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午後３時００分開会 

○小泉会長 皆さん、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。

今年初めてということで、お正月明けからは大分時間がたちましたけれども、本年もどう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

では、今日は第４回ということで、これから八王子市環境審議会を進めてまいりたいと

思います。 

最初に、委員の出欠状況の報告、それから配付資料の説明を事務局で一括してお願いい

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ご報告をさせていただきます。

赤穂委員、木下委員、完山委員、奥委員の４名となります。定足数につきましては、１５

名の委員のうち１１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、

この審議会は成立しております。 

出席状況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、次第、次に答申の案、意見書の案、それともう１枚、Ａ４横で「答申に向けての

答申文案及び意見書案への意見・提案等」になります。 

資料の説明については以上になります。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。資料等、過不足はございませんでしょうか。

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、本日は昨年の１０月に市長より諮問を受けました八王子市ごみ処理基本計画

の原案に対しまして答申を行います。そこで、答申を行う前に最終調整を行いたいと思い

ます。 

最初に答申文ですけれども、事前に皆様にお目通しいただいていると思いますけれども、

これからの未来に対して八王子市ごみ処理基本計画原案を今まで審議してきましたけれど

も、これがしっかり実行に移される、そして未来に向けて八王子市が循環型都市として環

境に配慮されたごみ処理基本計画ができるという、そのことを答申したいと思いますけれ

ども、いろいろ細かく言うと切りがないわけですが、意見書も後ほどご審議いただきます

が、最初に答申書を市長に対して審議会として申し上げる文面についてご議論いただきた

い、このように思っております。 
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一応お聞きはしているのですが、この場で最終的に最後の調整ということになりますの

で、もしご意見等がございましたら、ご発言いただければありがたいと思いますけれども、

いかがでございましょうか。 

それでは、事前に意見をお伺いしておりますので、もし、意見等がございましたら、事

務局のほうでご報告をよろしくお願いいたします。 

○岩本環境政策課主査 ４名の委員からご意見、ご提案などをいただきました。お配りして

おりますＡ４横の表にございますとおりですが、読み上げさせていただきます。 

答申についてと、全般的なものとに分けまして、まず、木下委員からは、答申について

は異存ありませんというようなお答えをいただいております。 

それと、城所委員におかれましても、答申案については特に述べることはありませんと

いうことでお答えをいただいております。 

井口委員からは、答申・意見案については原案に異議はありませんということですが、

読み上げさせていただきますと、「審議会の議論の中でありましたとおり、計画の内容がか

なり意欲的なものを含んでいると思いますので、各種会議体の活用や広報活動の積極的な

活用を通じ、丁寧に住民の理解を得ていくことが重要になってくると思います。 

また、計画の進行管理を丹念に進めていきながら、法改正があった場合や、計画と現実

との間にギャップが生じた場合、新たな技術・手法等が確立され実施することが適当とな

った場合等について、中間見直し時等において、柔軟に施策へのフィードバックがされる

ことが必要だと思います。加えて、今後、場合によっては一般廃棄物の処理全般について、

新たな処分方法の採用などを含めて、現在、事業系一般廃棄物や産業廃棄物を主に取り扱

っている民間事業者の活用をさらに進めていくことも必要になってくるかもしれません。 

いずれにしましても、ごみ処理のあり方について、住民とのコミュニケーションをとり

ながら、今後とも情報収集や検討、必要な改善を続けていくことが大切になってくると思

います」という全般的なご意見をいただいております。 

以上です。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。いかがでございましょう。井口委員からはこ

うしたご意見をいただきました。何か付け加えることはございますか。 

○井口委員 私は感想めいたことを書かせていただいたというのが正直なところでして、む

しろ、私は事務所の中で見てわからないような、例えば地域地域の中で住民の方々といろ

いろな協働作業みたいなものをしながら、環境といいますか、廃棄物の処理についての取
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り組みを進めていくという、資源への取り組みみたいなものをむしろ勉強させていただい

た立場ですので、そういったところを踏まえて、今までのコミュニケーションみたいなも

のの延長線の中で、これからもより先進的な廃棄物行政を進めていかれることが大事にな

ってくるのかなというふうに考えながら、一応感想みたいなものだけ書かさせていただい

たところでございます。 

○小泉会長 どうも貴重なご意見をありがとうございました。その他の委員の皆様は何か付

け加えるようなことはございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。それでは、答申文をこれから確定したいと思いますので、答申

