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は じ め に 

 

本市では毎年、市政に関わる様々なテーマについて、市長ほか３名のパネリ

ストによる公開討論を通し、市民の皆さんとともに考える「げんきフォーラム」

を開催しています。 

今回は、「環境社会」に向けた取り組みの重要性を広く市民にアピールし、市

民・業者・行政でこれからの環境社会のあり方などをすすめるにあたり、循環

型都市八王子をどうしたらよいかを考えていただく機会とするため、『自然と共

生したまちづくり～「循環型都市八王子」その実現に向けて～』をテーマにフ

ォーラムを開催しました。 

この冊子は、平成 23 年 11 月に開催しましたフォーラムで討論された内容を

まとめたものです。今後の参考にしていただければ幸いです。また、情報量の

増加にともない、印刷物を中心とした公表方法では対応が困難となってきたこ

とから、市ホームページでの公表による情報提供を中心に行っていくこととし

ています。 

最後に、貴重な御意見を発表していただきましたパネリストの依田様、藤原

様、大島様、またフォーラムのコーディネーター役をお願いした小泉様、そし

て会場にお越しいただきました多くの市民の皆様に心から感謝申しあげます。 

 

平成２４年１１月 

 

八王子市 総合政策部 政策審議室（広聴担当） 
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【コーディネーター】 

 
  小泉 明 氏 こいずみ あきら（首都大学東京大学院教授） 

上水道、下水道、都市廃棄物計画に関するシステムズアナリシスを研究。 

現在、八王子市環境審議会の会長を努めており、八王子市廃プラスチック中間処理施設

調査研究協議会では会長として計画立案に関わった。さらに、廃棄物資源循環学会評議員、

水道技術研究センター評議員をはじめ、東京都廃棄物審議会部会長などを歴任。 

首都大学東京都市科学連携機構の機構長としても活躍。 

 

 

【パネリスト】 
 
  依田 和子 氏 よだ かずこ（八王子市環境学習リーダー３期生） 

第 3 期八王子市環境学習リーダー養成講座終了後、中央地区環境市民会議に入会。 

『ごみ・資源・エネルギー部会』に所属。平成１８年度から「エコひろば」のごみ分別講

座のお手伝いをしたり、部会の省エネ講座を手伝いながら、地域の方々との対話を通して活

動をしている。 

 

  藤原 幸男 氏 ふじわら ゆきお（公募市民） 

 平成 22 年 4 月から“八王子に清流を取り戻す市民の会”に入会、活動に参加。同年９月

から第 6 期八王子市環境学習リーダー養成講座を受講し、その後、八王子市環境学習室「エ

コひろば」の環境教育支援に参加。また、西南部地区環境市民会議に入会し、主に『自然部

会』において活動している。同年 10 月からは“池の沢に蛍を増やす会”に入会し里山の自

然を守る活動に参加している。 

 

  大島 紀代 氏 おおしま きよ（八王子市ごみゼロ社会推進協議会委員） 

“ごみリサイクルの会”として地域の住民が積極的に行おうと、平成元年に行政が行って

いなかった缶・ビン・ペットボトルをカゴを出して回収を始めた。１２年、市の分別回収が

開始になり活動終了。ごみから、水、緑地保全へと関心が広がり、地域の休耕田を復興させ、

小学校とともに田んぼで米作りや餅つき、川遊びなどで活動中。 

 

  黒須 隆一 くろす りゅういち（八王子市長） 

八王子市議会議員３期、東京都議会議員２期、2000 年（平成 12 年）より現職（３期

目）。市民の視点で夢のある街づくりを進め、都市経営の視点から「八王子元気計画」を掲

げ、あらゆる改革に取り組んでいる。現在、市民との協働によるまちづくりの推進など、魅

力あるまちづくりに向け邁進中である。 
 

コーディネーター及びパネリストの紹介 
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げんきフォーラム 自然と共生したまちづくり～「循環型都市八王子」その実現に向けて～ 

 

市 長 挨 拶 

 

市    長     皆様、こんにちは。市長の黒須隆一でございます。今日は大変お忙

しい中、また貴重な休息日にもかかわらず 23 年度のげんきフォーラム

『自然と共生したまちづくり～「循環型都市八王子」その実現に向け

て～』にご参加をいただきましてまことにありがとうございます。心

から厚くお礼を申しあげる次第でございます。 

先週６日の日に北野あったかホールで、あったかホールまつり、こ

れは 12,000 名からの市民の皆さんが参加をしていただいたというふ

うに伺っております。また、学園都市センターで浅川流域、川の恵み

シンポジウムを開催いたしました。これは浅川、日野市とつながって

いますからね、日野市との共同で開催をしたわけですけれども、こち

らのほうも会場あふれんばかりの皆さんに参加をいただいたわけでご

ざいまして、市民の皆さんの環境問題に対する思いの深さというもの

を改めて感じさせていただきました。大変嬉しく思っておるところで

ございます。 

                  私も市政の責任者を仰せつかっ

てからちょうど３期 12 年目という

ことで、あと残り２か月ですけれど

も、最終年次ですから昨年の秋から

今年の春にかけてこれまでの取り

組みの成果というのが、市民の皆さ

んに目で見えるような形でお示し

をすることができた、そんなふうに

実は思っているところでございま

す。 

例を申しあげますと、南口の再

開発、あるいはまた新しい市民会館

のオリンパスホールですね、また戸 

吹の最終処分場の跡地にスポーツ公園の整備をいたしました。それか

らきょう話題のひとつになるわけですけれども戸吹のプラスチックの

資源化センターですね、これも昨年の 10 月から稼働をしているわけで

ございます。それから小児病院の跡地を小児障害メディカルセンター
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として整備をした等々ございまして、これは今までの努力の集大成の

