだけ達していませんとここに書いてあって、ま

さにこれは現状の分析という点ではそのとおりだと思います。私の感想ですが、初めて読
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んだときに思ったのは、ここに詳しくなくてもいいので、一言だけでも「こういう要因で」

ということが書いてあると、そうなんだということで、またすごく読みやすくなるんじゃ

ないかなと感じました。 

恐らく、そのあとの「現状と課題」とか、後ろのほうで掘り下げて書いてあって、そこ

の部分の課題といいますか、できなかった部分をこの次の施策のもとで一生懸命頑張って

いって、こういうふうにやっていこうということで構成されていると、後ろのほうを読ん

で思ったんですけれども、八王子市の中で達成できなかったところについて、前に掲げて、

この部分で少し市民の方々にイメージといいますか、こうだからというところですね。生

ごみだとかプラスチック、紙だとかというのがあったかと思いますが、そういったところ

が、少し、この中にそうした原因が書いてあるといいと思いました。それに近いような意

見も少しあったかと思いますので、その辺、ご考慮いただけると、よりいいんじゃないか

なと思いました。 

○岩本環境政策課主査 確かに意見の中に、なぜここで減ったのかとか、そういったものが

なく、ただ、グラフで安易に出しているので、現状の状況がよくわかりませんというのが

ございました。そこで、例えば、何年の有料化によって減ったんですよとか、プラスチッ

クを資源化したので増えましたというような一言が入ると、グラフの大きなずれの部分の

説明がきくと思いますので、個々にもう一度検討させていただきまして、市民によりわか

りやすく解説できるようにいたします。 

○小泉会長 よろしくお願いします。そのほか、いかがですか。 

○木下委員 精度の問題で、桁数の問題ですが、例えば19ページの目標年度の総排出量あた

りは、もう少し丸めておかれたほうがいいかなという感じがいたしますね。 

あと、18ページにお金がそのまま出ていますけれども、私はこれはおっかなくてですね、

書くならば、下のほうに注書きか何かで、物価がどう変わるかわからないわけですね。で

すから、ちょっと一言、注書きで、何年単価ぐらいにしておかれたほうが、後々、揚げ足

を取られないで済むんじゃないかと思ったんです。 

○岩本環境政策課主査 19ページもおっしゃるとおりで、市役所がつくったものは、しっか

り確実に数値をお示しするというのが原則にありまして、その結果、こういうグラフにな

っていると思います。その辺と、今の金額の単価の現状については持ち帰らせていただき

まして、速やかに検討させていただければと思います。 

○小泉会長 よろしくお願いします。一応今のところは、今の現在価値で書かれているんで
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すね。 

○岩本環境政策課主査 はい。 

○小泉会長 ですから、将来どう変わっていくか、ちょっと分からないというのがあります

ね。よろしくご検討をお願いいたします。 

そのほか、いかがでございますか。 

井口委員、何かございますか。急に指名して申し訳ありませんが、井口委員と齋木委員、

黒須委員、奥委員、何かございましたら、お願いいたします。 

○井口委員 先ほど、八王子市の市民の方は非常に意識も高い方々が多くて、今まで先進的

な取り組みもやってきた中で、パブリックコメントなんかも踏まえて、今回、進められて

いるということで、ほかの市に比べれば、非常にできのいい計画になっているかなと率直

に思いました。 

○小泉会長 ありがとうございました。 

○齋木委員 環境関係のいろんな市民の委員を任命されて、あまり有効利用されていないと

いうか、活用されていないというようなことを、ちょっと私はそれにうとかったんですけ

れども、すごく大事なことだなと思うんですけれども、一番有効利用されているのは、多

分、消防団じゃないかなみたいな感じを私はちょっとするんですけれども、少し具体的な

仕事を考えると、すごくいいんじゃないかなという感じがちょっとしました。それを施策

に持ってくるというのがいいんじゃないかなというふうに思っております。 

○小泉会長 何か上手な活用というか、おっしゃるように具体的な何かで持っていったほう

がいいかもしれませんね。ぜひ事務局のほうでご検討いただけたればありがたいなと思い

ます。どうもありがとうございました。 

黒須委員、何かございますか。 

○黒須委員 今日初めてなので、あまり思いつかないんですけれども、当たり前のことです

けれども、キャンパスなんかを見ていて、分解しないごみがポンと捨ててあるのは、これ

は本当に情けないことだなと思っています。やはり個人の意識等を高めるということと、

教育というのは、結局、個々の人の意識の問題というのはいかに大事かと思います。その

くらいしか思いつきません。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。急に当ててすみません。まことにそのとおり