文を読み上げていただきましょうか。 

○佐藤環境政策課長 それでは私のほうから読み上げさせていただきます。（「八王子市ごみ

処理基本計画原案について（答申）」を朗読） 

以上です。 

○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。後ほど市長にこの答申

文面をまた読んで答申するということになろうかと思いますが、よろしいでしょうか。 

では確認させていただきました。どうもありがとうございました。 

さて、それでは、答申案と、もう一つ、答申案に添える意見書についてですが、意見書

については、あまり長く書いても仕方ないわけですが、要所、要所をとらえて、具体的に

この計画が実行されるように、よりよい計画が実現されるように、意見書としてまとめて

いくということになろうかと思いますし、あるいは、基本計画以外のことについても多少

触れながら、意見書ということでまとめていくことになろうかと思います。 

この意見書につきましても、答申と同様に最終調整となりますので、ご意見等ございま

したら、ご発言をいただければと思いますが、いかがでございましょうか。 

○菊地委員 別に内容に異論はないのですけれども、答申のところと意見書を見ると、意見

書の２のところは、「市民・事業者及び市の協働した取り組みが重要であり」と「市」がこ

こに入っているのですね。ところが、答申のほうは「市民・事業者との協働」と「市」が

抜けているのですが、これは統一しなくてもよろしいのですか。市は答申では協働に入ら

なくてもよろしいのか。あるいは統一したほうがいいのかということ。 

それから、これは文法上、気になるんですけれども、「・」というのは使うんですか。要

するに、「市民・事業者」と、それから同じように「減量・資源化施策」とありますが、「・」

というのは、市民と事業者が「・」になっていると、何となく変な感じがして、「と」かな
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と思っていたのですけど、その辺は僕もよくわからなくて、公の文章を書くときに、こう

いう「・」を使うんだと言われればそれまでなのですけれども、その辺、どうなのですか。 

○岩本環境政策課主査 まず、「市民・事業者」につきましては、八王子市環境基本条例がご

ざいまして、そのときの文面に、「市民・事業者」という一つのくくりとして、これまでは

市民と事業者というのは別建てで押さえられていましたが、新しい条例では、市民と事業

者は一体としております。そういった中で環境保全に努めていただくというような、文面

の中から出された要望というふうに思っていただければと思います。そのときから、私ど

もは「市民・事業者」 として扱いをさせていただいております。 

○菊地委員 わかりました。それで異存はありません。 

○岩本環境政策課主査 それと、確かにこちらの文章を読ませていただいて、市のほうは、

当然、事業を起こして施策を展開して、その成果を上げるというのは当たり前のことであ

って、この文面にありますとおり、市民・事業者の方々の取り組みが成果を上げてきたと

いうふうに書かれてあると、違和感のないような文章になるかと考えます。ここに「市」

を入れてしまうと、市も三位一体の中の一つと考え、同等に入らせていただくというよう

な意味もございまして、恐らくここに抜いていただいたのかなと思っていますが、確かに

意見書のほうに、同じ循環型都市を目指すための協働体には、きちんと市を入れさせてい

ただいていますので、ご理解願います。 

○菊地委員 では、２つ使い分けているということでよろしいですね。わかりました。あり

がとうございました。 

○岩本環境政策課主査 そういうことです。よろしくお願いいたします。 

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

それでは、意見書につきましても事前にいただいた意見等ございましたら、ご報告いた

だけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○岩本環境政策課主査 それでは、先ほどの表の中の意見書のほうのご意見についてご報告

いたします。 

木下委員からは、先ほどと同様で、異存ございませんというようなお答えをいただいて

おります。 

大亀委員におかれましては、意見書の５番のほうに、「そのためにも計画の概要版を作成

し」というふうに掲げられておるわけですが、そこに「分かりやすい」という文章を入れ、

「そのためにも分かりやすい計画の概要版を作成し」としてはいかがでしょうかというご
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意見がございました。 