一部になるのではないかなと私はそんなふうに思っております。 

また、その一方で、３月 11 日の東日本大震災がありました。当日は

本市でもご承知のとおり震度５弱ということでございましたけれども、

おかげさまで本市においての被災というものは全くありませんでした。

よく八王子は地盤がいいなんてことを言われますけれども、そのこと

を立証したのではないか、そんな感じもするわけです。建物も一切被

害がございませんでした、これは民間も含めてですね。それからまた

あの地震による救急車の出動もゼロでありました。そういう点では八

王子としてはよかったわけではありますけれども、しかし苦しんでお

られる方がたくさんおられるわけですから、長い復興の支援、復興の

ための支援というのは必要なことでありまして、我々も力を合わせて

市民の皆様と一緒になって復興支援のためにこれからも努力をしてま

いりたいというふうに思っております。 

当日地震の発生した９分後に警戒本部を立ち上げました。そして今

お話をしました、建物の被災状況であるとか、停電になりましたから

電車も止まるというようなことで市民への注意喚起、それから駅周辺

の帰宅困難者が発生するだろうということで、その対策に実は追われ

ました。最終的には朝までおられた方というのは 1,805 人、八王子で

お泊まりになったわけですけれども、おかげさまで何の混乱もなく、

お泊まりになった方々も朝 11 時には全員お帰りになって、そして本当

に助かった、よくしてくれたと大変多くのお礼が寄せられました。 

これはどうしてそんなにうまくいったかと言いますと、昨年の 11

月 23 日に大規模な訓練を実施しました。これがやはり功を奏したので

すね。ですから訓練の必要性、大事さというものを実は改めて感じた

ところでございます。そして私ども早々に義援金の呼びかけをさせて

いただきました。１億円といって最初は１億円もか、というふうに言

われましたけれども、でもおかげさまで２週間で１億円を達成いたし

まして、現在は３億 3,200 万も集まっておりまして、当然のことなが

ら被災地にお届けをしているわけですけれども、皆さんの熱い心に率

直に言って感激をいたしました。改めてお礼を申しあげたいと思いま

す。 

そして我々が被災を免れたわけですけれども、何が我々にできるだ

ろうというようなことから義援金と一緒に節電をお願いしたわけでご

ざいます。かなり節電も徹底してお願いをしたということで、市の施
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設をご利用いただいている方等には大変御迷惑をおかけした点もあっ

たのですけれども、やはり夏場を前にしてあの計画停電を絶対させて

はいけない、こういう思いで実は皆さんにご協力をお願いいたしまし

た。あの停電によって八王子では延べ 10 回の計画停電があったわけで

すけれども、これで企業の皆様ももちろんお困りになりましたけれど

も、それ以上に１番困ったのは、やはり医療施設なのですね。病院は

やっぱり命に関わることですから、我々、病院は自家発電機を持って

いるから大丈夫だろうと思っていたのです。とんでもないことでござ

いまして、自家発電はほんの一部だけをその補完をするということだ

けに過ぎないということがよくわかりました。ですからなんとしても

夏場の暑い時に備えようということで皆さんにお願いをしました。お

かげさまで 15％削減の目標を立てたんでございます。６月から９月の

電力削減は４か月平均で 24.38％、ですから大幅にクリアできたとい

うことでございます。特に私が感じたのは、今市民センターは 17 館あ

るのですね。市民センターで曜日を交代して休館日をつくっていただ

いたのです。８月には前年比 29%削減ができました。これは大変嬉し

かったのです。仮に昨年８月にこの輪番休館というのをしなかった、

どのぐらいだったかと言いますと 14％の削減なのですね。ですから結

局、単に輪番制で休館をしたっていうことだけではなくして、市民の

皆さん、ご利用いただく市民の皆さんや、もちろん担当している職員

の皆さんもそうですけれども、みんながやっぱり節電というものに努

力をしていただいた。だからこれだけの節電ができた、ということで

ございまして、大変そういう点では私は嬉しい思いをいたしました。

ただ、今のこの電力供給というのは依然として安定していないという

ことはもう皆さんご承知のとおりでございまして冬場も足りなくなる

というようなことがございますから、あまり気を緩めることなく、こ

の節電というものに気を使っていかなければいけないのではないかと

いうふうに思っています。 

また、地球規模での CO2 の削減というこれが大きな課題になってい

るわけでございまして、これから多くの市民の皆さんが細かい積み重

ねをする、このことが省エネの始まりということを実感していただい

たというふうに思うのですけれども、しかし現状再生可能エネルギー

の限界というのがあります。現状ではですね。ですから太陽光である

とか水力であるとかこういったものの現状では限界がありますから、

いずれにしてもこれを化石エネルギーで補完をするということになる
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と、CO2 の増加ということにもなるわけですから、大変難しい問題だ

というふうには思いますけれども、これはやっぱり我々将来への取り

組みとして真剣にやっぱり市民の皆さん一人ひとりと一緒に考えてい

かなければならないことだなというふうにも思っております。 

それから市長就任以来の環境への取り組みをこの機会にご報告させ

ていただきたいと思います。私は 2000 年の１月に就任をいたしました。

翌年になりますけれども、翌年の 2001 年を本市における環境元年とい

う位置づけをさせていただいたわけでございまして、積極的に環境政

策に取り組んでまいりました。その間に環境基本条例を制定する、あ

るいはまた環境市民会議、きょうはご関係の皆様たくさんご出席をい

ただいていると思いますけれども６地区ですね。そして地域ごとに独

自の活動を展開していただいてきたということ。それから環境基本計

画を市民の皆さんにも参加をしていただいて策定をいたしたところで

ございます。市が取り組んできたテーマですけれども水、緑、それか

らごみの減量、この３点に重点的に取り組んでまいりました。着実に

市民の皆さんのご協力をいただきながら成果を上げてきたというふう

に思っております。 

例えば水についてお話をさせていただきますと、市内には浅川を中

心に 16 の河川の源流がございます。これすべて一級河川ということで

ございますが、当時平成 11 年私が就任する１年前に東京都が八王子の

水を東京都全体の水を 63 か所にわたって実は検査をいたしました。そ

の時に都内の河川の中で八王子の６河川がワースト 10 に入ったので

すね。ワースト 10 の中に悪い方から下から 10 番目に八王子の河川が

六つ入りました。１番悪かったのは南浅川なのですよ。63 か所測った

うちの１番悪かったのですね。これはやっぱり１番の問題は下水道が

完備をしてないということでありましたので、前倒しをして下水道の

整備に取り組みました。おかげさまで 19 年には下水道が八王子市内

100％敷設を終わりました。その結果はと言いますと、言うまでもなく

河川の水質はぐんと上がりまして、今はワースト１に入るなんていう

のは全くありません。今は鮎が住めるようなところまで水はよくなり

ました。今よく鮎釣りをしている方もおられまして、まだ魚道の整備

が十分じゃありませんので、この点の整備を国と今進めておりますけ

れども、それができるようになると浅川にどんどん鮎が上がってくる

というふうに思っております。水質はよくなったのですけれども水量

が足りなくなる、まあこういうこともございます。都市化も進んでお
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りますし、下水道で水を集めてしまおうというようなことにもなりま