だと思います。 

奥委員、何かございますか。 
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○奥委員 基本理念があって、基本方針、基本施策そして重点取り組みというふうに、これ

がつながっていくわけですけれども、少し体系図的なものが最初にあると、全体像が把握

しやすいのかなというふうに思います。環境基本計画などは、最初に体系図がつきますの

で、そういうものがあればよいと思います。基本方針にどの基本施策がぶら下がってくる

のかというようなところが、ちょっと、このままですと、分かりにくいなと思いました。

全体的にはよく書けているんじゃないかと思います。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。今、ご意見にございましたように、体系的な

図といいますか、それを少し、計画達成までの経緯も含めて、何かそういった図表化して

いただければありがたいなと思いますので、どこかに加えていただければうれしいですね。

よろしくお願いいたします。 

○岩本環境政策課主査 はい。 

○小泉会長 あと、全体を通して何かございますでしょうか。 

○浦瀬委員 エネルギー使用の削減とか効率化というのも割と重要なことで、いろいろ書い

てあるんですけれども、それについては、あまり数量目標がないというか、特に何かここ

まで減らすとか、あるいは増やさないとか、そういう目標はないように見えるんですけど、

こういう理解でいいですか。なかなか設定するのが難しいということで。 

○佐藤環境政策課長 エネルギー関連につきましては、温暖化の関係等で、別な計画でそこ

は考えていきたいと思っておりますので。確かに清掃工場で発電していくものとか、そう

いったことは積極的にどんどん進めていきましょうという形はとっていきたいとは思って

いるんですけれども、具体的な数値的なものをここまでやりましょうというのは、ちょっ

と今のところは別なところで考えていこうかなと思っておりますけれども、エネルギーも

というのは、ごみ処理に関してということでよろしいんですよね。 

○浦瀬委員 はい。だから、もちろん、処理のところもあるんですけど、割と収集のところ

とかもあるでしょうし、もう少し合理的に収集して、今よりエネルギー消費を増やさない

ようにするとか、あるいは１割、２割減らすとか、何かそんな目標があってもいいのかな

と思いましたけど。 

○佐藤環境政策課長 指標につきましては、17ページでＣＯ２の排出量削減率というのがあ

るんですけれども。 

○浦瀬委員 ああ、あるんですね。 

○佐藤環境政策課長 その中に含まれていると思います。 
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○浦瀬委員 でも、例えばこれは発電でもっとエネルギー回収をしますとか、そういうのは

ここには入らないということですか。そのあとの文章にはいろいろ書いてあるような、発

電売電をやるとかですね。 

○杉本ごみ減量対策課長 ＣＯ２の排出量のところでございますが、今、ご質問があったと

おり、清掃工場で発電したものを、売電した部分の売電量で相殺するという形でＣＯ２削

減をしていこうという考え方でございます。もちろん、収集車の収集効率などを上げて、

収集車の燃料由来のＣＯ２も計画の中で削減していこうというところでありますが、一番

大きい清掃工場のエネルギー回収をもう少し積極的にやっていって、そこで電気をつくっ

て、それを売電することによって、売電した部分の相殺でＣＯ２削減を図るという考え方

です。 

○浦瀬委員 はい。書いてありますね。では、何が計算に入っていて、何が入っていないの

かは、何となくわかりにくいですけど、細かく書くと面倒くさいですよね。例えば、コン

ポスト化をすることがここに入っているのかとか、でも、細かいことだと思うんです。 

○小泉会長 本当はごみ発電もこれから効率を高めるような方向性が必要だと思います。実

際には平均で１４％程度の発電効率しか今の技術ではないし、頑張っても２０％ぐらいで

す。少しそういった技術の発展、これは日本全体的にそういったサーマルリサイクルとい

うのも一方にあります。去年の東北大震災以降、計画停電等がございましたので、以前に

比べ廃棄物発電というのもかなり着目されていると思います。現在の売電もからめて、本

来、こういったところで少し議論できればと思いますけれども。ぜひいいものが新しい工

場にはつくといいなと、このように期待しております。 

そのほか、いかがですか。 

○城所副会長 ３４ページの市の四角のうち、３行目で、「廃食用油からのバイオディーゼル

燃料を使った収集車の活用」となっていますけど、これは今、実際にはいかがなんですか。

廃油を収集していませんよね。 

○橋本ごみ減量対策課長 現在は小学校の給食油を一部の学校から回収いたしまして、戸吹

清掃事業所にある装置で精製して、車を５台稼働させております。 

○城所副会長 ５台だけですか。 

○橋本ごみ減量対策課長 はい。 

○城所副会長 それは一般の家庭からの廃油を集めるというお考えはありますか。 

○橋本ごみ減量対策課長 実験的には、みなみ野君田小学校に通われているご家庭から一部
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回収をして、同じようなことを一定期間でしたけれども、やらせていただきました。 