それと、城所委員におかれましては、「２の循環型都市八王子を目指していくための施策

として市民・事業者及び市の協働を掲げ、そのつなぎ手として既存の組織や制度を揚げら

れている。制度の活用、信頼関係を築き上げることは確かに必要だが、より地域に密着し

た適切な組織が求められる。果たして現状の組織や制度が適切なものか、各々見直しされ

ることも必要かと考えます。」 

続いて、「４の『ごみの減量・資源化に取り組めていない市民・事業者への意識の高揚・

行動の促進』となっているが、その中には単に意識の問題ではなく、概要版でも理解でき

ない高齢者が多くいることの現状の把握、説明会にも足を運べない者に対しての対策の検

討も必要と考えます。」というご意見をいただいております。 

以上です。 

○小泉会長 はい。どうもありがとうございました。大亀委員、何か付け加えることはござ

いますか。 

○大亀委員 まさにそのとおりなのですが、感覚的に、単に概要版を作るというのではなく

て、より分かりやすい、「理解が重要である」というのがありますので、分かりやすいとい

うことが、もっと端的にその辺を表せるかなと思いまして、あったほうがいいかなと感じ

た次第です。ここは趣旨に応じて、適否を決めていただければ結構です。 

○小泉会長 はい。どうもありがとうございました。では、城所副会長、これに加えて何か

ご意見はございますか。 

○城所委員 加えてというか、私は市民会議に属しているものですから、その市民会議のあ

り方というか、自分の反省も含めて、この組織が本当に適切なのかなと自分に問いかけた

ものがありますね。あとは、そのほか、リサイクル推進員とか、環境推進会議とかがあり

ますけれども、その会議自体が横の連絡も全然ないですし、この問題も前の会議でも触れ

ましたけれども、現状のまま行っていいものかどうかということが自分では疑問に思いま

した。確かに信頼関係を築き上げることというのは本当に理想ではありますけれども、も

う少し具体的なというか、横のつながりが欲しいなと思っております。そういう意味で述

べました。 

それから、４の「ごみの減量・資源化に取り組めていない市民・事業者への意識の高揚・

行動の促進」のところで、事業者よりも市民に対して、周知徹底を図ることが大事だと思

います。周りのお年寄りに聞くと、全然分からないという声を私は聞きましたので、高齢
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者の中でどれくらいの方が、一人で住んでいられたり、二人で住んでいても、ごみの出し

方が分からないとかいう、それがつかみ切れていないのではないかなと思ったのです。だ

から、それを数字的に表わすとともに、もっと手厚く、それこそ訪問して、私たち市民会

議でもリサイクル推進員でもそういうのを強化して、そういうことを行わない限り、そう

いう人たちはいつまでも同じなのですね。基本計画が変わろうと、よくなろうと、いつも

本当にそういう人たちが底辺にいるということを忘れてはいけないと思うのですね。 

そういう意味で、余計なことですけれども、付け加えるというか、意見として述べまし

たが、別にこれは意見書そのものを変えてくれというわけではありませんので、自分の主

観を申しました。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。お二人の方から只今のようなご意見をいただ