すのでこれからはやはり水質、水量の確保というようなことで今、浸

透性の高い舗装をし、あるいはまた浸透マスを設置していただく、こ

の補助率をうんと高くしてと、そんな、これは長い道のりになります

けれども、取り組みということになりますけれども、これはやはり今

後、息の長い取り組みを進めていかなければいけないのではないか、

水質と水量ですね、これに取り組ませていただきたいというように思

っております。 

それから緑のほうなのですけれども、今、市政世論調査でもこれか

らも八王子に住み続けたいという方が 90％を超えました。大変これは

私も嬉しく思っておりますけれども、最大の理由は６割の方が八王子

の緑、それから自然環境のよさ、これを挙げているわけですね。です

から八王子としてもこの緑というのはもう言うまでもなく財産なわけ

でございまして、ただそれでも戦後最初の時よりも大幅に緑が減って

います。それは宅地開発であるとか採石場であるとか、お墓も大きな

のができましたよね。そんなことから当時は 70％が緑と言いますか、

樹林地だったのですけれども今は 50％を切るというようなところま

できました。ただ農地を含めた緑被率というのは今 61％。ですから、

そういう点ではまだまだ私は恵まれていると。問題なのは市街地の緑

をどう保全をしていくのか。私はやはり問題だろうというふうに思っ

ております。この点について積極的な取り組みをしておりまして、例

えば斜面緑地の保全をしようというようなことで、売りたいというよ

うな時がありましたら、これは市街地を可能な限りは市で買わしてい

ただこうと、言うなれば市有地化、公有地化をしたい、こんなことで

取り組んでいるところでございまして、22 年度末の現在の指定をして、

その斜面緑地の保全ということで一定の地主の方への支援もしている

わけなのですけれども、これ今 39 か所あります。ご協力をいただいて

いる場所が。そして同時に今ちょっと申しあげましたけれども、売っ

ていただけるところは是非積極的に買収をしていきたい、こういうこ

とで取り組んでおりまして、みどり市民債というのを平成 17 年に発行

いたしました。どうしてもお金がなかったものですから、市民の皆さ

んに一定期間お金をお借りして、そしてどうしても失われてしまう緑

を保全したいということで、10 億円募集をしたのですけれども、非常

に心強かったのは２週間に 87 億円の応募があったのです。ですから抽

選で 10 億円お借りをしまして、そして保全に努めたということもござ
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いました。これは市としては初めての試みでございましたけれども、

そんな取り組みもさせていただきました。平成 17 年から 22 年の５年

間になりますけれども、この間に緑地の購入をしたもの、それから寄

付をいただいたものございますけれども、これを含めますと 24.3 ヘク

タールこれを公有地化いたしました。 

それからですね、三つめにごみの減量でございますけれども、これ

はもう既にご承知のとおり平成 16 年 10 月に市はごみの有料化を実施

いたしました。これは 30 万以上の都市では初めての取り組みというこ

とでございましたけれども、市民の皆さんのご協力をいただきまして

個別収集の実施、そしてまた資源化の拡大ということで取り組みをさ

せていただいた、これがひとつですね。 

それからもうひとつはプラスチックの資源化センター、これを昨年

の 10 月稼働ということでございまして、これは是非市民の皆さんに機

会があったら見ていただきたい、そしてプラスチックの資源化ってい

うのはこういう過程でやっているのだということの工程を見ていただ

く、そのことによってさらにごみに対する、あるいは環境に対する思

いというものが高まっていただけるのではないかな、ご理解がいただ

けるのではないか、そんな思いで二つ見学コースをつくっているので

す。今までに 1,256 名、１年間で見ていただきました。もうちょっと、

多くの人に見ていただく、これはＰＲをしなくてはいけないのではな

いかなというふうに思っております。 

これらのことを実施して有料化前の 15 年度に比べますと、可燃ごみ

は２万 9,000 トン減をいたしました。それから不燃ごみが 9,170 トン

減いたしまして、そして昨年の 10 月からのプラスチックの資源化の拡

大によって不燃ごみがさらに 5,300 トン減、これは 27％ですね。そし

て資源ごみとしてプラスチックは資源ごみになるわけですから、資源

としては 3,060 トン増えた、こういう成果を実は上げることができま

した。最大の成果は、ごみが約 30％減りましたから、八王子市内に、

３か所、北野と館と戸吹に清掃工場がございます。もう１か所が多摩

ニュータウンに八王子市と多摩市と町田市で運営している一部事務組

合で運営しているのがひとつございますけれども市内に三つありまし

て、その清掃工場、館町の清掃工場がちょうど寿命が来ましたからこ

れの運転休止ということができました。これはもう皆さんが本当に協

力してごみを減量していただいたおかげさまでございまして、ひとつ

清掃工場、館町規模のものをつくりますと約 200 億円かかります。で
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すからこれをつくらないで済んだ。これは大きな成果だというふうに

思っております。ですから私は皆さんの協力に改めて感謝を申しあげ

たいというふうに思っております。 

我々は市民の財産であります豊かな自然、これを次の世代に引き継

いでいく、これは我々の大きな責務だというふうに思っておりまして、

将来の人たちにあの時代の人たちは本当にいい選択をしてくれたなっ

てこう言っていただけるような、やはり私どもは今、努力をしていか

なければいけないのではないか、そんなふうに感じているわけでござ

いまして、今日のフォーラムを地域での具体的な取り組み等のお話を

お聞かせいただいて、そして参考にして、さらに我々努力をしてまい

りたいとこのように思っておりますので、今日を有意義なひとときに

したい、こんな思いです。どうぞよろしくお願いします。ありがとう

ございます。（拍手） 

 

