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午前９時３０分開会 

■佐藤環境政策課長より開会の挨拶 

■辞令書交付 

  ・・・村松副市長より第６期委員として委嘱について辞令書を交付 

■村松副市長より挨拶 

  ・・・挨拶後、退室 

■紹介 

  ・・・出席委員の紹介 

  ・・・本市環境部職員の紹介 

■会長及び副会長の選任 

  ・・・会長には小泉委員が委員の互選により就任 

  ・・・副会長には城所委員が委員の互選により就任 

 

■会長が事務局より引き継ぎ議事進行 

○小泉会長 それでは、只今から平成２４年度第１回八王子市環境審議会を開催いたします。 

  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。 

○吉田環境政策課主任 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。 

 浦瀬委員、奥委員、木下委員、黒須委員、齋木委員、中村委員の６名となります。 

  定足数につきましては、１５名の委員のうち、９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、「八王子市ごみ処理基本計画 ―環

境審議会検討資料―」の冊子、最後がＡ３で４６ページまでとなります。 

  次に、「八王子市ごみ処理基本計画の概要」、Ａ３横の２枚となります。 

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

環境審議会第６期委員名簿」、最後に「『八王子市環境白書２０１２』の概要について」。 

  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。皆さん、過不足はございませんでしょうか。 
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  それでは、次第に沿って進行してまいりたいと思います。 

  次第の３、八王子市ごみ処理基本計画の素案策定について、これについて事務局から説 

明をよろしくお願いいたします。 

○佐藤環境政策課長 それでは、私のほうから概略についてご説明させていただきます。 

  平成１９年３月に現行の八王子市ごみ処理基本計画を策定しましたけれども、それから

５年が経過しまして、計画期間の中間見直しになります平成２３年度と２４年度の２ヵ年

をかけて計画の全体を見直しているところでございます。 

  見直し当初におきましては、策定担当者はもとより、事業を直接担当している職員から、

これまでの５年間の実績や課題を検証して取りまとめたものを、各種会議でご審議いただ

いているところです。 

  また、改訂の背景につきましては、１つは、国の第２次循環型社会形成推進基本法や、

本年４月２７日に閣議決定されました第４次環境基本計画、また東京都の廃棄物処理計画

などの改訂をいたしまして、本市で平成２２年１０月から実施いたしましたプラスチック

の資源化拡大及び全資源の戸別回収などのごみ減量・資源化の事業拡大と、現在策定中の

新基本構想・基本計画、市の全体計画になりますが、その中間報告や、人口推計の変化等

が挙げられております。 

  また、３.１１の東日本大震災は、国のみならず、東京都や各区市町村まで大きな影響を

与える基礎となっております。このようなさまざまな背景を受けて、平成２５年度を初年

度とする１０年計画を立てていこうということが、今回の計画の概要となっております。 

  詳細につきましては、担当のほうから説明させていただきます。 

○岩本環境政策課主査 環境政策課の岩本です。お手元にございます「八王子市ごみ処理基

本計画の概要」、Ａ３判横の２枚綴りをご覧ください。 

  概要の１ページ目の上段にございます「基本的考え」として、持続可能な社会、この立

体図をご覧いただけるかと思います。先ほども環境政策課長が申しましたように、本年４

月２７日に閣議決定されました第４次環境基本計画では、低炭素社会、循環型社会、そし

て自然共生型社会を構築することが持続可能な社会を実現するために必要であり、これら

３つの社会は独立したものではなく、相互に関係していることから、これらに向けた取り

組みを統合的に展開していくことが不可欠であるというふうにうたわれております。 

  また、昨年の３.１１の東日本大震災を背景に、安全・安心という視点の重要性が高まり、

この安全の確保が環境行政の原点と位置づけられたものであり、低炭素、循環型、自然共
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生型の３つの社会の基盤となるものです。本ごみ処理基本計画においても、この環境行政

の究極目標とする考え方を踏襲し、計画に掲げることで、循環型都市八王子を実現するも

のでございます。 

  本計画は、八王子市の廃棄物行政の基本的な方向を示すもので、八王子市環境基本計画

に基づく個別分野の計画となっております。 

  なお、現行計画における基本方針やビジョンといった、計画の基礎となる事項につきま

しては、基本的には継承いたします。 

  それでは、本計画は向こう１０年間で何をすべきかを具体的に下の段以降でお示しをし

ておりますので、ここでごみ減量対策課、杉本課長補佐に引き継ぎましてご説明を申しあ

げます。 

○杉本ごみ減量対策課課長補佐 ごみ減量対策課杉本でございます。よろしくお願いいたし

ます。それでは、重点施策についてご説明いたします。資料の中段以降をご覧になってく

ださい。 

  １つ目の重点施策といたしまして、ごみを発生させないための意識の高揚・行動の推進

を行いたいと考えております。既に大半の市民の方は積極的にごみ減量・資源化に取り組

んでいただいていると考えておりますが、残念なことに、一部の市民の方にはあまりごみ

減量・資源化に積極的でない方や、資源化拡大の制度変更自体について知らない方がまだ

いらっしゃると考えられます。そのための具体的な取り組みの１つ目といたしまして、情

報提供・啓発を今以上に充実させまして、広く市民や事業者の方に情報が行き届くよう、

工夫してまいりたいと考えております。 

  そして、２つ目の取り組みといたしまして、ごみ減量や資源化にあまり積極的でない一

部の市民の方を対象に、ごみ減量・資源化に取り組んでいただくために、重点的に個別の

訪問指導などを行ってまいりたいと考えております。 

  一方、資源集団回収やごみ減量などに積極的に取り組んでいただいている地域や団体な

どに対しましては、評価制度の導入や、補助金増額などを検討しまして、３つ目の取り組

みとして、ごみ減量へのインセンティブ付与のしくみづくりなどを行いたいと考えており

ます。 

  ４つ目の取り組みとしましては、資源物、ごみのすべてが平成２２年１０月から本市は

戸別収集となりました。そういったことから、現在、清掃工場に直接持ち込みをいただい

ている市民の中には大量排出者もいらっしゃるということで、そういう方の対策として、
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持ち込みごみの手数料見直しについても検討してまいりたいと考えております。 