きました。そのほか、皆さん何かお気づきの点がございますでしょうか。 

○前野委員 １つだけいいですか。大亀委員が言われたように、これは入れたほうがより分

かりやすいかなという気がしますので、できればこれは変更していただければいいのでは

ないかと思います。 

○菊地委員 入れてもらうと、先ほど城所委員が言われたような高齢者の云々というところ

にも少し関わってきて、分かりやすい説明にもなると思うので、そうすると、先ほどの二

人の委員の指摘に対する回答にもなるのではないかと思うので、僕も入れることには賛成

です。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。いかがでございましょう。この「分かりやす

い」という表現を、意見書の下から３行目の「計画の概要版を作成し」というところに入

れて、「計画の分かりやすい」か、「分かりやすい計画の」か、どちらかがいいでしょうけ

ど、大亀委員、どちらのほうでご意見をいただいたのでしょうか。 

○大亀委員 日本語的にどうなんでしょうね。「分かりやすい計画の概要版」。 

○小泉会長 「計画の分かりやすい概要版」ですかね。 

○大亀委員 そこのところは私はこだわりはございません。趣旨がいいほうで。 

○菊地委員 概要版が分かりやすいという意味合いで。 

○前野委員 「分かりやすい概要版」でしょう。要は、そういうことですよね。「分かりやす

い概要版」というか。 

○森田ごみ減量対策課専門幹 「概要版」の前のほうがよろしいのかなという気がしますけ

れども。 
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○大亀委員 結構です。 

○小泉会長 では、「計画の分かりやすい概要版を作成し」というふうに修文するということ

でよろしいでしょうか。この「分かりやすい」という意味は、城所副会長のおっしゃって

いた資源化、あるいは減量、こういったものになかなか取り組みにくい市民の方々をも含

めて、どうやったらいいのかということを少しご案内するという内容にもなるということ

でございますので、そのように修文することにいたしたいと思います。よろしいでしょう

か。 

○前野委員 ちょっといいですか。恐らく疑問が出てきたのは、前回のごみ有料化のときの

経験を、ある程度ここへ表したほうがいいのではないかなということからだと思うのです

よ。というのは、その後新しくできたごみゼロ社会の協議会、これは町会関係も全部入っ

ていますけれども、ほとんど前回のごみ有料化のときは、たしか町会が１,７００回ぐらい、

多いところは４回から５回も町会で説明会をやっているわけですよ。それから、例えばア

パートだとか、学生寮にまでいっているのですね。ですから、それが１つの大きな成果を

生んでいる経緯があります。 

このときはたしか行政も大変だったと思うのですよ。たしか課長以上が総動員されたは

ずですよね。とにかく週のうち、夜はほとんど説明会という形でありましたから、それが

結果的には非常に効果を生んでいると思いますので、そこら辺のことをどう盛り込めるも

のか。例えば組織というと、ここに表れているのは、具体的に言うと、「ごみゼロ社会推進

協議会や環境推進会議、或いは、リサイクル推進員や環境市民会議」、こういう組織しか載

っていませんから、そこら辺が恐らく城所委員が心配された意味じゃないかなと思うので

すよ。ですから、これは今まで私どもも余り機能していないということを私も再三申し上

げて、もっと活用すべきであるということを申し上げてきているわけなので、城所委員は

そこら辺のところを危惧されたのかなという気が私はしてはいるのですけれども、そこら

辺のところをどういうふうに盛り込むかは別として、以前のごみ有料化のときの経験をど

う生かしていくかということを考えられれば、成果としては十分出てくるのではないかと

思います。 

ですから、あのときもたしか概要版の内容についても大分練ったと思うのです。ですか

ら、そこら辺のところが１つの町会で多いところは４回から５回ぐらい説明会を持ってい

ますし、日曜日にやったり、夜間にやったりという形でやっていますから、そこら辺のと

ころをどう生かしていくかということさえ示していただければ、ここに表れている会議体
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だけが中心ではないよということもはっきり分かるかと思いますので。別に会議体の中に

組み込む必要はありませんので、そこら辺のところを中身として生かしていただければ、

いいのではないかなと思います。 

このときは、たしかアパートでもかなりのところでやられたと思いますよ。マンション

はほとんどできたと思いますし。そこら辺のところが、分からないところは、例えば学生

寮は、確か暁町だったと思いますけど、向こうから要請が来て説明にいったということも

ありますから、そのときの経験を生かしていただければ、私はかなり成果が出てくるんの

ではないかなという気がしていますけれどもね。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。具体的に進めていくときに、そういった経験

を生かすということですね。よろしくお願いしたいと思います。 

○前野委員 文面に全部盛り込むというのは難しいですよ。限られた文面ですからね。 

○小泉会長 そういったことも踏まえてやっていくという意味をもってこの文面を読んでい

ただくということになりますよね。どうも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。 

○中村委員 今のご意見でよかったと思っているのですけど、そうすると、この限られた文

面の中で、それを、限定的ではなくて、もうちょっと広くニュアンスがつかめるようにす

るためには、ここに具体的にごみゼロ社会推進協議会とか、あるいはリサイクル推進員、

環境市民会議であると言って、この組織だけが限定されているみたいに考えられますけれ

ども、ここで、例えば、「そういう組織などである」と言えば、またほかに何か入れること

ができるかなと。もうちょっと柔軟に幅広く考えられるかなと思いました。 

○小泉会長 どうもありがとうございます。只今のご発言は、２の４行目ですね。いろいろ

書いてあって、「ごみゼロ社会推進協議会や環境推進会議、或いは、リサイクル推進員や環

境市民会議」、ここで「など」を入れたらどうかということですね。「などであることから、

地域力の活性化を図るためにも、これらの制度を」ということで。だから、ここに書いて

ある組織以外にあるということなのですね。 

いかがでございましょうか。「など」を入れるというご意見ですが、よろしいでしょうか。 

はい、どうもありがとうございます。では、この４行目の「環境市民会議」のあとに「な

ど」を入れるということで。これは平仮名のほうがいいですかね。では、平仮名で「など」

を入れるということで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。 
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○城所委員 その手前の「２．循環型都市八王子を目指していくためには、市民・事業者及