司    会     それではここでコーディネーター、及びパネリストの皆様がご入場

されますので大きな拍手でお迎えをお願いいたします。それではご入

場をお願いいたします。（拍手）

 

では、まず初めに本日のコーディネーターとしてお願いいたしまし

た小泉明様をご紹介させていただきます。小泉様は、首都大学東京大

学院教授であり、八王子市廃プラスチック中間処理施設調査研究協議

会の会長として計画立案に携わっていただき、東京都廃棄物審議会部

会長などを歴任され、八王子市環境審議会の会長としても精力的にご
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活躍されていらっしゃいます。 

続きまして、舞台中央より依田和子様でございます。依田様は、八 

王子市環境学習リーダーの第３期生として活動されております。 

続きまして、藤原幸男様でございます。藤原様は、今回パネリスト

の市民公募に応募していただいた方でございます。 

続きまして、大島紀代様でございます。大島様は、八王子市ごみゼ

ロ社会推進協議会の委員に就任していただいております。 

最後に、八王子市長、黒須隆一でございます。 

それから、本日の手話通訳の４名の皆様でございます。よろしくお願

いいたします。 

なお、本日の模様はケーブルテレビ、あるいは市のホームページ等

で広く市民の皆様にお知らせする予定ですので、あらかじめご承知お

きをお願いしたいと思います。 

それでは小泉様に御自身と市の関わりなどのお話をいただきなが

らパネルディスカッションに入っていただきます。どうぞよろしくお

願いします。（拍手） 

 

小 泉   明    どうも皆様こんにちは。本日のコーディネーターを仰せつかりまし

た首都大学東京の小泉でございま

す。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

お待たせいたしました。ただい

まからげんきフォーラムを開始い

たします。本日のパネリストの皆

様どうぞよろしくお願い申しあげ

ます。 

                           最初に少し時間をいただきまし

て、私と八王子市の関わりについ

て自己紹介を兼ねて少しお話をさ

せていただきます。平成３年に東

京都立大学が南大沢に移転して以

来、現在は首都大学東京というこ

とで６年前に名前が変わりました。 

これは四つの都立の大学が一緒になって首都大学東京ということで 

６年が経つわけですが、この間 20 年間近く八王子市には大変お世話に
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なっております。先ほどのご紹介にもありましたが、現在八王子市の

環境審議会の会長を仰せつかっておりますし、また平成 19 年度から

21 年度の３年間八王子市の廃プラスチック中間処理施設調査研究協

議会の会長をお引き受けしまして、協議会において委員の皆様と一緒

にしっかりと検討してまいりました。昨年の 10 月から稼働開始なので

すが、戸吹のプラスチック資源センター、先ほど市長さんの話もござ

いましたが、完成いたしまして本当に私は嬉しく思っております。 

この資源化センターにつきましては安全で安心な施設として、また

周辺環境にも配慮した素晴らしいセンターだということで、このセン

ターをこれから末永く利用していくことが大事かなと思っている次第

でございます。 

大学では水環境システムの分野を専門としておりまして、上下水道

あるいはその都市廃棄物の計画、そういった研究教育を進めておりま

す。 

また、東京都水道局あるいは環境局、そういったところの審議会あ

るいは委員会といったものにも数多く参加させていただいております

し、また東京都と連携した共同研究も推進しております。私自身の考

えとしては学内の研究と言いますか、学究に閉じこもった研究もこれ

も大事だとは思うのですが、私自身は理論と実際の両面から具体的な

フィールドに根付いたそういったテーマを研究しているというのが私

自身ずっとこの大学に行ってから 31 年になりますが、その前 10 年間

ほどコンサルタントにおりましたが、そういう中で私自身の研究教育

の方針でございます。 

最近の話題をこれから少しお話ししたいと思いますが、今世紀に入

りまして、循環型社会の構築、これが大きなテーマになってまいりま

した。従来の大量生産、あるいは大量消費、そして大量廃棄こういっ

た時代から３Ｒと言いますか、三つのＲですね。Ｒのひとつは減量、

リデュースということでの減量化、そして二つめのＲは再使用、リユ

ースですね。そして三つめのＲはリサイクルということでこれは再利

用ということですが、物から物へリサイクルしていくマテリアルリサ

イクルと、あるいは今いろいろな所で電力の問題が大きな問題になっ

ていますけれども、そういった物の廃棄物を燃やして電力をつくるサ

ーマルリサイクル、この両面性があろうとこのように思っている次第

でございます。 

いずれにしろ今までの物質的な豊かさの追求から、これから地球環
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境問題、あるいは天然資源の枯渇の問題、こういったものをみんなで

考えていかなければいけない、こういう時代が来ているかというふう

に思っております。特に廃棄物問題、あるいは最近非常にテーマにな

りました CO2 の問題ですね、こういった問題は多くの人たちの協力が

なければ達成することはできません。そういう意味で市民、事業者、

行政が一体となってみんなで協働することによってこういったものを

しっかりと削減していく、あるいはいい社会にしていく、こういうこ

とが大事だとこのように思っている次第でございます。 

循環型社会に向けて現在日本全国では一般廃棄物は 5,000 万トンと、

非常に大きな量が出ております。そして産業廃棄物、これは４億トン

ということで、これはもう一般廃棄物の８倍になります。ただ産業廃

棄物の４億トンのうちの２億トン、まあ半分ぐらいは下水の汚泥ある

いは浄水の汚泥とかですね、汚泥というのは 99％水ですので、その水

をとれば残りはそんなに残らないんですけれども、まあ産業廃棄物と

いうことでは２億トン近くがそういった汚泥として出て行くと、そし

てトータルでは４億トンの産業廃棄物になると。これを何とかしてい

かなければいけないということでございます。 

一般廃棄物につきましては、平成 12 年これが１番ピークだったんで

すが、5,500 万トン日本全国ではございました。これが平成 20 年の１

番新しいデータではですね、4,800 万トンということで１割ほど減少

しております。ただ八王子市では、先ほど市長さんのお話では有料化

の後、３割も廃棄物が減少したということでございますので、これは

目を見張る皆さんの努力であり、素晴らしい成果だとこのように思っ

ている次第でございます。 

それから古紙の回収率 73％です。今現在ですね。これはかなり回収

されているなと思っておりますし、スチール缶これについては 85％、

そしてアルミ缶にいたっては 93％回収されているということで、非常

に統計データを見る限り、かなり日本は頑張っているなということで

ございます。 

先月国際会議の関係でドイツへ行ってまいりました。これは少し私

も旅行案内書も買いましたがそこにも出てない町でミュルハイムとい

う町なのですが、デュッセルドルフからちょっと近くですね、ケルン

という大聖堂があるのですが、そこからは特急で 40 分くらいのところ

なのですが、そのドイツに行ったところ、ペットボトルがデポジット

制なのですね。ですから中の水の値段と外側のペットの値段これ同じ
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なわけです。こういうことで例えば空き缶が 100 円したら道端に捨て