  続きまして、資料２ページをご覧ください。２つ目の重点施策といたしましては、生ご

みの減量・資源化の全市域での取り組みを行いたいと考えております。可燃ごみに占める

生ごみの割合が高いことは、ごみの組成分析の結果から一目瞭然でございます。この生ご

みの対策としまして、３Ｒの基本原則にのっとりまして、まず発生抑制、次に水切り・ひ

と絞り運動などのキャンペーンを行って排出抑制、最後に資源化の順に対策を進めていき

たいと考えております。 

  各家庭での資源化の具体策といたしましては、具体方針３のところにございますが、ダ

ンボールコンポストなどの普及拡大を図ってまいりたいと考えております。 

  そして、具体方針４ですが、地域特性に応じた生ごみ資源化の促進といたしまして、一

例として、地域の拠点である市民センターなどへ生ごみ処理機を設置したり、また集合住

宅などへ大型の生ごみ処理機の貸し出しなどを検討してまいりたいと考えております。 

  それから、具体方針４の中にもございますが、昨年度実施いたしました民間処理施設を

利用した生ごみモデル事業の拡大も積極的に行っていきたいと考えております。 

  こういった生ごみのさまざまな施策を組み合わせまして、具体的取り組みの１行下に書

いてあるのですが、市内全世帯の１０％の世帯で何らかの生ごみの資源化を行っていくと

いうことを最終目標として考えております。 

  また、事業系生ごみ対策といたしましては、事業者向けの講習会の実施、それから中小

の事業者が共同で生ごみの資源化ができないか、そういった方策の検討、それから食品関

連事業者へは、食品リサイクルへの誘導などを積極的に行っていきたいと考えております。 

  続きまして、資料３ページをご覧ください。３つ目の重点施策といたしましては、ごみ

処理の基盤となる処理施設の更新を推進していきたいと考えております。本市ではごみ減

量が進みまして、平成２２年９月に館清掃工場を停止することができました。そして現在、

戸吹清掃工場と北野清掃工場の２つの市内の工場と、多摩市にあります多摩清掃工場で、

可燃ごみの処理を行っておりますが、戸吹清掃工場が日量３００トン、北野清掃工場が日

量１００トンの処理能力でございまして、非常にバランスが悪く、非効率的な状態でござ

います。また、東日本大震災後の電力制限時におきましては、発電設備を持たない北野清

掃工場では、非常に苦しい運転を余儀なくされまして、ごみ処理に支障を来す状態にもご

ざいました。こういったことから、１つ目の取り組みといたしまして、バランスのとれた

市内２工場体制の確立を目指したいと考えております。 
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  また、ごみ発電を積極的に行っていくことで、既存の火力発電所での天然資源である化

石燃料の使用量を削減するということで、低炭素社会に貢献していきたいと考えておりま

す。２つ目の取り組みとしましては、不燃物の大幅減少による不燃処理センターの施設更

新に合わせまして、手選別による、よりきめ細やかな分別を実施して、埋立処分量ゼロを

めざしていきたいと考えております。そして、レアメタルなどの希少金属の回収も行って

いきたいと考えております。 

  そして、災害時にも対応可能な廃棄物処理システムをめざしまして、発生が高い確率で

予想されている首都圏直下型地震などの災害に備えた。安定的な処理システムを構築する

ということと、瓦礫などが発生した場合の仮置き場や仮設焼却炉の設置スペースについて

検討を行っていきたいと考えております。 

  最後に、数値目標についてご説明いたします。４ページをご覧ください。現行のごみ処

理基本計画では、６つの数値目標を掲げておりましたが、見直す計画では５つの目標を掲

げていきたいと考えております。 

  まず、埋立処分量でございます。先ほども申しあげましたが、不燃ごみのさらなる減量

と分別の徹底、不燃物処理センターの更新に合わせまして、手選別による、より細かなリ

サイクルを行いまして、最終的に埋立処分量のゼロをめざしていきたいと考えております。 

  次に、１人１日当たりの総排出量でございます。家庭系ごみ、事業系ごみ、それから集

団回収を含む資源ごみ、すべてを合算しまして、市民１人１日当たりの総排出量の目標値

を７８０グラムにしたいと考えております。これは、現行のごみ処理基本計画策定後に国

から示されたごみ処理基本計画策定指針の方針に沿った目標設定でございまして、可燃、

不燃のごみのみならずに、資源などを含む、市内から発生するすべての廃棄物の発生抑制

を図っていこうということでございます。 

  ただし、現行計画の家庭系ごみの排出量３６０グラムという目標と、事業系ごみの排出

量の２つが、この総排出量で見えなくなってしまいますので、補助指標として残していき

たいと考えております。 

  大変申しわけございません。資料には「７８０ｇ以上」と書いてありますが、「７８０ｇ

以下」でございますので、訂正をお願いいたします。 

  続きまして、リサイクル率でございます。こちらのほうは現行の計画と考え方は変わっ

ておりません。４５％の目標値を掲げていきたいと考えております。 

  それから、ＣＯ２の排出量でございます。現行の計画では、ごみ処理に係る清掃工場、そ
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れから直営のごみ収集車から出てくるＣＯ２の合計排出量の削減目標を掲げておりまして、

もう既に達成している状況でございますが、今後は、直営車両のみならずに、委託で行っ

ている収集車も含めてＣＯ２の管理をしていきたいと考えております。 

  また、ごみ発電をこれから積極的に行って既存の火力発電所での化石燃料の使用量を削

減し、低炭素社会に貢献していくという考え方でございまして、発電して余剰電力を売電

した分、ＣＯ２排出量の相殺をしたいと考えております。数値については、大変申し訳ござ

いません。現在、策定中でございます。 

  最後に、ごみ資源の処理経費でございます。現行の計画では、ごみだけの処理経費の目

標を、最終的には１万円と定めておりました。現在、１万１３３円で、間もなく達成する

状況でございますが、見直す計画では、ごみ処理だけにとどまらず、資源化に係る経費を

含んだ、すべての廃棄物処理に係る経費、いわゆるトータルコストの削減をめざしていこ

うと考えております。数値目標は、最終的には市民１人１年間当たり１万５，０００円以

下をめざしていきたいと考えております。説明は以上でございます。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。只今の報告につきまして、ご意見、あるいは

ご提案がございましたら、挙手をしてご発言いただければと思います。今回の素案を策定

するに当たりまして、この審議会が最後の審議となってしまいますので、積極的にご発言

いただければと思います。 

○赤穂委員 質問でもよろしいですか。 

○小泉会長 どうぞ。 

○赤穂委員 今、説明いただきました計画の概要というのと、一番最後の４６ページにある

計画の全体像との関係はどういうことになっておりますでしょうか。この全体像の中の概

要ということで、重点施策に関する説明だったと思うのですけれども、この計画全体が、

そもそもどういう工程になっていて、今のご説明がどういう位置づけになるのかという理

解をすべきかと思うわけですけれども、そういう意味では、まず全体像を理解された中で、

この重点課題について説明を受けるという流れのほうが我々としては理解しやすいんです

けど、いきなり各論に入っちゃったなという印象があって、それは何か私の誤解なんでし

ょうか。 

○小泉会長 いかがでしょうか。全体像をご説明いただければありがたいと思いますが。 

○岩本環境政策課主査 これまでにも環境審議会のほうで幾度かご審議をいただいておりま

すが、当初は、課題を抽出した中でご審議をいただいた。その次の段階におきましては、
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この冊子をつくるに当たって大きな主要な部分を抜いてご審議をいただくのですが、その