○城所副会長 私が活動している宇津貫みどりの会では、１年間とっておきまして、廃油石

鹸にするんですね。それをまた活動資金にするわけなんですけど、廃油は１年間で結構出

ますよね。それって、もったいないと思うんですね。ぜひ戸別収集で廃油も、今すぐでは

なくても、考えに入れていただきたいなと思います。 

○橋本ごみ減量対策課長 本当は廃油を出さないという、先ほどの排出抑制の部分がありま

して。 

○城所副会長 もともとは出さないほうがいいんですけれども。 

○橋本ごみ減量対策課長 はい。いいんですけれども、どうしても出てきますので、これを

どうするか。 

○城所副会長 いつまでも汚い油を使っていても、健康によくないですしね。 

そういうことと、あとは、もう１つ、４６ページの「災害時にも対応可能な廃棄物処理

システムなどの構築」ということで、災害というのは、明日起きるかもわからないという

ような、今、そういう状況の中で、大体この辺に仮置き場を置こうとか、そのような暫定

的なお考えがあるのでしょうか。 

○木下環境部主幹 今、東京都が中心になって、各自治体からワークショップをやっていま

して、その中では、いろんな形で八王子市としてどこに適地として確保するかということ

も、今現在、まだ決まっておりません。決まっておりませんけれども、その作業をやって、

どこまでの作業ができるか、ちょっとわかりませんけれども、当然それは想定をしておか

なければならないことだと思っておりますので、それについては、順次、適地の選択なり

というのはしておく必要があると思いますので、その準備は進めているところです。 

○城所副会長 わかりました。これは本当にだれにもわからないものですからね。多分、す

ごい混乱すると思いますね。 

○渡辺環境部長 補足的によろしいですか。 

○小泉会長 どうぞお願いします。 

○渡辺環境部長 今の災害時の問題なんですけれども、平成２０年にゲリラ豪雨というのが

元八王子、浅川地域に発生した経過もありまして、土砂崩れがあったり、倒木があったり

しました。そのときは、館の清掃事業所、工場の中の空きスペースに一時的にこういった

倒木等を置いて、順次、切断をし、焼却という形でやっていきました。ですから、あのぐ

らいのレベルですと、清掃工場、市の施設、清掃関係の施設の中、敷地の一部を活用する



25 

ことは、多分可能だろうというふうに思っております。 

ただし、阪神大震災、あるいは東日本大震災みたいな非常に大規模な災害、震災等が起

こった場合は、非常に大量のガレキが出るという中では、多分、その方法では追いつかな

い。としますと、今回の東日本大震災なんかの場合もそうでしたけれども、地域地域にあ

る近隣公園ですね。公園は大事で、本当は手をつけたくないんですけれども、そうはいえ、

置き場所がなくなれば、そういう公園に一時的にガレキを置かせていただいて、順次処理

をしていくというようなことも、現実に今回の東日本大震災でもやっておりましたし、阪

神淡路大震災等でもやっておりましたので、八王子市もそういった考え方で進めざるを得

ないのかなと思っております。 

市内に、例えばＵＲとか東京都が持っている空き地というんでしょうか、かなり広い土

地がありまして、ここも、災害の場合ですけれども、市のほうでガレキ置き場として活用

させてくれないかという話も実はしてきたんですけれども、東京都の考えでは、そこはい

わゆる避難住宅の仮設住宅を建てる場所として確保しておきたいから、それはだめだとい

う、お答えをいただいている状況もございます。ちょっと補足的に申し上げました。 

○千明委員 そこで、今の話と整合するかどうかわからないんですけど、「避難所や救出救助

拠点・復旧活動拠点」と書いてあるんですが、何となく八方美人的で、避難所というのが

何かほかのストックヤードを押さえるとか、いろいろなこととちょっと矛盾するんじゃな

いかなと。あれもこれもやる。救出救助拠点とか復旧活動拠点になるというのは、よくわ

かるんですよね。避難所というと、どうしても今の仮設住宅を連想してしまうんですけれ