ることはできませんよね。そういう意味では非常にいい制度だという

ふうに私は思っていますが、日本でもいろいろ議論があったのですが、

この制度をなくして 100％近くになったとこれは非常に優れたことだ

なと思っております。日本の分別収集というのは本当に世界に向けて

誇れることができる、そういういい状態が今来ているなと思っており

ます。 

また、平成 12 年に循環型社会形成推進基本法ができて以来ですね、

容器包装、家電、あるいは建設、食品、自動車こういったもののリサ

イクルが本格的に施行されておりますし、この容器包装リサイクル法

のもとで、このプラスチックをコンパクトにするということで、そう

いった中間処理施設が必要になるということであります。そうしない

と空気を運ぶことになってしまいますのでプラスチックの収集輸送と

いうのは非常に重要な問題があると思います。この循環型社会に向け

て、私は法的整備をするトップダウンの方向から環境教育そういった

ところからのボトムアップ、両方の方向でやっていかなければいけな

いと、こういう考えを持っている次第でございます。 

戦後から今日まで日本では家電製品あるいは車、こういった品質の

よい製品を大量に製造して動脈産業で経済発展をしてきたわけですけ

れども、これからはリサイクルを初めとする静脈産業も合わせて動脈

と静脈、人間で言えば両方あるわけですが、その両方のところから世

界の環境問題に対して貢献する必要があると、このように思っている

次第でございます。 

さて、本日は『自然と共生したまちづくり』これがテーマでござい

ます。そしてサブテーマでございます～「循環型都市八王子」その実

現に向けて～ということで、市民、事業者、行政が何をどのようにし

たらよいのか、来場者の皆様と一緒に考えてまいりたいと思います。 

また、その方向性が見いだせればいいかなとこのように思っている

次第でおります。 

なお、フォーラムを円滑に進めていくためにあらかじめパネリスト

の皆様には二つの質問をお出ししています。本日はその回答を聞きな

がら進めてまいります。パネリストの皆様は普段環境保護活動に積極

的に参加されている方々とお聞きしております。日常の生活の中、あ

るいは活動の中で実感されたことなどをお話ししていただければと思

っております。 
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それでは最初の質問ですけれども自然と共生したまちとしての八王

子の現状をどう思われているのか、またどのような課題があるのかお

聞きしたいと思います。サブテーマにあります循環型都市も重要なキ

ーワードですのでそのあたりも含めましてお話いただければと思いま

す。 

それでは最初に自己紹介をしていただきまして、そのまま質問に対

しての答えをお願いいたします。最初に依田さんよろしくお願いいた

します。 

 

依 田 和 子     皆さんこんにちは。環境学習リーダー３期生の依田です。きょう私

は自分の生活、また自分の行っている環境活動から感じたことを中心

にお話しさせていただきます。私自身は八王子南口で自然の素晴らし

さを感じながら生活しています。鳥のさえずり、日中のスズメのうる

ささ、またはハチやトンボそういうものに出会いながら生活ができて

います。でも、ここ１～２年やはり変化がありました。毎年見ていた

トンボの群れが今年は１回も見ることができませんでした。その代わ

り９月の中旬から 10 月の後半にかけてツマグロヒョウモンチョウ、こ

れが近くのコスモスの花に毎日飛んできました。このチョウは温暖化

による影響で、関東、八王子でも見られるようになったというチョウ

です。 

 そしてまたここ数 

年皆さんもそうでしょ 

うが、雪らしい雪とい 

うものを私たちは見て 

いないし、こういうと 

ころから身の回りから 

自然の変化それも人為 

的な変化も、また環境 

温暖化による変化も感 

じ取ることができると思っております。この人為的な変化ということ

で、私の勤め先が高尾山中にあります。そこで感じていることをちょ

っとお話しさせていただきます。以前はじかに見ることを私もしてい

たのですが、最近はちょっと見なくなったので、ほかの職員にきちん

と確かめました、イノシシもタヌキもリスも健在です。皆さんおわか

りになる方もいらっしゃると思うのですけれども、びわ滝へのコース、
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お地蔵様の橋を渡った右手の小さな川と言いますでしょうか、あそこ