ものがこの４６ページにございます、この冊子の全体像をお示ししたもの、これについて

私どものほうで当初ご説明をさせていただきました。 

  その次の段階になりますと、いよいよ、課題に対してどういった施策を打って出るのか

ということで、現在お示ししておりますその部分が、この概要となります。ということで

すので、現在お渡ししております概要につきましては、計画の全体像をお示しするという

よりも、ご審議いただきたい重要な施策について、審議しやすいような形でご提示したも

のです。この４６ページというのは、一般市民の方々にお示しするこの冊子を、全体を見

ていただくにはなかなかお時間も取らせてしまうということで、最終ページの中に全体像

をお示しさせていただいたというのが、この考え方でございます。 

○小泉会長 いかがでございましょうか。昨年度から引き続いてやっているものですから、

今日は、ポイントのところの説明に集中したということでございますけれども、この４６

ページにあるような計画の全体像の中で、お話しいただいたようなことをめざしたという、

こういう解釈でよろしいですかね。 

○岩本環境政策課主査 はい。そのとおりでございます。 

○小泉会長 新しく委員になられた方には大変かもしれませんけれども、赤穂委員のおっし

ゃることもごもっともだとは思っておりますが、いかがでございましょう。 

○千明委員 今の赤穂委員の言われることもよくわかりましたけれども、岩本主査の説明も

よくわかりました。それでよろしいのではないかと思います。 

○小泉会長 大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。その他、いかがでございましょ

う。 

○城所副会長 家庭系ごみの減量というところで、４ページ、不燃センターの施設更新で、

手選別導入による細かな選別ということで、平成３４年度までにゼロという目標値が出て

いますけれども、レアメタル、ガラス、陶磁器の資源化というのは、こうやって選別すれ

ばできるということで、そのほかに不燃の中に、例えばフライパンだとか鍋、電球、あと

傘やアルミホイルとかがありますけれども、主婦の立場からして、これら細かいものも全

部資源化になるということですか。 

○杉本ごみ減量対策課課長補佐 今、具体的に傘というお話が出ましたが、傘や細かいもの

も含めて、すべて資源化をめざしていきたいという考え方でございます。 

○城所副会長 汚れたアルミホイルもですか。 
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○杉本ごみ減量対策課課長補佐 そういうものも考えております。 

○城所副会長 それも資源になるのですか。 

○杉本ごみ減量対策課課長補佐 資源化をできるだけめざしていきたいということです。現

在、不燃センターは１日１８０トンの処理能力の施設でございまして、今は機械選別を行

っているのですが、不燃物が現在減って、１日３５トンぐらいしか出ておらず、機械選別

がそぐわなくなっている状況でございます。施設を更新するに当たって、手選別を導入し

て、人間の目で見て、手で取ることで、今まで一緒に埋立てされていたものを、なるべく

抜いて資源化していこうということです。今おっしゃられたように、汚れたアルミホイル

とか、資源化に向かないものもあろうかと思いますが、最終的にはそういったものも含め

て資源化策を考えていきたいということです。 

○小泉会長 今のご質問で、ゼロというのは目標であって、ゼロにしますと言うと、エネル

ギーや費用をかけてやればゼロにはできるとは思います。今のご回答は、めざすというこ

とですよね。だから、できるだけゼロをめざすという表現のほうがいいのではないですか。

ゼロにしますという書き方ではなくて、ゼロをめざしますと。 

  もちろん、それなりのエネルギーや手間、コストでゼロになれば、それは理想社会とい

うことになりますし、本来なら、ゼロになれるような生産物をつくればいいのですけれど

も、生産するほうは廃棄あるいはリサイクルのことを今のところあまり考えないでつくっ

ていますので、どうしても残ってしまうものはあるのかなという思いがしますので、そう

いうことでいかがでございましょうか。 

○杉本ごみ減量対策課課長補佐 参考でお話させていただきますが、多摩地域の他市の状況

ですが、今、１２ぐらいの市で埋立てをしていないところがございます。その手法につい

てはいろいろな取り組み方があって、乱暴に産廃処理をしている自治体もあるようですけ

れども、ガラスくずなども具体的に資源化しているところもございますので、参考にしな

がら、最終的には埋立処分量ゼロをめざしていきたいと考えております。 

○小泉会長 よくよくチェックすると、どこかには行ってるんです。その中ではゼロですけ

れどね。 

○前野委員 私も会長と同じなのですよ。ここで断言してしまっていいのかなと。今までの

選別、例えば可燃ごみなんかも、戸吹清掃工場のほうまで見に行ったりしていますけれど

も、現実的には難しいんですよね。今ある程度めどがついているのならば問題はないので

すよ。だけど、例えば他市がやっている、もしかしたらそこにごまかしがあった場合には
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どうするのということならば、ゼロをめざして、結果としてゼロになったら、こんないい

ことはないですよ。だから、これは、ゼロにしますと、市民が見たら、これは完全に、ど

こまでやれるか、そこまでできるのかというほうが、むしろ疑問の形で出てくると思いま

すよ。それに対して行政が十分答えられるのであれば、私はいいと思いますけれども。 

会長も心配だからご存じだと思いますけど、昨年、プラの再生のところを見ましたけれ

ども、皆さん、戸吹清掃工場であれだけ選別して、それを送り出して、その先へ行っても

まだ異物が残っているわけですよ。それが製品化になった場合に、そこへはっきり出てき

ているわけですね。そういう現実を見ました場合に、そこまで断言しちゃっていいのかな

という気がちょっとします。 

  レジ袋なんかは、つぶつぶのところが残ってるんですよ。色はいろいろ、プラですから、

いろんな色を出していますけど、色がついていたりすると、そこの中につぶつぶが残って

いるんです。これは何だと聞いたら、これは全部異物ですと言うのですよ。 

  やっぱり選別が完全にしきれない。だから、混ざっているものについては、こういうも

のにしか再生できないという見解なんです。それらを前提に考えると、大いにめざしてい

かないといけないことですが、断言してよろしいのかなと、それが心配ですね。 

○小泉会長 では、よろしくお願いしたいと思いますが、その他はいかがでございましょう。 

○千明委員 今のとは違うんですが、発言よろしいですか。 

○小泉会長 どうぞ。 

○千明委員 今の、ゼロになるのか、ゼロをめざすのか、リサイクル率４５％というのは完

全に結びついているのかなとは思っていますけれども、初歩的な質問ですけれども、残り

の５５％というのは、燃えて空中になくなるとか、そういう理解でよろしいんですか。 

○杉本ごみ減量対策課課長補佐 ５５％は、今お話があったように、簡単に言えば、焼却を

したり、埋め立てを行っているということです。 

○千明委員 要するに、物がなくなったということですね。 

○杉本ごみ減量対策課課長補佐 焼却などで、減量化したということでございます。 

○千明委員 有限のものを４５％ということは、ほとんど有姿のものの１００％の資源化と

いうような形になるわけですか。 

○杉本ごみ減量対策課課長補佐 そうです。 

○千明委員 生ごみのバイオとか、そういうものを含めまして。 

○杉本ごみ減量対策課課長補佐 はい。焼却したものも最終的には灰という形になったとい
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うことです。 