び市の協働した取り組みが重要であり、」と私はここですごく悩んだのですけど、次の「今

日までのごみの減量・資源化に大きな成果が得られている。」で、これは協働した取り組み

をしたことで得られているということでいいでしょうか。ちょっとここが、日本語として

すーっと頭に入ってこなかったのですね。こうなると、文字の問題とか、文法の問題みた

いになってしまうのですけど、「協働した取り組みが重要である」ということをうたってい

るのに、「今日までのごみの減量・資源化に大きな成果が得られている。」何のために成果

が得られたかと言ったら、「協働した取り組み」のことですと、そういう意味ですよね。で

すから、ここに何か一言ないと続かないような気がして、私もずっと読んできて、ここで

少し悩んだところですね。すーっと頭に入ってこなかったのですね。 

○小泉会長 この２行は、恐らく今まで八王子市においてはごみの減量化が全国の中でもか

なり上位に、１番になったのですかね。そういう意味でのことが書かれているということ

なんですけれども。 

○城所委員 「協働した取り組みを行ったことにより」とかいうならつじつまが合うのです

けど、「重要」とうたっていて、「成果」というのは、自分としてはピンとこなかったので

す。日本語の問題とかで。 

○黒須委員 すみません。「取り組みが、今日までのごみの減量・資源化に大きな成果をもた

らしている」とか、例えば、それで意味が違ってしまわなければ、いかがなものでしょう。

「重要であり、それが」とか。 

○前野委員 「こうした取り組みが」じゃないですか。「こうした取り組みが、ごみの減量・

資源化に大きな成果が得られている」。まず、重要だよということを言っておいて、そうい

った取り組みがこういう成果を生んだよという形にするとか。 

○小泉会長 ２つの意味を２行で言っているわけですよね。ですから、今、前野委員がおっ

しゃっていただいたように、一回「重要であり」で、カンマのあと、「こうした取り組みが

今日までのごみの減量・資源化に大きな成果が」、「が」になっちゃいますね。 

○岩本環境政策課主査 例えば、「大きな成果をもたらした」とか、そういうふうにするとか。

「今日までのごみの減量・資源化に大きな成果をもたらしたものとなっています」と。 

○小泉会長 「成果となっている」のほうが、すっきりしますかね。では、もう一回確認し

ますが、「循環型都市八王子を目指していくためには、市民・事業者及び市の協働した取り

組みが重要であり、こうした取り組みが今日までのごみの減量・資源化に大きな成果とな
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っている。」。そのあとにも、「こうした」があり、２つ「こうした」が続いちゃいますかね。 

○前野委員 では、ここは、「このような良い協力関係」というような書き方ではどうでしょ

うか。「こうした」「こうした」では、ちょっと変ですよね。 

○小泉会長 そうですね。重複してしまいますよね。 

○森田ごみ減量対策課専門幹 「今日までの」のあとに「取り組みが」を付け加えて、「今日

までの取り組みがごみ減量・資源化に大きな成果となっている」というのでいかがでしょ

うか。 

○小泉会長 「こうした」じゃなくて、「今日までの取り組みが」ですかね。 

○森田ごみ減量対策課専門幹 「ごみの減量・資源化に大きな成果となっている」というこ

とになれば、そのあとの「こうした」というのはそのまま生かせばいいのではないかと思

います。 

○前野委員 その辺は文章上で整えてください。 

○小泉会長 今日確定しなければいけないので、くどいようですけど、もう一度言いますね。

「循環型都市八王子を目指していくためには、市民・事業者及び市の協働した取り組みが

重要であり、今日までの取り組みがごみの減量・資源化に大きな成果となっている。こう

したより良い協力関係のつなぎ手となっているのが」と、こういうことですね。いかがで

しょうか。 

○千明委員 「成果を上げてきた」じゃないですか。「大きな成果を上げてきた」。成果が上

がっているわけですね。「取り組みが成果となっている」。  

○小泉会長 「成果を上げてきた」。 

○前野委員 そうでしょうね。「成果」だと「上げる」でしょうね。 

○小泉会長 では、「重要であり」のあと、「今日までの取り組みがごみの減量・資源化に大

きな成果を上げてきた」。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

では、２は先ほどの「など」も含めて、以上のような形で修文するということにいたし

たいと思います。そのほかのところでいかがでございましょうか。 

○佐藤環境政策課長 意見書ありがとうございます。４番のところなのですけれども、前回

の審議会等でも種々ご意見をいただいたところなのですが、３行目のところ、「特に『ごみ

の減量・資源化に取り組めていない市民・事業者への意識の高揚・行動の促進』」というと

ころで、この「取り組めていない」という表現についていろいろご意見をいただいたとこ

ろなのですけれども、ここについてですが、「ごみの減量・資源化に向けた市民・事業者へ
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の意識の高揚・行動の促進」というふうに変えたらいかがでしょうかということなのです

けれども。 

○小泉会長 はい。ありがとうございます。今のご意見は、４の３行目、「その上で特に『ご

みの減量・資源化に取り組めていない』」という、こういう人たちだけを対象にした言い方

ではなくて、「ごみの減量・資源化に向けた市民・事業者への意識の高揚・行動の促進」、

もちろん、取り組めていない人も含めてということになりますけれども、そういうふうな

文面にしたらいかがかということですが、いかがでございましょうか。 

もちろん、ごみの減量・資源化というのは、取り組んでいる人もさらにまた進めなけれ

ばいけないことでしょうし、今まで取り組んでいたけれどもちょっとお休みしてしまった

人もいるかもしれませんので、そういう人たちも取り組んでいただく。当然、今まで取り

組めていない人に関しては、取り組んでいただくように、分かりやすい概要版を配布して

進めていく。もちろん、先ほどの城所副会長のお話のように、取り組みたくても取り組め

ない、そういう人たちをどうするのかというそういう問題は残りますけれども、やはり何

とか地域全体でサポートしながら、ごみの減量・資源化に向けて進めていこうということ

になろうかと思います。よろしいでしょうか。 

ありがとうございました。では、そこも「向けた」に修正したいと思います。 

そのほか、いかがでございましょうか。 

○城所委員 今の「取り組めていない」という表現の仕方について、前回ありましたね。「向

けた」でもよろしいかと思いますけれども、そうすると、その手前の「その上で、特に」

の「特に」というのが要らなくなるのではないですか。ないほうがいいのではないですか。 

○前野委員 たしかに何を強調しているのかがわからないですよね。 

○城所委員 前回の取り組めていない人を対象にということなら「特に」ということになり

ますけれども、全般的に資源化に向けたというふうになると、この「特に」は要らないの

ではないでしょうか。 

○千明委員 ３つの重点のうちの２つを挙げたのではないですか。これはどういう意味です

か。 

○岩本環境政策課主査 そのように取れます。 

○千明委員 ３つの重点のうち、特にこれとこれについてと。 

○城所委員 それなら「特に」があってもいいですけど、「取り組めていない市民」というふ

うに私は取ってしまったので。 
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○岩本環境政策課主査 この文章で読み取れるのは、今、千明委員のおっしゃったとおりで、