で９月の終わりか 10 月の初めに、魚が背びれとお腹をこすっている様

子を見たということですので産卵をしているのかなと、そういう自然

があるところです。 

でも今ここで１番人為的な変化ということで心配なのが登山客の増

加ですよね。それも今までなら季節的なものでしたが１年を通して本

当に、本当にこれは実感しているのですけれども多くなりました。夏

は４時頃からサンダル履き、半袖、キャミソール姿で登山道を上って

いきます。それもびわ滝コースのほうでなくて、私は病院に勤めてい

るのですが、そこの病院の裏手にあるちょっと細い、これも御存知の

方ならあの道とわかると思います、そこをそのような姿で上がって行

かれます。またこの間台風 15 号がありました。通行止めになった箇所

が何カ所かありましたね。でもその翌日からやはり登って行かれるそ

ういう方が多かったです。やはり気軽な山というイメージが強く皆様

に持たれてしまったのではないかなと思っております。 

そして最近もうひとつ心配しているのがマナーなのですが、登山客

が多くなればマナーを守れない方もまた多くなってきます。それはた

ばこなのです。見かける方には携帯の灰皿を使って立ち止まって、吸

っていらっしゃる方もいますが、歩きながら吸われる、そういう方も

見かけました。そういう面においての登山客の安全もそうですが自然

の保護、そういうものがどのような形で登山をしていく皆さんにお伝

えできるのか。これは登山をする方の最初のルールを守るというマナ

ーだけではなくて、高尾山を人気のスポットとして持っているならば、

八王子の市の側にもやはり訴えていく、そういう責任があるのではな

いかなと私は思います。ですから登山客の安全と自然の保護を今後も

守り続けながら人気のスポットである高尾山を守り続けていく八王子

市でまずはあっていただきたいというお願いなのです。これはお願い

という言い方はちょっとおかしいかもしれません。 

次に、私は中央地区環境市民会議にも属していまして、実際のイベ

ントを通じて市民の方に知って納得してそして実行していただくとい

うことを、ごみ分別とか環境温暖化防止で皆様とお話ししています。 

そこで知って納得していただいて初めて実行していただく。そして

それを継続していくという大切さを身にしみて感じています。そこで

皆様に知っていただきたいのが、八王子市にある四つの環境基本計画

なのです。これは私はやはりよくできていると思っております。ただ
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しそれは 56 万の市民の方に知っていただかなければ、そのよさが

100％動きません。知っていただくということで成功した例というのは

ごみの有料化と資源をいろいろ集め始めた時のもう３年か４年ほど前

になります。その時にはごみ減量有料化で 100 回以上の説明が多分、

市民会館などで行われました。その後も 800 回を超えるいろいろな場

所での説明というものがあったそうです。そしてそれプラス市民の側

にはそれが自分の利害とつながっている、有料化という利害とつなが

っている部分があったのですね。だから有料化とごみの分別化、資源

化ということを自分の問題として捉えることができたと思っています。 

ですからほかの緑、水、温暖化についても自分の問題だと捉えてい

ただけるようなきっかけづくりが大切だと思っております。（拍手） 

 

小 泉   明    どうもありがとうございました。それでは続きましてお隣の藤原さ

んにお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

藤 原 幸 男      私は非常に浅瀬の者でして昨年４月から八王子清流を取り戻す会と

か市民会議、それから西南部地区市民会議ですね、それから池の沢に

ホタルを増やす会、この三つの会に昨年から入会しましてまだ日が浅

いということで、その実体的な話ができませんので普段私が考えてい

るような話を、これどのくらいお役に立つかはわかりませんが、した

いと思います。現在は各会の活動に参加しまして多くの先輩の指導に

より実体験をすると。とにかく自分 

が体験しないと何もわからないとい 

うような形で会の活動に参加してい 

る状態であります。 

それできょうお話ししたい内容は、 

まずこのフォーラムに応募したきっ 

かけですね。これがどういうきっか 

けであったかということと、テーマ 

であります自然と共生したまち、こ 

ういうふうになっていますが、これ 

に八王子としてこのまちを位置づけ 

た場合どのようになるのか、このよ 

うなことをお話ししたい。その後でこの八王子のこの問題に関する問

題点は何かということ、それからじゃあそれを解決してどうしていっ
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たらいいかというようなことを私なりに考えていることをお話しした

いということであります。 

最初にこのフォーラムに応募したきっかけなのですが、私は 40 年間

八王子に今まで住んでいるのですが、自然に触れる機会というのが通

勤の時に眺める山ぐらいの感覚で非常に浅かったというのを感じまし

た。それで定年退職後、先ほどの会に入会しまして、いろいろな自然

の恵み、先ほど市長さんも話していましたが、こういう八王子のよさ、

こんな近くにこういう自然があるのだというのを実感したわけなので

すね。それで時折今回のテーマが自然と共生ということでありました

ので、自分なりにちょっと下調べをしまして自然と共生ってどういう

ことなのかということで調べたのです、それで私なりの概念がひとつ、

つかめたわけなので、それをきっかけに出席させていただいたという

ことであります。 

では自然と共生というのはどういうことかと言いますと、どうも共

生というのは異なった生物が同一の場所で一緒に生活する、そういう

ことが基本らしいのですね。それでその時の基本の形態がありまして

相利共生というのがあるということなのですね。じゃあ自然と人間の

共生というのは、自然も利益を持たなければいけない、それから人間

も自然からいただく利益があるのではないかということなのですね。

それを共生していくということでありますので、私は八王子、自然と

ともに共生した八王子というものを八王子の自然資源と自然に対する

人々の社会的ニーズとの調和がどうなっているかということだと思う

のです。それでその調和がどのようになっているか現状を考えてみよ

うということであります。これが自分の私の自己流の概念なのですが、

この概念のもとに進めた結果、八王子の自然資源というのは、先ほど

市長さんから話がありましたように、山、川というのが基本になって

いると。それを水と緑、ただこの自然の資源というのは自然の環境と

はちょっと違うのではないかな、だからさらにこの現在の八王子の自

然の状態を資源として掘り探していくと、結構さらに社会ニーズに応

えるような自然が生まれてくるのではないかということだと思います。 

それで社会的なニーズとしますと市民の立場でのニーズと、事業者

企業のニーズがあります。市民のニーズは、自然を体験したいとか、

健康や癒しそういうようなところが中心になっております。それで企

業のニーズとしましては企業の社会的貢献活動、社員の福利厚生、温

暖化対策これは CO2 の吸収、先ほど市長さんの話がありましたように、
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森林の保護こういうようなことが企業のニーズとしてあげられている

ようであります。そこでこの問題点としてはこのような認識として

人々が共通の認識を持つ必要があるのではないか。そのためにどうす

べきかというふうに考えた場合、行政と事業者、我々市民ですね、こ

れが一体になって実際の八王子の自然資源というものを見直して精査

しまして、さらに人々の社会的ニーズに応えるようにしていく。ただ

その時大事なことは環境容量それから自然環境、経済活動これを基本

的にきちんと守った上でこういう共同活動をすべきではないか、その

ように考えて、こういう全く経験のないものなのですが、自分の感覚

でやったような内容なのですが、私は現在八王子の自然とニーズにつ

いて考えてみました。（拍手） 

 

小 泉   明    はい、どうもありがとうございました。それでは続きまして大島さ

んお願いいたします。 

 