○千明委員 灰はもちろん４５％の中に入っているわけですね。 

○杉本ごみ減量対策課課長補佐 エコセメントとして入っております。 

○小泉会長 よろしいでしょうか。その他、いかがでしょうか。 

○菊地委員 これは質問と要望の２つあるのですけれども、１つは、重点施策が３つありま

すけれども、個人的にはこの重点施策はよく練られたものかなと思うんですけれども、こ

の重点施策３つというのが、それぞれ１の１つ目の政策、２つ目の政策、３つ目の政策と

いうふうに独立して行うのか、あるいはそれぞれ１、２、３と関連性があるのかというよ

うなところですね。僕は個人的には１つ１つやるというのは、むだじゃないけど、やはり

１、２、３と関連づけて施策をやっていくことによって効果が出てくるのではないか。そ

の点はいかがでしょうか。もし、関連性があったら、また提案しますけど。 

○橋本ごみ減量対策課長 今ご指摘いただきましたように、これはばらばらにやっていると、

効率的な面、あるいは逆に言えば、一緒にやったほうが相乗効果が生まれるということも

多分にあると思いますので、基本的には今お話のあったような考えであります。 

  ３番については、一部、施設につきましては、独立して考えなければいけない部分もあ

りますけれども、減量することによって、将来規模をどのくらいの工場をつくらなければ

いけないかということもありますので、これはすべて関連してくる問題だと思っています。 

○菊地委員 そこで、これは提案なのですけれども、第１の施策の「具体的取り組み」のと

ころで、地域通貨、エコマネーを導入することも考慮するというようなことだったと思い

ます。そのやり方については、まだ検討中で、多分、取り組んでいる団体に出そうかとい

うことなのだと思いますけれども、逆に言うと、２の施策と結びつけて、個人が生ごみを

出したときに、地域のセンターに持っていくわけですね。そのときに、それをエコマネー

化して、今度はごみ袋の財源に使えるとか、あるいは不燃ごみの処理費用に使えるとか、

不燃ごみの処理費用でも、リサイクル率の高い、例えばパソコンを出したとか、テレビを

出したとか、レアメタルがあるような、そういうものに対しては地域通貨を出すとか、あ

る意味では啓蒙とか、個人のインセンティブを高めるような施策も大事かなと。 

  変な話、人間というのは、何か自分の利益とならないと、環境とかに協力しない。前に

この審議会でも話したかもしれませんけれども、南多摩高校の自販機の空き缶はデポジッ

ト制で、５円か何かになるのですけど、そこの高校生はみんないろんなところから拾って

きて、お小遣いだといってやるわけですね。そうすると、高校の周りは非常にきれいなの
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ですよ。自分たちが飲んだ以外のものも持ってきますから。 

  でも、そういうふうなことというのは重要で、個人個人が何のために環境を大事にする

かというと、お金のためと言うとあれですけれども、自分たちが貢献したことによって何

か利益を得るような、それによって、環境を大事にしようということがどんどん広まって

いくことも大事かなと。 

  単に市役所の職員が説得に行ってお説教しても、なかなか聞かないだろうと思うのだけ

れども、でも、こういうふうなメリットがありますよというと、生ごみもちゃんと出そう

かということになるかもしれません。だから、そういった地域通貨なんかもよく検討して

いただくと、効果的に、ほかの市町村に比べても先見的な例として紹介できるのではない

かと私は思いますので、ぜひ検討していただければと思います。 

○橋本ごみ減量対策課長 ありがとうございます。私も小泉会長から以前に教わったんです

けれども、人を動かすには、自分にメリットがあって、世の中や環境にもいいことだと、

やろうかなという気になるというようなことも教わりましたので、そういうような事業展

開といいますか、施策を検討してまいりたいと思います。 

○小泉会長 まさに今の先生のお話は、大変意義深いお話だと思いますので、事務局でもぜ

ひご検討いただければありがたいと思います。どうもありがとうございました。 

  その他、いかがでございますか。 

○菊地委員 なければ、もう１ついいですか。 

○小泉会長 どうぞ、お願いします。 

○菊地委員 今のと関連して、生ごみの処理施設というのは地域センターに送っているとい

う説明がありましたよね。 

○橋本ごみ減量対策課長 それを検討してまいりたいと。 

○菊地委員 その地域センターというのは、どのくらいの範囲を具体的に想定しているのか。

自治会の範囲なのか、どういうふうな……。 

○橋本ごみ減量対策課長 今ここで掲げているのは市民センターレベルということでござい

まして、市内に１７館、各地域に市民センターがございます。そこに送ることができるだ

ろうかというのを検討をしたいと思います。ただ、既にみなみ野君田小学校で１つ大きい

のを置いて、給食の残渣を堆肥化しているのを、食の循環という観点で取り組んでいます

が、導入するのに機械は３００万円ぐらいかかったり、年間の電気代が二十何万円かかっ

たり、メンテナンスが十何万円かかったり、そういうイニシャルコストやランニングコス
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ト、あるいはそこで、管理するような用務員さんや学校の先生にお願いしてご協力いただ