市民・事業者にやっていただきたいことの２つの項目を、３つのうちからピックアップさ

せた。もう１つのほうは、市が基本的にやるべき事項、要するに、施設整備なので、それ

については別格とさせていただいたので、多分、この「特に」というのは、市民・事業者

にやっていただく２つの項目というふうに取れるのかなと思いますので、これはこれで大

丈夫かなというふうに思っております。 

○小泉会長 ３つのうちの２つ、それが「特に」だということですね。そのあとの３番目は

「さらに、施設整備については」ということですね。 

○千明委員 例えば「特に」のところを、「まず」としたらどうですか。３つのうち、まず、

これとこれはこうする。さらに、最後の３つ目はこうする、という関係になりそうな気も

するのですけど。 

○小泉会長 「その上で、特に」ではなくて、「まず」と。 

○千明委員 「まず、ごみの減量・資源化の地域特性についてはこうする」。さらに、「３つ

目の」と入れる必要はないですけど、「さらに、施設整備についてはこうする」と。それで

合計３つ、重点項目。そういう文面じゃないんですかね。 

○小泉会長 いかがでしょうか。 

○千明委員 「特に」が、市民と事業者にとっては確かに「特に」だと思うのですけどね、

施設を除いて。「特に」でもいいですけれども、ちょっとどうかなと思いますが。 

○森田ごみ減量対策課専門幹 そのあとの３行目に、「ついては、市民・事業者に直接関わる

取り組みであることから」と入っているので、ここに「特に」という部分の、文章上の話

としてはこの「特に」ということなのかなと思われるのですけれども、「まず」というと、

「さらに」のところの順番的な、優先順位というか、そういうものを表すことであれば、

「まず」という話になると思うのですけれども、そうすると、その文章が「直接関わる取

り組みであることから」というところを直さないと、何か違和感が出るのかなという気が

するのですけどね。 

○小泉会長 確かに「まず」だと、１つにしないといけないので、「まず」の後ろが「さらに」

が来るものですからね。 

○千明委員 「次に」が来ないといけないですかね。では、「特に」で結構です。 

○森田ごみ減量対策課専門幹 「特に」のほうが、文章の流れとしてはよろしいのかなとい

う気がするんです。 
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○小泉会長 いろいろ貴重なご意見をありがとうございます。では、ここは「特に」でまい

りましょうか。後ろの「市民・事業者に直接関わる取り組みであることから」という、そ

この一文でセットになっているようですので、「特に」ということでいきましょうか。 

そのほか、いかがでございましょうか。本当に今日は貴重なご意見をいただいて、あり

がとうございます。今のところ、２の２行目で「今日までの取り組みが」を入れる。そし

て、その最後の「成果」を「成果を上げてきた」というふうに修文する。それから、その

あと２行下の４行目のところで「環境市民会議などであることから」というふうに直す。

それから、４のところの３行目で、「ごみの減量・資源化に向けた市民・事業者への意識」

ということに修文する。そして、最後から３行目のところの「計画の分かりやすい概要版

を作成し」ということに直すということで、いろいろ貴重なご意見をいただきまして、意

見書も大分しっかりとしたものになったかと思います。いかがでございましょう。よろし

いでしょうか。 

では、今の修正を踏まえて、もう一回確認しましょうか。 

２のところの２行目、「今日までの」のあとに「取り組みが」を入れる。「今日までの取

り組みがごみの減量・資源化に大きな成果」が「得られている」ではなくて、「成果を上げ

てきた」というふうに直す。それから、そのあとの２行下、「リサイクル推進員や環境市民

会議である」ではなくて、「市民会議などであることから」というふうに直す。そして、４

のところの３行目、「ごみの減量・資源化に取り組めていない」ではなくて、「資源化に向

けた市民・事業者への意識の高揚・行動の促進」というふうに直す。それから、最後から

３行目のところの「計画の概要版」ではなくて、「計画の分かりやすい概要版を作成し」と

修文するということでいかがでございましょうか。 

私のほうで読みましょうか。 

○佐藤環境政策課長 いえ、申し訳ないです。 

○小泉会長 では、以上の修正後の意見書について、事務局のほうで読み上げていただけれ

ばありがたいと思います。 

○佐藤環境政策課長 それでは、意見書を読まさせていただきます。 

意見書。諮問書で提示された計画原案について、次のとおり意見を付します。 

ごみの発生抑制、生ごみの資源化及びごみ処理施設の整備については、市民の関心も高

く、特に重要と認められることから、その実施に際してはできる限り早期に実施の手順を

明らかにすることを含め、市民との適切な情報の共有化及び具体的な取り組みへの合意形
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成を図るなどにより、本計画を着実に推進することを要望します。 