ど、ほかのあれをやる、これをやるというのとちょっとぶつかっちゃうんじゃないかな、

そこまで欲張ると、という気がするんですけれども、これはそういう意味ではないんです

か。この避難所というのは。 

○杉本ごみ減量対策課長補佐 今、新しい館清掃工場のイメージのところでのご質問だと思

うんですけれども、例えば、少し大きめの会議室を工場の中に用意をしておけば、一時的

に大規模な停電が起きたときにも、発電設備を持っていれば、そこで、市民の方が来て暖

をとったり、入浴したりすることもできるかもしれない。そういう意味で、避難所として

の機能を、そこで仮設として何年間も住むというのはちょっと無理だと思いますけれども、

一時的にご近所の市民の方が避難できるような、そういった活用方法も検討していかなけ

ればいけないかなという考えで、記載させていただきました。 

○千明委員 そう思いましたけど、「緊急」とか、何か一言入れたほうがいいんじゃないです
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かね。「緊急避難所」とか。ちょっと長い期間だと、ほかのストックヤードとか、いろいろ

なものと矛盾してくるような気がしてくるんですね。 

○前野委員 災害問題は、八王子で想定できる災害は何があるかと考えていけばいいと思う

んですよ。特に去年の３．１１の場合は津波という形で出ましたけれども、そういう被害

というのは八王子は出ないわけですよね。ですから、八王子で想定されるのは、先ほど言

った土砂崩れだとか、そういうことはあり得るし、例えば浅川の増水とか洪水とか。だか

ら、そういったもので大体限定されてくると思うんですよ。今は恐らく、災害というと、

東日本大震災とか阪神大震災のイメージがあると思うんですけれども、八王子において起

きるとすれば、何があるのか。私はむしろ、一番大きいのは富士山の噴火だと思いますよ、

一番大きい被害を受けるのは。それ以外は、そこまで大きなのは出てこないと思うんです

よ。だから、そこら辺を前提にした場合は、改めて緊急とか何かをここで区別する必要ま

では出てこないんじゃないかという気がするんですけどね。 

だから、そこら辺を、まず八王子で起きる災害というのは何があるのかということを前

提でやっていけば、おのずとその辺のところは出てくると思うんですけどね。 

○橋本ごみ減量対策課長 先日、東京都が試算したいわゆる多摩直下型地震の場合でも、今

まで想定していたのは２０数万トンのガレキ想定だったんですけど、ここで大分それが違

うぞということが分かり、要は断層のこととかがあってでしょうか、２００万トンぐらい

の数字が出ているんですね、ガレキの量が。八王子の清掃工場の能力は年間１０万トンぐ

らいですから、実に２０年間分ぐらいのガレキが、多摩直下型の地震が起こった場合には

発生するということも具体的なデータで出てまいりましたので、先ほど木下主幹が申し上

げましたワークショップ等でこういうのも出ていますので、それをどうするかということ

は、また今後、副会長がおっしゃいましたように、明日発生するかもしれないわけですか

ら、早急に具体的に計画をしていかなきゃいけないという認識ではおります。 

○小泉会長 今のお話で、２００万トンというのは、人口の比率でいくと、多めに出ている

なという思いがちょっとしたんですけど、多めに考えておいたほうがいいと思います。グ

ラッと来てからあたふたするよりは、そういったことを事前に頭に入れておくのは大事な

ことだと思っております。そうやっていると、来ないかもしれませんが確率論的には、い

つ来てもおかしくないわけですからね。今来てもおかしくないわけです。明日来てもおか

しくない。そういう状況ですので、ぜひご検討いただければありがたいなと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 
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そのほか、何かございますでしょうか。 