きながらできている部分もありますので、そういう課題もあるものですから、そういうこ

とも含めて検討していきたいと思っているところです。 

○菊地委員 その際、多くの市民がアクセスしやすいような形で設置するということと、も

う１つは、コンポストにした処理をどういうふうにしていくのか、それから畑に単純に撒

いていいかどうか、どこに撒くのか、あるいは施すのかということも、少し考えたほうが

いいかなと思います。 

○橋本ごみ減量対策課長 生ごみ、特に堆肥化の問題で一番ネックになりますのが、できた

堆肥をどうしようかという部分です。それがうまくできれば、事業が進んでいったりする

部分もあるようでございますので、地域で循環させていくようなシステム、例えば地域の

公園のアドプトをやっている方たちとタイアップして、自分の目の前で見える公園の花壇

で使っていただくとか、何か目でも楽しめるし、あるいは地域の農家にご利用いただくこ

とができるかどうか、そういうことで地域で活用していくことも考えていかれればと思っ

ております。 

○菊地委員 私もそう思っていますので、八王子市は公園をたくさん持っていますから、そ

れを公園に施すというのも１つの手じゃないかなと思っています。 

○小泉会長 八王子市の場合、地の利がありますよね。緑が多いですし、下水のコンポスト

でも、なかなか使っていただけないというものがあって、技術はあるのですけれども、う

まい具合に市場に乗らなかったという問題がありますので、ぜひこれは地域の中でうまく

循環するように持っていっていただければいいと思います。 

  なぜ１０％かというのは、個人的な思いはあるのですけれど、５％ですと、統計的誤差

範囲になってしまいますし、１割というのはまずは目標だと思うんですね。これができれ

ば、さらにいけるかもしれない。そういう意味での１０％というふうに私は解釈している

のですけど、何か理由があるのでしたら、お話いただければありがたいのですけど、何か

ございますか。 

○岩本環境政策課主査 先ほど申しましたけれども、本市にはもともとゆめおりというのが

ございまして、今、そのゆめおり、新基本構想・基本計画ですが、２ヵ年かけてつくって

いるところですが、市民会議の皆様のご意見がございまして、その中に、八王子市内にお

ける世帯数の１割を対象に事業展開を図ってはどうかというようなご提案がございまして、

それを受けまして、少なくとも全世帯の１０％を対象に生ごみ対策を展開していきたいと



16 

考えております。 

○小泉会長 １０人に１人は頑張る人がいると。 

○岩本環境政策課主査 そのとおりです。 

○小泉会長 そういうふうに市民の方々もお思いになっているという感じですかね。 

○岩本環境政策課主査 はい。 

○前野委員 生ごみの堆肥化について、前と大分見解が変わってきているような気がするの

ですけど、その辺は大丈夫なのですか。私が環境推進会議に出ていた頃にも話が出ている

のですけれども、いわゆる生ごみの堆肥化というのは、消費者から出ていたわけですよ。 

 その時点で、できた堆肥の受け入れ先、これが非常に足りないよと、八王子の農業実態

では。という話だったわけですね。 

  それから、もう１点の問題点は、農業で使える堆肥に匹敵するものができるかどうか。

いわゆる個人個人でやられた場合、異物が入って使い物にならない、これが大量に出て 

しまう。したがって、難しいのだということを大分言われたのですよ。そこら辺というの 

はクリアされたんですか。 

○小泉会長 どうぞ、お願いします。 

○橋本ごみ減量対策課長 はい。今、委員からお話のありました点ですが、まさに私どもも

課題としているところでして、前年度の２３年度になりますけれども、生ごみの資源化モ

デル事業というのを３ヵ月かけてやらせていただきました。手を挙げていただいたグルー

プの方々ということで、かなり意識の高い方ではあったのですけれども、調べてみますと、

中に異物の混入というのは、まずほとんどなくて、良好な形ではありました。 

 ただ、これが全市域の１割でやっていただくような大規模なことになりますと、即、そ

れが農家さんでご利用いただけるような品質が保てるかというと、確かに課題はあろうか

と思います。 

  それにつきましても、引き続き規模を拡大して、モデル事業をやってまいりたいと思い

ますし、仮に、農家さん、プロの方々にご利用いただけないようなレベルであったとして

も、それは別の形で、先ほども申しあげましたように公園でのご利用をいただくとか、あ

るいはゴルフ場、八王子にもゴルフ場が多いんですが、そういうような、例えば食べない

ような肥料での利用の道というのは、必ずしもないことはないのではないかとは思ってお

りますが、おっしゃるとおり確かに課題ではございますので、そこも一緒に研究してまい

りたいと思っています。 
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○小泉会長 確かに、シジミやアサリの殻が入ったら、どうしようもなくなってしまうわけ

でして、本当に優良な生ごみにするには、古くなってもだめだし、新鮮でないといけない。

ですから、平均的な１０％というよりは、ポイントを上げた１０％というふうになるので

はないですかね。昔、住都公団の時代、今は機構になりましたけど、住宅・都市整備公団

のとき、生ごみのコンポスト化というのをやっているところがあって、環境共生住宅の時

代でありまして、それはそこに住む人たちに大変な労力を強いるわけですよね。少しでも

違ったものが混入してしまえば、ちゃんとしたコンポストになりませんから、なかなか大

変な思いをされているという、そういう現場も見ましたけれども、これは「めざします」

というよりは「チャレンジします」という、チャレンジ精神が入った「めざします」とい

う意味で、八王子市で１０％がもしも将来できれば、全国に先駆けたアピールもできる。

山形の農村で、地産地消でうまい具合に回っているというのは、テレビでもやっていまし

たけれども、そういうところは大丈夫だと思うのですが、こういった都市部でどこまでで

きるのかというのは、チャレンジだと思いますし、従来、給食ですとか、あるいはスーパ

ーですとか、そういうものの生ごみはできますよというお話は、以前の審議会等でも申し

あげてきましたけれども、今の前野委員のお話のようないろいろな問題が起こってくると

は思います。ですから、市としてチャレンジしていく。そういう姿勢でいいかなと思いま

す。 

  そういったことをやっていって、コストがどうなるかとか、メンテナンスやエネルギー

がどうなったとか、あるいは住民への負担がどうなったとか、いろいろチェックされてい

く必要があるんじゃないでしょうかね。１０％を超えられるのか、あるいは１０％が限界

なのか、そういったものが将来見えてきて、もしも超えられるのであれば、どうしたらい

いのか、そういったものが出てくれば、環境都市八王子を、日本に、あるいは世界にアピ

ールできるのではないか、このように思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。 

  つくるのも大変だし、先ほどの菊地先生のお話のように、出していくというルート、こ

れもやはり大事です。インとアウトの両方でコンポストの話は大変な課題がございますの

で、ぜひともチャレンジしていただきたい、このように思う次第です。 

  その他、いかがでございましょうか。 

○千明委員 はい。 

○小泉会長 どうぞ。 
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○千明委員 初歩的な質問ばかりで申し訳ないのですけれども、この具体方針２の水切りと

いうのは、今のようなことを推進するための前提として立てたという位置付けでよろしい

のですか。その優良な堆肥化の前提があるということですか。 

○橋本ごみ減量対策課長 まずは、ひと絞りのほうにつきましては、これをやることによっ

て、実際にごみの重さも目方も排出抑制ができるということを狙っているのと同時に、で

きるだけ出さないようにしようという意識のきっかけづくりということも含めまして、ご

みの分別だとか、ごみに対する意識を高めていただくという効果も狙ってまいりたいとは

思っているのです。 

○小泉会長 よろしいでしょうか。その他、いかがでございますか。 

○雨宮委員 重点施策の３つ目、設備の更新ですけれども、こちらの「具体的取り組み」を

見ますと、「技術革新の動向を踏まえ」ということで、まだこれから技術も進歩しますし、

この計画は１０年計画ですので、そちらのほうをしっかりと見据えながら、最新の設備、

高効率な設備をこれから調査・検討してつくっていくという解釈でよろしいでしょうか。 

  それと、もう１点、「レアメタルなどの希少資源の有効活用」ということで、これはどう

しても民間へ委託ということだと思うのですが、その委託先のところの、レアメタルの抽

出ですとか、その先の処理ですとか、その辺もこの計画の中では予備調査とかもして、実

現可能性をどの程度把握されているかというところで、その２点を教えていただければと

思います。 

○小泉会長 では、お願いします。 

○橋本ごみ減量対策課長 はい。まず、先にご質問いただきました新工場につきましては、

まさに委員のおっしゃいましたとおり、これからの技術の革新も見据えながらということ

になってまいると思います。ただ、耐用年数等から言いますと、この計画が終わるころに

は出来上がっているのが基本なのですね。計画は別のところにも書いてありますけれども、

そんなに悠長に考えるほど時間はございませんので、そこはいろいろ情報を集めながら、

そのときの環境やエネルギーに関して、最高水準のものを、コストの見合いもございます

けれども、選定してまいりたいとは思っております。 

  レアメタルにつきましても、先ほどもご説明の中でございましたけれども、まずは、中

には半分ぐらいプラが入っているものですから不燃ごみを減らして、あとは不燃物処理セ

ンターのいわゆる手選別のラインをつくるという、ハード的な部分もあるんですけれども、

それを踏まえた上で、半分になった不燃物を手選別できる。それによって資源が取り出せ
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る。その中からレアメタルが含まれるようなものは、また別のルートへ流していくという