その上で、以下の項目について配慮願います。 

１．誰もが環境に配慮した取り組みを推進させることを基本に、限りある資源を大切に

し、自然界への負荷を低減した、安全で快適に暮らせる「循環型都市八王子」の実現を一

日も早く達成できるよう努めること。 

２．循環型都市八王子を目指していくためには、市民・事業者及び市の協働した取り組

みが重要であり、今日までの取り組みがごみの減量・資源化に大きな成果を上げてきた。 

こうしたより良い協力関係のつなぎ手となっているのが、ごみゼロ社会推進協議会や環

境推進会議、或いは、リサイクル推進員や環境市民会議などであることから、地域力の活

性化を図るためにも、これらの制度を活用することが重要と考える。今後さらに、これら

組織との関係強化を推進するとともに、信頼関係を築き上げること。 

３．ごみの減量化（リデュース）、再使用（リユース）、再資源化（リサイクル）の３Ｒ

の中でも、「ごみを発生させない」ことが最も重要であり、それに積極的に取り組んでいる

市民・事業者がさらなる取り組みにつながるような動機付けを検討すること。 

４．本計画の３つの重点取り組みを推し進めるにあたっては、それぞれの取り組みに対

する現状の把握や分析をしっかり行うこと。 

その上で、特に「ごみの減量・資源化に向けた市民・事業者への意識の高揚・行動の促

進」及び「生ごみの減量・資源化の地域特性に応じた取り組み」については、市民・事業

者に直接関わる取り組みであることから、説明会や広報を繰り返し行うなど、事前周知の

徹底を図ること。また、市民・事業者の具体的な取り組みについては、優先順位を明らか

にするなど、取り組みの手順などを明確にすること。 

さらに、施設整備については、平成２３年３月１１日の東日本大震災の経験から、多摩

直下型地震など大規模災害を想定し、瓦礫等の災害廃棄物の適正処理をはじめ、電力供給

の制限時におけるごみ処理施設の安定稼働など、市域内で対応できるようなシステムの構

築を図ること。 

５．本計画を推進するにあたっては、積極的な情報公開及び啓発を行うとともに、計画

に基づく施策の進捗状況や目標値に対する達成状況の管理を行うことが重要であることか

ら、その実効性の確保に努めること。 

また、本計画を着実に推進するため、市民・事業者の理解が重要であり、そのためにも

計画の分かりやすい概要版を作成し、広く市民・事業者に啓発すること。ただし、概要版
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は、全体の要点を単に取りまとめたものではなく、市民・事業者が具体的に何をどのよう

に取り組むべきかを明示したものとされたい。 

以上です。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。以上の意見書の内容になりますが、いかがで

ございましょうか。 

では、最終確認ということにいたしたいと思います。 

○佐藤環境政策課長 すみません。ちょっと漢字、平仮名の使い分けのことで若干よろしい

でしょうか。「目指す」というところが２の１行目のところにあるのですけれども、これは

平仮名のほうがよろしいかなというのが１つと、あと、４の下から３行目の「瓦礫等の」

と漢字で出ているのですけれども、これも平仮名のほうがよいか、その２点についてなの

ですけれども。 

○小泉会長 私は「目指す」は漢字を使っているのですけど、意見書は市民の方に見せるわ

けではないのですね。概要版は市民の方ですからね。ただ、統一していかないといけない

のでしょうけど、大体、平仮名でやられているのですか、市の場合は。 

○佐藤環境政策課長 こちらの計画書の中では平仮名を使っております。 

○星環境政策課主任 こちらの計画書の中には「目指す」は全部平仮名で書いており、「瓦礫」

も平仮名で書いてあります。 

○小泉会長 片仮名ではなくて、平仮名の「がれき」ですね。 

○星環境政策課主任 はい。平仮名の「がれき」にはなっているのですが。 

○小泉会長 それは統一したほうがいいかもしれませんね。 

○岩本環境政策課主査 最終的にはこのような計画書になるわけですが、皆様のご意見とし

ての、意見書、答申書はここに載せさせていただきます。そうしますと、中学生、高校生

が読んでも分かるような計画書に近づけるというのを原則にさせていただくということで、

申し訳ございませんけど平仮名でお願いします。 

○菊地委員 さっきの「など」は、意見書では「等」と「など」と混在していますけど、そ

れは統一しなくていいんですね。 

○岩本環境政策課主査 こちらも、役所的には「等」という漢字で、漢字の後ろに漢字とい

う意味ではないんですが、通常、単語がそろった場合には漢字を書かせていただいておる

んですけれど。 

○菊地委員 さっきの２のところで、「環境市民会議など」は平仮名にしていましたけれども、
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どこかに「がれき等」とありましたが、そこで２つ混在しているので、どちらかに統一し