大 島 紀 代    皆様こんにちは、大島紀代と申します。私は平成になりかかった頃、

子育てが終わりまして、ちょっと

暇をしておりました。それでその

頃はバブルが真っ盛りで自販機

が林立して、それでワンコインで

ジュースを買って、歩きながら飲

んでポイっという、そういうもの

が大流行でした。それで町にはア

ルミ缶やスチール缶が転がって

いるという状態でした。それで私

はアルミ缶というのはかなりの

電気を使って精製されていると

いうのを聞いたものですから、そ

のアルミ缶がごみになって捨て

られているという状態が我慢で

きなくなりまして、主婦たちのグ 

ループをつくって、それでリサイクルできるものをみんなでワゴン車 

を買って運搬して大量に集めてリサイクルに流す活動をずっとしてお 

りました。その時に本当に感じたのは、夏なんかはビールとジュース 

がすごく発酵してくれて、すごい臭いになるのですね。ワゴン車もす 
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ごいですし自分の身体にもしみこんでしまうという状態で。 

そこで学んだことなのですけど、やっぱりごみにしたところでその

後集める人、それを何とかする人、工場で何かをする人、ずっと人の

手が関わるということを学びました。それで皆さんには軽くゆすいで

くださいというお願いをずっとして回収しておりました。 

そこでまたゆすいだ後には水が汚れちゃうなと思いまして、今度は

関心が水にも広がり、先ほどおっしゃった清流を取り戻す会なんかで

川を調べて歩いたりしておりました。それでその後は川を見ていると

今度は森できれいな水をいっぱいつくらなければいけないなと思って、

今度は森に発展してまいりまして、今は里山保全活動をしながら何十

年も使っていなかった田んぼを起こして、それで小学校の５年生の子

供たちと田植えをして稲刈りをして脱穀までして、それから最後はお

餅つきをして食べちゃうと。そういうような活動をしています。 

ともかく、ここの会場には若い方もいらっしゃるのですけれど私ぐ

らいの方はたくさんいらっしゃると思います。その方の子供の頃を思

い出していただければわかるのですが、その頃はまるっきり生活がす

べて循環型だったと思います。ごみ屋さんはいなかったと思います。 

それで人間の英知が地中に眠っている物を掘り起こして何かをつく

っていく、そういう経済活動が発展してプラスチックが生まれ、それ

は循環していかない、大地に戻っていかないという代物をつくってし

まったなと思って。 

実は私は石油化学に勤める夫の給料で私は今日生きているのですけ

れども、罪滅ぼしも兼ねて今一生懸命そういうことを考えている次第

です。それでやはりまた人間の英知を使って循環をさせることをして

いかなければいけないというのが今の時代だと思います。その解決策

というのは人間の心根はまた後ほどの答えのところでお話しさせてい

ただきたいと思いますが、私が 35 年前に八王子に越してきた頃は、ま

だ畑や田んぼや緑がいっぱいでした。カエルがいっぱいいました。最

近カエルの声を聞くのが少なくなりました。 

先祖代々が自然の循環の中から培った肥えた土をつくり続けて農産

物をつくっている時代がずっとあったのですが、ここへきて農家の方

の高齢化になりまして、１年使われない畑は本当に荒れ地になって再

生ができないほど種が落ちています。そんなことを考えますと、やは

り地産地消で市民の方たちが新鮮な物をいただいて、おいしく、なお

かつ健康でありたいと思っているのですが、そういうことが段々減っ
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てきていると思います。自給率の低い日本ですからこの農地をどうや

って大事に守り続けていくのかっていうのはもう緊急な課題だと思っ

て、それが一大問題だと思っています。 

それから八王子市では緑がいっぱいで大好きだと言って越していら

っしゃる方たちがいっぱいいるということなのですが、その方たちは

本当に自然に触れて楽しみたい、そういう気持ちもいっぱいおありだ

と思うのですね。 

その自然というのは人の手が入って手入れをされて、それで自然の

光が入り、木が生き生きとして野草が咲いて、森が美しいというもの

をきっと求めていらっしゃると思うのです。ただそれは人の手が必要

なのです。林業をやっている方はもうとてもそんなところまで手は入

りません。だからそのままです。 

そこでその森が生き生きしてくると川の水も増えて、そしてきれい

な川になって、魚も、うようよ泳いでくれて、先ほど市長さんのお話

で鮎という話がありました。本当にそういう私たちが子供の頃に味わ

ったところへ戻したいのです。それでともかく自然があって、そこで

私たちは保全活動をしています。来週になったらこのカタクリの花は

咲くかな、なんて思っていると次のシーズンに行くともう掘り起こさ

れてないんです、姿形も。やっぱり自然の中に入れていただく人間は

やっぱり自然に対する敬意と心遣いはやっぱり持っていなきゃいけな

いと思います。 

今は自然をすべて自分のものにしたいという、その楽しみたい、自

分で欲しいとかそういう人間のエゴが満ち満ちているなということを

保全活動しながら感じています。農地や森を守るという本当に緊急に

しなければいけないことそれにはものすごく人の手が必要です。人の

手助けが必要です。もう農家だけではやっていけません。 

それで私は後の答えの中ではシステムをつくってほしいということ

をお願いしたいと思っているのですけれども、八王子はある程度団地

ができた時にバーっと人口が増えました。そこで住んだ、私もそうな

のですけれど大体の人は高齢化になっています。ですから高齢化にな

って高齢者の定年退職した元気な青年たちに大いに集まっていただい

て力を貸していただきたいと思っているのです。自然との付き合い方

を高度成長期に育った子供は知りません。ですから自然への付き合い

方それから自然の楽しさ、遊び方、それから怖さなどを是非今の子供

たちに伝えていただきたいのですね。それをしないと私たちが継承し
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ていかなきゃいけないものが途切れてしまいます。だから今の高齢者

頑張りましょう。ということでございまして。本当にすぐこの方のよ

うに市民会議だとか、いろんな活動はしておりますけれども、もっと

ほかにもいろんなシステムをつくって参加していただいて、そして自

然と触れていただくということを大いにやっていただきたいと思って

います。よろしくお願いいたします。（拍手） 

 

小 泉   明    どうもありがとうございました。それでは引き続きまして黒須市長

よろしくお願いいたします。 

 