ところの大枠での構想は抱いているところでございますけれども、具体的に委託先の処理

のところまでについては、今後、調査をさせていただきたいと思います。 

○雨宮委員 わかりました。よろしくお願いいたします。 

○小泉会長 ありがとうございました。 

○前野委員 もう１点、いいですか。 

○小泉会長 どうぞ。 

○前野委員 今、リサイクル推進員制度をとっていますよね。これの活用がどの程度になっ

ているのかというのが１点。それと、例えば今ここで２－１具体方針４の取り組みのとこ

ろにある生ごみリサイクルリーダー制度の確立、そちらとの関連はどうなるのか。現在あ

る制度をどの程度活用されているのか。どうも私はいまだに疑問でしようがないんですよ。 

  せっかく制度を設けているわけですから、いまだにこれを十分に活用しきれていないの

ではないかなというふうに私は思うんです。 

  ですから、生ごみリサイクルリーダー制度の確立、改めてこれが出てきていますので、

また新たな組織をつくるのかなという疑問がありますので教えてください。 

○橋本ごみ減量対策課長 はい。 

○小泉会長 お願いします。 

○橋本ごみ減量対策課長 前野委員から今お話がございましたとおり、リサイクル推進員は

八王子市内に４００名を超える、５００名近い人が既にご活躍といいますか、任命をさせ

ていただいているという現状があるものの、確かにご指摘のとおり、それがまだ十分発揮

されていない、生かされていないということについては、反省の面も込めまして、我々も

実際そういうふうに感じているところです。市長も公約の中では、市民と協働して３Ｒ、

ごみの減量、地球に優しいまちづくりという公約を立てて進めているところでございまし

て、今までは、どちらかといいますと、行政が広報なりいろいろお願いをして、啓発をし

てきたのです。施策も制度を変えてやってきたんですけれども、ある意味ではやり尽くし

ているところがありまして、あとは、分別の仕方にしても、資源化にしても、減量にして

も、その計画や、できた制度に近づけていただくかについては、まさに市民の皆様のご理

解やご協力なくしては、これからさらに数字を重ねていこうというところは到底無理だな

と思っておりまして、そうなると、地域の町会、自治会等からご推薦いただいているリサ

イクル推進員の方々の活用と言ったら大変失礼かと思いますけれども、地域に一緒に入っ
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ていって、やっていただくことが今後ますます重要になってくると思いますので、そこは

しっかりご相談をしながら進めてまいりたいと思います。 

  また、生ごみリサイクルリーダーにつきましても、全然別の方にやっていただくのがい

いのか、例えばリサイクル推進員あるいは既存の市民会議等がございます。あとは北野の

エコひろば等もございますので、既存の施設ですとか、制度ですとか、お願いしている委

員の皆様にご協力をいただきながら進めていくというのが合理的といいますか、逆にそう

いうことを前提に考えていったほうがいいかなと、今のところは思っています。 

○前野委員 それに関連していいですか。 

○小泉会長 はい、どうぞお願いします。 

○前野委員 私は今はっきり言うと、リサイクル推進員はやることがわかっていないんです

よ。というのは、行政側に責任があるんです。何をどういう位置づけにしているのかとい

うのがはっきりしていないんですね。だから、中途半端なままで終わっているから、みん

なが選んだものの、町会側の立場からすれば、本人たちから「何もないよ」と戻ってくる

わけですね。じゃ、任命してもしようがないんじゃないのという空気も出てきているわけ

ですよ。だから、私は前から言っているのは、これをなぜもっと生かさないんですかとい

うことを盛んに言っていたんですけれども、一向に変わっていない。 

  もう１つ、今おっしゃったいわゆる市民会議、私も今はちょっと出られなくなっていま

すけれども、持続していますけれども、はっきり申しあげて、機能していません、私から

見た場合。いわゆる専門家集団になっていますから、そういうところを使ってみたところ

で、全市に広がるわけがないんですよ。 

  北野のエコひろばにしたって、あそこに集まってきた人だけですから、それを対象にし

ただけでは、絶対に全市に広まりません。だから、全市域的に採用していくのであれば、

どういうシステムが一番いいのかということをもう一度そこで考え直してもらいたいと思

います。 

  そして、今ある制度を、例えば名称を変えたりするのは構いませんけれども、今度の位

置づけはこうなんだよ、こういう形で動いてもらいますよということをきちんとやってい

かないと。そうしなきゃ活用できないと思います。これは私は前からずっと言い続けてい

るんですが、申し訳ないけれども、これが全然解決ができていない。そうすると、そこに

新たなこういう制度が出てきても、「どうなるの、これは」という形になっちゃうわけです

よ。 
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  ですから、今までの制度も生かしきれていないのに、新しい制度をつくってみたところ

で、これは絶対機能しないよと。だから、今まである制度を改善するなら改善する。そし

て、そこへ変えていかない限り、直らないと思います。だから、そこのところが、また新

しい制度ができると、待てよ、今までの制度をどうするつもりなのかなというのが、率直

な疑問があるものですから、ここら辺は腹を据えて、腰を据えてやっていかないとだめだ

と思いますので、今、４００人から５００人近いという、あれは一回、途中で５００世帯

から１人で、それ以上が２名という形を変えましたよね。希望があると、もっと増やそう、

増やしていいよという形で。ところが、増やしたままで終わっちゃっているものだから、

そういう制度をきちんと生かしていくことをまずやっていただきたいなと。 

  そのためには、位置づけをもう一回見直しをして、そしてきちんと活用できる、その人

たちを動かせる、動いてもらえる。これは各町会から全部出ているわけですから、本来な

ら１名ずつ出ていれば、約６００名いなければいけないんですよ。５５９（平成２４年６

月１日現在５６３）の町会なんですから。だから、本当だったら６００名いなきゃいけな

い。２人以上出しているところもあるわけですから、少なくとも６００名から７００名い

なきゃいけないわけですよ。だから、結局、これが増えてないから、そこに問題点がある

わけですから、それをきちんと掘り返せば、また違ってくると思うんです。だから、そこ

の見直し等も進めていただいて、こういうところへ生かしていただければと思うんです。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。地元の非常に貴重なご意見だと思います。あ

る程度、最初は進むと思います。それをさらに根づかせ、そして持続させ、発展させる、

これはなかなか難しいことだと思います。今回、これは基本計画ですけれども、そういう

ものの実践に当たっては、今の前野委員のご発言を参考にしていただいて、うまい方法を

考えていただければありがたいと思います。減量といいますか、循環型といいますか、こ

れは持続し、継続してこそ力であるし、それを一過性で終わったらだめだと思いますので、

反省すべき点は反省して、さらなる一歩を進めるということで、ぜひよろしくお願いした

いと思います。 

  その他、いかがでございましょうか。 

  実際、この基本計画ができると、それに対して具体的な実施計画が流れていくわけです

ね。ただ、今回これで基本的なベクトル方向というか、方向性が定まりますので、ぜひ忌

憚のないご意見を伺って、それを生かした基本計画を策定していただきたいと、このよう

に思っております。他に何かございますでしょうか。 
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井口委員、いかがでしょうか。急に名指しして申し訳ありませんが。 

○井口委員 私の立場で、あまり口出しをすると、過剰に反応されそうだというのがありま

して、最初に感想めいたところで、今、市と市民の方との取り組みというような形でいろ

いろとお話をされているところが多いのかなと思いますが、それと同時に、事業者の方で

あったり、あるいは事業者を活用して、例えばリサイクルとかをやっていく、そういう手

法もあるのかなというのが、私の単純な個人的な感想ですけれども、そのようなイメージ

を持ったりしていたんですけれども、立場的にあまり申しあげると、いけないのかなとい

うのもあったので、本当に個人的な意見ですので……。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。その他、いかがでございましょうか。 