てもらうといいですね。 

○岩本環境政策課主査 平仮名でさせていただきたいと思います。 

○菊地委員 では、「がれき」のほうも。 

○小泉会長 「がれきなど」と平仮名が続いちゃうんですね。 

○城所委員 その下の「安定稼働など」も平仮名ですね。 

○小泉会長 「がれき」が平仮名なものですからね。これは本文のほうもそうなっているの

ですか。「がれきなど」と、平仮名がずっと続くということで。 

○森田ごみ減量対策課専門幹 こちらは統一するということで今進めているので、混在しな

いようにはする予定で、今、修正を若干そういうのをかけています。平仮名、平仮名にな

ると、わかりにくいので。 

○前野委員 「など」が平仮名だったら、「がれき」は漢字でいいのではないのかな。 

○小泉会長 あとは鍵かっこで「がれき」とくくるかですよね、読みにくい場合は。あるい

は、上にドットをつけて「がれき」とやる場合もありますね。 

○前野委員 「など」が平仮名ならまだわかるけど、「がれき」は分かりにくいですね。 

○城所委員 「など」とつきますね。「手順など」とか。 

○佐藤環境政策課長 全部見返していないのですけど、もしかすると、「等」は使われていな

いですかね。 

○岩本環境政策課主査 会長、こちらの計画の文言整理については事務局できちんと整えさ

せていただきます。ただ、私も考えたのですが、例えば「市民・事業者など」という言い

方は本市のほうではしていません。「市民・事業者等」という作り言葉がありますので、「等」

と「など」という関わりをきちんと精査させていただいて、計画書に反映させますが、今

回の意見書につきましては、先ほど会長が発言されたとおりこれはあくまでも皆様の意見

書になりますので、そこにつきましては、次のような措置をさせていただきたいなと思い

ます。「など」と「等」が混在しても何ら問題ないというふうに考えていただきまして、「が

れきなど」という言葉は余り使わないので、「がれき等」というふうにしていただいたほう

が、文章上、いいかなと思います。その同列の行にある「多摩直下型地震」、ここを「等」

にすると、またおかしいことになってしまいますので、やはりここは「など」とくくって

何ら問題ないかなと思いますので、意見書につきましてはそういうふうな整理をさせてい

ただきたいと思います。 
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計画書につきましては、私どもの文書取り扱いの専門家がおりますので確認し、例えば

「など」と「等」があっても、それはきちんと整理し、説明がつくようにしておきます。 

○小泉会長 わかりました。ありがとうございました。では、「など」というふうに読む場合

には平仮名で書く、「とう」というふうに読み上げる場合には漢字で書く、こういうくくり

で意見書については、「がれき」のところは平仮名になったので、「がれきなど」とは読ま

ないで、「がれき等の災害廃棄物の適正処理をはじめ」という、そういうふうに読んでいた

だくということで、そこは漢字にする、そういうことにいたしましょう。ありがとうござ

いました。かなり深い日本語の勉強になりました。 

それでは、そういったことで、この意見書を修文していただいて、事務局のほうで作っ

ていただくということになりますか。 

○佐藤環境政策課長 はい。修正させていただいてから、答申書のほうを受け渡しというこ

とでよろしいかと思います。 

○小泉会長 はい。わかりました。時間的には、あと１５分、２０分ぐらいでどうでしょう

か。 

○岩本環境政策課主査 そうですね。１５分ぐらいいただければ、整えさせますので。 

○小泉会長 わかりました。では、事務局でこの意見書を、先ほどの答申書のアウトプット

も含めて、まだ「案」になっていますので、きちっとした答申書と意見書を作っていただ

くということで、これから１５分ほど休憩にしたいと思います。では、４時１５分にここ

に集まるようにということにさせていただきたいと思います。 

○岩本環境政策課主査 それと、答申につきましては、大変申し訳ございません。市長が所

用のため、村松副市長が答申書を受け取らせていただきます。また、その会場ですが、こ

ちらになりますが、席順を変えさせていただきますので、プレートを変更させていただい

て、プレートに沿ってご着席いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○小泉会長 では、一応こちらは閉会ということに。 

○佐藤環境政策課長 そうですね。審議会については閉会ということでお願いします。 

○小泉会長 わかりました。では、以上をもちまして、平成２４年度第４回八王子市環境審

議会を閉会いたします。本日は貴重なご意見をいただきまして、本当にありがとうござい

ました。 

午後４時０１分閉会 

  平成 ２５年 ４月 ９日  署名人：   黒 須  詩 子 