私も事前にちょっと読ませていただいて、この基本計画自体は、基本的には市民の皆さ

んに読んでいただくというのが前提じゃないかなと思っておりまして、なるべく一般の人

が読んでわかりやすいようにぜひ仕立てていただきたいと思っております。 

ちょっと細かいことになるかもしれませんけれども、例えば、章と節ごとに解説とかプ

ロローグとかそこだけ読めばほかの細かいことは置いておいて、大体この基本計画の内容

がわかるというふうにぜひ仕立てていただければありがたいなと。 

それで、囲みの文字というのは部分的にあったり、なかったりするんですけど、特に色

つきのページのところで、読みにくくなっていますね。例えば、１３ページの３章なんか

も、これは何色にするかによってもまた違うんですけど、そういったところの大事な文章

については、ポイントをワンランク大きくするとか、強調体の太字にするとか、何かちょ

っと工夫していただいて、読みやすく、そういったところだけ読んでいくと、このごみ処

理基本計画が頭に入ってくる、そんなふうな流れにしていただけるとありがたいなと思っ

ております。 

先ほど、用語については、八王子の個性を生かした用語にしていただきたいというご意

見をいただきましたので、これはぜひ、そのような形にしていただいて、そういう用語に

ついては本文の中でアスタリスクをつけていただければ、後ろに書いてあるということで、

この冊子の中で読み切れるような内容になっているとありがたいなと、こんなふうに思い

ます。 

それから、あと、挿入の絵は、いろいろおもしろい絵がありますから、これはカラーで

入るということでよろしいですね。そういった絵が入っているほうが、読みやすいかなと

思います。 

また、文章もできるだけ簡単な表現にして読みやすいようにしていただいて、後々の話

になりますけれども、概要版もぜひつくっていただきたい。できれば見開きぐらいにして、

４ページぐらいですかね。それでまとまらないようだったら、もうちょっと中に入っても

致し方ないと思いますけれども、あまり長いものではなくて、概要版ですので、ぱっと見

てわかるような、そういうパンフレットもつくっていただけるとありがたいなと思ってお

ります。 

もちろん、本日いただいた答申書とか、この委員会の名簿とか、附録になるんでしょう

かね。どこかに入るということになると思います。 
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そんな形で、次回に向けて、このごみ処理基本計画、今日、いろいろ貴重なご意見をい

ただきましたので、そういったものを反映しながら、よりよいものに原案をつくっていた

だければありがたいなと思います。 

あと、今日、ご意見をいただきましたけれども、まだほかにある場合は、事務局のほう

に直接お話しいただければと思います。 

先ほどの用語集で、もし、こんなのは要らないというのがありましたらご一報いただけ

ればまたそれで検討していきたいと思いますし、逆に、違う用語で今用語集にないもの、

これがないとちょっと読みにくいというようなご判断がありましたら、事務局のほうにお

伝えいただければありがたいなと思います。何分よろしくお願いしたいと思います。 

いろいろ注文ばかりつけて申しわけないですけれども、ぜひいいものをつくり上げてい

きたい。私もいろんなところを見ていますけれども、八王子は、先ほど市長にも申し上げ

たように減量化も非常に進んでおりますし、容器包装リサイクル法に伴う、ああいったプ

ラスチックの資源化センターも非常にスムーズにでき上がったし、また、それぞれの地域

の人達にご協力もいただいているということですし、安かろう、悪かろうではなくて、適

切な価格で、きちっとした光触媒とか、活性炭を使った、全国にも例のない素晴らしい施

設ができ上がっておりますし、そういう意味では、環境先進都市といいますか、市として

も胸を張って言えるというふうに思っております。 

特にこのごみ処理基本計画も、しっかりと仕上げていって、きちっとした適正処理をし

ていく。もちろん市民のご協力を得て、減量化も進めますが、私がちょっと心配している

のは、厨芥の処理ということで、これはなかなか難しい。１０％の世帯でトライするとい

うことだと思うんです。そういう中で、うまくいく場合もあるし、うまくいかない場合も

あるだろうということは予見されます。ですから、かなりの負担を市民の皆さんに強いる

ことになる。 

その昔、住都公団のいろんな委員会をやりまして、当時、環境共生住宅という流れの中

で、厨芥をコンポストにする。ある団地にそういう厨芥を集めるところに実際に見に行っ

たんですけれども、これは新鮮な厨芥を集めないといけないんですが、そうしますと、貝

殻１粒入ってももうだめだし、大変なんですよね。それで、新鮮でないといけない。古く

なっちゃいけないんですね。そういう意味では、そこの団地の人たちは本当に大変だった

という話もお聞きしていますし、学校給食、スーパーとか、そういう大規模のところで展

開するというのはいいんじゃないかなと従前から思ってはいるんですけど、個別の家庭の
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中でやるというのは、それぞれの家庭にさらなる負担をかけるということになりますので、