○城所副会長 今の前野委員の位置づけが不明瞭であるということは、私も感じています。 

リサイクル推進員に限らず、環境市民会議も組織というか、それそのものがとても不明

瞭であって、行政がその人たちを生かしきれていない。私たちも、環境学習リーダーとな

った者は、資格みたいなものを持っていても、結局、どこでどう活用していいかわからな

いといったところが多分にあると思いますので、冒頭に言いましたように、自分のことを

考えても、果たして市民会議として私はどのくらいできているかと思ったら、本当に何も

できていない。 

  ですから、リサイクル推進員も含めて、環境診断士のフォローアップというのがありま

したね。だけど、リサイクル推進員というのは町会から出しているわけで、特にごみに関

して、こういう資料とか行くわけではないのですね。例えば勉強会というか、講習会を開

くとかして、あと、ごみの出し方にまだ問題がある地域を重点的にリサイクル推進員を派

遣して指導に当たってもらうというか、まず自分たちがリサイクル推進員としてどこで何

をしていいかわからないという状態では、ちっとも進まないと思いますね。 

  だから、行政とリサイクル推進員の間にすごくギャップがあって、確かに環境市民会議

も何百人います。リサイクル推進員も何百人います。それが何もしていない状態ですね。

そこに何かつながりを持たないと、一向に解決しないですね。ですから、それをもう少し、

私も含めて考えていきたいと思います。 

○千明委員 はい。 

○小泉会長 どうぞ。 

○千明委員 一言、環境市民会議のために。６つの地区がありますね。どこの環境市民会議

か知りませんけれども、私が所属している西南部環境市民会議はかなり積極的に活動して
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います。ただし、ごみについてはまだまだという感じがします。環境といってもいろいろ

ありますので、ごみだけではないので、西南部の環境市民会議はかなりしっかりやってい

ると僕は思っています。 

○小泉会長 ありがとうございます。はい、どうぞ。 

○橋本ごみ減量対策課長 はい。今、リサイクル推進員のフォローアップ等も含めた中でと

いうご意見をいただきました。今年も改選期がありましたけれども、６月末にはリサイク

ル推進員の方々にお集まりをいただいて、研修会を予定させていただいております。また、

時期を変えて意見交換会等も催しているところでございます。ただ、全員の方がすべてご

参加をいただいているわけでもございませんし、あるいは定期的に実施をしていても、実

際のところ、やっている方々から見れば、日ごろ、積極的にご活動いただいているか、ご

活動いただく前に、どういう目的なのかということがなかなかまだ浸透していないという

実態もありますので、それはおっしゃっていることも事実だというふうに私どもも感じて

いる部分は多分にありますので、今後、そのかかわり方とか、あるいは繋がりをさらに多

く持って、具体的に地域で積極的にご活動を一緒に、例えば事業所の清掃の指導員なども

おりますので、そういった者と一緒に行動する機会等も含めて検討してまいりたいと思い

ます。 

○小泉会長 インセンティブを与えるような、最初はあると思うのですよ。でも、そのあと、

それを持続するためには、行っていくことの意義なり何かを常に持ち続けないといけない。 

  よほど強力なマインドを持った方であれば、それはできるのでしょうけど、その辺はう

まいぐあいに協働して、コラボレーションをしながら行っていくという仕掛けがこれから

大事かもしれませんね。 

  先ほど菊地委員からもお話がありましたけど、何かそういうことを行っていくと、基本

的には得をするといいますか、名誉でもいいんでしょうけど、何か気分がよくなる、そう

いうふうな仕掛けをつくっていけば、本来ならほうっておいても、リサイクルとか、循環

型社会へ向けていけばいいわけですよね。市場経済なら、ほうっておいても、よくて安い

物だったら売れていくわけですけど、この循環型社会をめざす、リサイクルをめざす、こ

れはなかなかそうもいかない。でも、それはうまいぐあいに仕掛けをつくっていけば、回

っていく。その可能性はあると私は思っています。 

  ただ、例えば紙を１００％リサイクルする。例えば水洗トイレに流したトイレットペー

パーを、全部回収して１００％リサイクルする、そんなことはあり得ないわけです。ただ、
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技術的には、下水処理場でピンセットでつまむとか、膨大なお金とエネルギーをかけてそ

れを分離することは不可能ではないはずです。でも、それは意味があるかという問題にな

ってくる。そういうところを、もう少し循環型社会の究極の世界、それをどういう形にな

るのかというのは出てくるとは思うのですけど、今はチャレンジしていこう、めざそうと、

そういうことだと思います。八王子という自然環境に恵まれたこの地で、どこまでできる

のかというのは、私は日本国のチャレンジでもあるし、世界のチャレンジでもあると思う

のです。ここでできないのだったら、無理です。そのくらいの気持ちで思っておりますの

で、ぜひいろいろな、前野委員、城所委員からお話が出ましたように、せっかくあるいい

組織を有効に活用していく。その人たちが、４００人が８００人、８００人が１，６００

人と、どんどん増えていけば、またそういう人たちに賛同する方がいっぱい増えてくれば、

それはいい状態になってまいりますので、ぜひともまた、今回は審議会の委員の先生方の

いろんな知見等もお寄せいただいて、また事務局のほうで頑張っていただければありがた

いと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  その他、いかがでございましょうか。 

○完山委員 今のリサイクル推進員の形なのですけど、私も今、南部のほうの一町会の会長

もやっているんですが、１年に１回ないし２回ぐらい、一度、交流会みたいなことをやっ

て、リサイクル推進員をみんな集めて、清掃工場の所長さんとか、また役所で回っている

人たち、そういう人たちが来て、いろんな意見を聞いているんですね。そういう中で、い

ろんな方が問題点を整理して、結構やっていますよ。一生懸命やっている人はやっている

し、リサイクル推進員だという１つの肩書をもらっているので、それはそれなりに一生懸

命やっていると思うんだけど、それでも不法投棄とか、今でも結構あるのですね。前より

は大分少なくなってはおりますけれども、そういう形の中でも、どういうふうにしたらい

いだろうとかいろんな意見が出ておりましたけれども、前野委員もいろいろ言っていたけ

ど、それはそれなりの形になっていると思いますよ。 

  これからはもう少し、５００人ぐらいいるリサイクル推進員の中で、全部来いと言って

も無理なんで、そういう中でも、１町会に１人、２人、３人という人たちがいる中で、代

表が１人出てきて、いろんな意見を言ったり、参考になる話を聞いたり、ある程度、各家

庭にもそれなりの分別カレンダーも置いているし、わかっているはずなんだけれども、と

にかく一握りの人間が変な出し方をするとか、出しちゃいけない日に出すとか、そういう

ふうな形だと思うんだよね。これはどうしたって全面的にすっきりという形にはならない
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と思う。一人一人の意識だと思うので、リサイクル推進員も結構一生懸命やっているとい

うことを私は言いたかったので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。 

○完山委員 それで、もう１つなのですけど、今、清掃工場を２工場で稼働していますよね。 

この重点施策の中で、ごみゼロにするということでいろいろやっていると思うのですけ 

れども、そういう燃やした中の１つの形の中で、ここに書いてある売電ですよね。どのく

らいの電気をそこの工場で発電して、現状では売っているのですか。その中で賄えてはお

りますか。例えば、戸吹のことを。どうでしょう。 

○杉本ごみ減量対策課課長補佐 はい。 

○小泉会長 お願いします。 

○杉本ごみ減量対策課課長補佐 現在、戸吹清掃工場だけが発電設備を持っておりまして、

ごみの余熱を利用して発電を行っております。基本的には場内で利用する電気を賄ってお

ります。夜間や、電気が少し余ったときに売電している状況でございます。 

 数値的には、今、手元に資料がなくてわからないのですが。 

○完山委員 前にも一回見学に行ったことがあって、その点を質問したら、なかなか数値が

出てこないということで、どのくらいのものを燃やしたら、どのくらいの発電ができるの

か。 

○前野委員 一回、次回でもいいからリストを提出ください。 

○完山委員 例えば、夜間でどれくらい出ているとか。 

○杉本ごみ減量対策課長補佐 戸吹清掃工場の発電端効率は、約１０％ぐらいです。いわゆ

る発電効率といわれているものです。簡単に言いますと、ごみの持っているエネルギーの

１０％ぐらいは電気に変わっているということです。 

○小泉会長 これから売電単価も上がっていくわけですから、この１０％を２０％に持って

いくような、できるだけ発電効率が高いような、そういうシステムに変えていって、逆に

言うと、その分は停電しないで済みますから。私はマテリアルリサイクルと、このサーマ

ルリサイクルの２つに分けて、マテリアルリサイクルをしっかりとやった上で、最後の廃

プラスチックは燃やしましょうということを東京都の審議会で部会長としてやりましたけ

ど、ようやく国のほうも、そのあと、廃プラスチックは燃やすようになりました。それは

カロリーが紙の倍あるということで、それを燃やせば、昔は炉が傷むということで焼却せ

ずにきていましたけど、今はそれを燃やせば、発電には役立つということであります。た
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だ、逆に売電単価が上がったから、それを増やしましょうということになってはいけませ

んけれど、どうしてもうまいぐあいに処理できないものについては、サーマルリサイクル

で解決する。 

  １０％というのは少し低い数値ですので、これはもう少し高めていく。技術的にも上が

っていくと、かなりごみの熱量というのはありますので、卒論で計算させたことがあるん

ですけど、もしもうまくすべて回収できれば、日本で使っているエネルギーの３％を賄え

る。ただ、今ですと、１０％ですから、しかも半分ぐらいはリサイクルに回すとすれば、

あるいは燃えないものもありますので、１％以下ぐらいになってしまいますけど、それで

も水道で全部使っているのは０．９％で、下水道で１．１％、合わせて２％ですから、う

まいぐあいに、ごみから出るエネルギーを利用できれば、そういった動脈と静脈、それか

ら個体の部分、上下水道。廃棄物という生活環境の部分を賄えるようなクローズドシステ

ムに計算上はなるはずなのです。しかし、技術的にまだまだ解決しなければならないいろ

んな問題はあります。ただ、１０％は少しもったいないような気がしますので、ぜひその

次の施策に向けて、これを上げるような形が大事じゃないかと思います。 

  どうもありがとうございました。その他、いかがでございましょうか。よろしいでしょ

うか。新しく委員として就任されました千明委員、初めてだったと思いますが、何か感想

があれば……。 

○千明委員 皆さん本当に熱心で、当然かもしれませんけれども、皆さんのご意見を聞いて

いて、感銘いたしました。 

○小泉会長 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

  今日はご欠席の新委員の方もいらっしゃいますが、また次回、いろいろとご感想をいた

だければありがたいと、このように思う次第です。 

  全体的に何か、今日ご発言いただくべきことはございますでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

  大変貴重なご意見をいただくことができましたので、この審議内容を速やかに集約して

いただいて、反映すべきことにつきましては、ぜひ反映して、素案策定をしていただけれ

ばと、このように思います。 

  これで方向性が定まりましたので、ぜひともよろしくお願いいたします。 

  また、これまでにも市民あるいは事業者の方々からご意見、ご提案をいただいていると

思いますので、そういったご意見等も同様に反映をしていただければありがたいと思う次
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第です。 

  最後になりますけれども、当面のスケジュールについて報告をお願いいたします。 

○岩本環境政策課主査 それでは、これから先々、私どもが策定に取り組んでいくわけです

が、計画までの簡単なスケジュールをご説明いたします。 

  本日のご意見、ご提案などを速やかに取りまとめまして、来週、６月１９日に八王子市

では最高決定機関となります経営会議に付議します。このときには今日の内容も反映いた

しましたものを冊子化いたしまして、そのものを提示する予定でおります。そこで承認を

得られた中で、７月１日から１ヵ月間、７月３１日までパブリックコメントを実施いたし

ます。この間に多くの市民の意見、事業者の意見等々を聴取いたしまして、８月から、そ

の内容について取りまとめをいたしまして、グルーピング化いたしましたものを、反映す

るもの、反映すべきもの、反映できないもの、そういったものに分けまして、しっかり原

案づくりに努めます。 

  その原案を本日の環境審議会のほうにご提示をいたしまして、市長のほうから諮問をさ

せていただきます。この時期が、私どもが今予定しておりますのが、大体９月中旬から１

０月初旬、このあたりを目途に努めさせていただきたいと思います。 

  その諮問を受けていただきまして、年が明けまして１月ごろに、可能であれば答申をい

ただきたいと考えております。その答申を受けまして、計画策定、最終的には３月には公

表、発行というスケジュールを考えております。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。では、そのようなスケジュールでこれから進

んでまいりますということでございます。パブリックコメントに出すものについては、委

員の皆さんにフィードバックしていただければありがたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○岩本環境政策課主査 もう１点よろしいでしょうか。お手元に資料といたしまして「『八王

子市環境白書２０１２』の概要について」というのをお配りさせていただいておりまして、

こちらをご説明させていただきたいと思います。 

  「八王子市環境白書２０１２」の概要についてご説明を申し上げます。 

  平成２３年度における本市の環境の状況と、環境基本計画に基づく施策の実施状況、こ

れを明らかにしたものを、環境市民会議のご協力のもと、発行し、公表するものです。 

  本編とデータ集の２冊構成となっております。発行は、毎年１０月１日としております。

発行部数は、本編及びデータ集とも７００部といたします。 
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  また、広く市民、事業者に利用していただくため、市のホームページにも掲載いたしま

す。 

  本編の構成ですが、第１章には、これまでどおり環境白書の説明と、環境基本計画の概

要、環境行政の歩みを掲載させていただきます。 

  また、第２章では、平成２３年度における本市の特色ある取り組み、そうしたものを掲

げさせていただきますが、今のところ、東日本大震災の影響とその対応について掲載する

予定でおります。内容につきましては、現在、調整中でございますが、節電の取り組み、

これはオール八王子でやっていただいたものですので、本市の庁舎も含めて、節電の取り

組み、また放射線量の測定、こういったものを今、調整しているところです。 

  続きまして、第３章には、八王子の環境の現状と取り組みといたしまして、第１節の水

から第９節の教育・学習まで、それと第１０節で進捗状況と評価を掲載する予定でおりま

す。 

  第４章には、環境市民会議６地区それぞれから提出していただきます活動実績と、その

市民会議がそれぞれに自己評価をいたしましたので、その紹介をいたします。 

  本編の最後となりますが、第５章では、八王子市役所エコアクションプランの取り組み

の結果を掲載いたします。 

  データ集につきましては、環境の現状に関するデータをまとめたものを掲載いたします

が、新たに、市内の放射線量測定結果と、市施設の電気使用量を掲載する予定でおります。 

  その全般の構成につきましては、従来と同様とさせていただきたいと思っております。 

  以上、「八王子市環境白書２０１２」の概要についてのご説明といたします。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。 

  何かご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、これをもちまして平成２４年度第１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。 

午前１１時２０分閉会 

平成２４年１１月２６日 署名人： 菊 地  俊 夫 

 