１割のトライというのが、うまくいくのか、いかないのか、一長一短あるというふうに私

は思っています。ただ、やるという、一歩進むという、そういった意味で、高く評価した

いと思っていますし、ぜひうまくいくといいなと思う次第です。 

なかなか新しいことをやるというのは、非常に大変な部分がありますので、うまくいっ

て当たり前かもしれませんけど、いろいろな問題があるんです。今、マテリアルリサイク

ルでいろいろやっていますけれども、そろそろ見直す時期かなというふうにも思っていて、

何がいいのか。エネルギーとかコストとか、そういった指標の中で、これからどんどん進

めるべきマテリアルリサイクルと、そうじゃないものもあるんじゃないかというのは個人

的な意見としては持っていまして、そろそろこの５年、１０年でそういった再評価をすべ

きではないかなと思っている次第です。 

生ごみはこれからの課題で、一番いいのは、うまい具合にバイオ燃料になってしまえば、

こんなにいいことはないし、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の２番目の映画でしたが、

ガソリンの代わりに生ごみを入れて、あるいはプラスチックを入れて車が走っていました。

それは未来のことなんですが、そういった何か新たな技術も開発されるといいかなという

思いはございます。バイオガス化するのも結構大変だし、コンポストにしていくのも、需

要と供給といいますか、どこに使うのかというところの駆け引きの問題もあります。これ

からいろいろと大変だと思うんですけど、皆様方のお知恵を拝借しながら、今は１０％で

スタートする。それがどうなっていくのか、これはかなり大胆な第一歩だと思います。 

いろいろこれから、今日お聞きできなかった何かご意見がありましたら、事務局のほう

にお申し出いただいて、今年から来年にかけてさらによりよいものに仕立てていきたいと

思っておりますので、何分よろしくお願いいたします。 

さて、もし、全体を通してご意見がなければ、ここまでといたしますけれども、いかが

でございましょうか。 

○千明委員 全体で、随分４章、５章は迫力が出てきたし、私としては読みやすかったです。

１章から２章は、しようがないんでしょうけれども、前とあまり変わらない。４章、５章

は随分具体性が出てきたり、今、会長がおっしゃった取り組み姿勢というのか、チャレン

ジ姿勢としてもかなり出てきていると思います。総監修している人が、前半と後半は違う

わけはないと思うんですね。後半のような筆致で前半も書いていただければ、もっと読み

やすいかなと思います。以上です。 
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○小泉会長 ありがとうございました。では、そのような視点でまた取りまとめていただけ

ればと思います。そのほか、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

では、本日はここまでといたしたいと思います。 

事務局は、本日の発言内容について、速やかに会議録にまとめていただければと思いま

す。 

また、委員の皆さんに、後日、会議録をお回しいただきたいと思います。 

今後の審議日程につきましては、委員の皆様と日程調整を図りながら決めていきたいと

思いますが、１２月に１回、そして１月に１回、これから２回ほど審議していただくとい

うことになろうかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

では、よろしければ、その他ということになりますけれども、計画以外の内容でも何で

もいいんですけれども、何かございましたら、ご意見をいただければと思いますが、よろ

しいでしょうか。審議の進め方等、何かありましたら。よろしいですか。 

このようなことで、あと２回ほど審議を進めてまいりたいと思いますが、よろしくお願

いいたします。 

では、最後に、事務局のほうから当面のスケジュールについてよろしくご報告をお願い

します。 

○岩本環境政策課主査 今、会長がおっしゃったとおりで、本日が最初のご審議となります

ので、以後、答申を受けるまでに、年内に一度、また、答申前に答申案を皆さんでつくっ

ていただかなければいけないということもございますので、答申前の１回というのを最低

限ご審議いただければなと思います。 

それと、今日いただきましたご意見は、次回までに要点的に、ご質問があったものを、

本市はどのようにしていくかというのをきちんと書き込みましてお示しをするというよう

な方向性をつけていきたいと考えております。 

また、パブリックコメントなんですが、これはあくまでも手法であって、これからも多

くの方々の市民意見は受け付けるつもりでおります。計画までは、いろんな意見を私ども

のほうで集約いたしまして、その意見についても皆様にご公表させていただいて、そのも

のを含めてご審議いただければと思います。 

ということで、次回、今年内に１回を予定しておりますので、１１月以降に皆様にちょ

っと日程調整をさせていただきながら、皆様全員がご出席をいただけるようなスケジュー

リングを会長のほうと調整を図りながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願い
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いたします。以上です。 

○小泉会長 はい。どうもありがとうございました。では、何分よろしくお願いいたします。 

それでは、これをもちまして、平成２４年度第２回八王子市環境審議会を閉会いたしま

す。本日はありがとうございました。 

午後５時０５分閉会 

 平成２５年 １月１７日    署名人：  木下 瑞夫 

 