市     長    それぞれの立場で八王子の環境について非常に高い関心を持ってお

られて、そしてまた実践をされておられる方々のお話を伺って、私は

大変参考になるなという思いですね。私からは先ほど冒頭でごあいさ

つ申しあげましたけれども、若干重なるところもあるのですけれども、

自然と共生したまちとしては現状とそれからまた問題点をちょっとお

話させていただきたいと思います。 

               先ほど触れましたように、定住意向 

              というのが 90％を超えているという 

こと、その最大の理由がその６割の方 

が、これ毎年大体同じ率なのですけれ 

ども、豊かな自然環境ということを言 

われておりまして、やっぱりこれ、財 

産だなと改めて感じるのと、それから 

私、ベンチャー企業の若い経営者の人 

たちに集まっていただいて、なぜ八王 

子を本拠地として選んだのかという 

問いかけをしたことがあるのですね。 

そうしたらやはり環境がいいという 

ことなのですよ。環境がいいという 

のはいろいろな面で環境があるので 

すね。例えば交通の利便性が高いと 

か、あるいはまた近くに大学があった

り、つながっている研究機関もある、あるいは大企業もある、そういっ

たものももちろんあるのですね。ですけれども最大の環境というのはや

はり自然環境だということでした。 
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これはやはりベンチャーの経営者というのは若いですからね。ですか

ら子供さんも小さい。そういう人たちが何人かでグループ組んで企業を

興すという人たちだったのですね。そうしましたらやはり自分の子供の

教育ということを、子供を育てる環境というものをやはり大事にしたい、 

そういうようなことから、それから職住の近接ということですね。その

ようなことから八王子を選んだと言っていただいて、その結果としては

間違いなかったと皆さんがそれぞれお答えをしていただきました。 

今でもそのベンチャーの皆さんは、今どんどん成長しておられる、時 

折、お会いをする方々ばかりですけれども、ああ頑張っていただいて嬉

しいなということと、それからやはり企業にとっても自然環境というの

は大事なのだなということを単に住まわれる市民の皆さんだけではな

くしてその企業側にとってもやはりいい自然環境というのは大事なの

だなということを、実は改めて感じたところでございます。 

先ほど 16 の河川の源流域があるというお話もさせていただきました。

それから丘陵も北は加住丘陵あるいはまた南は多摩丘陵八つの丘陵が

あるのですね。それから緑被率が 61％っていう先ほどもちょっとふれ

ましたけれども、言うなれば実に素晴らしい自然環境にある。これはや

はりこれからも大事にしていかなければいけないというふうに思いま

す。 

今ちょっとベンチャー企業のお話をしましたけれども産業構造から

言いますと八王子の特色というのは先端技術系の企業、そういった企業

が中小企業ではあるけれども集積をしている、こういう非常に他にはな

い地域でもあります。 

今企業の数をひとつ言っておきますと八王子の全体の企業の数とい

うのは１万 9,000 社あります。製造業 2,000 社、１割ですね。その中の

１割約 200 社が先端技術系の企業ということになるわけでございまし

て、やはりそういう先端技術系の企業にとっても、この自然環境の大事

さと言いますか、こういったことを私は感じます。その先端技術系の企

業が八王子に多く、今活躍をされておられる、その背景としては、やは

りこの自然環境に恵まれているということ、このことは無視できないの

ではないかなというふうに思っておるところでございます。 

昨年末に新市民会館でありますオリンパスホールができ上がって、開

館は４月ということだったのですけれども、ここにも今空閑地を広くと

りまして植栽あるいは、または屋上緑化をしておりますし、また、とち

の木デッキにはソーラーパネルを貼っておりまして、発電した電力はデ
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ッキのエスカレーターの電力の一部として使用しております。あるいは

みなみ野のニュータウンというのは、今八王子ニュータウンですけれど

も、多摩地域で今、最もトレンディーな若い人に人気のある住宅団地な

のですね。最終的には２万 8,000 人の市民があそこに住まわれることに

なっておりますけれども、現在約２万 2,000 人です。これは非常にＵＲ

との協議というものが適切だったというふうに思うんですけれども、緑

をうんと自然環境を残した開発ということそこら辺がやはり若い人た

ちにも人気があるのではないかなというふうに思います。今現在里山の

再生、あるいはまた蛍が飛び交う水辺づくりこういったものを今進めて

おりまして、私も過日、蛍を見に行きましたけれども、群舞しておりま

したね。これはやはりこういった環境をそのまま残して、しかもそのお

住まいになっている皆さんがグループをつくって保全をしている、これ

は本当に八王子としても将来にわたって素晴らしい財産になるのでは

ないかな。もちろんこのみなみ野の八王子ニュータウンは高度な都市性

を持ったまちでもあるわけですね、にもかかわらずそういった自然も残

している、これからのまちづくりにお手本にもなるのではないかなと私

は感じておりまして、平成 14 年には緑の都市賞という内閣総理大臣賞

を受けた、こんな今まちづくりもして、それだけ評価が高いということ

だろうと思うのですね。 

戸吹のプラスチック資源化センターについてももうちょっとお話を

させていただきたいのですけれども、これはまた次の機会に、今時間も

そろそろですから。 

問題点を少しお話ししたいと思うのですね。問題点は冒頭もお話しし

ました、やはり水の河川の水質はよくなったけれどもやはり水量の確保

ということで先週の浅川フォーラムでもお話があったのです。 

やはり山の保全ですね、山の健全化これは大事だと、これは確かにそ

のとおりでございまして、最近は山の手入れができなくなってしまった、

高齢化というのもありますし、それから樹木や山林がなかなか経済的に

立ち行かなくなってきているこんなことからも手入れが十分でなくな

ってきた、そういうところが山が荒れて、それがやはり水の保全力を低

下させている、こういう課題があるということ、これをどう対応してい

くのかこれは大きな課題だろうというふうに思います。 

それから市街地の緑の確保ですね。これからはさらに今後も取り組ん

でいかなければいけないことのひとつ。 

それからもうひとつの問題点は現在ごみ処理基本計画を今策定中な
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のですけれども、生ごみの減量資源化ですね。これやはり課題だろうと

いうふうに思います。今幾つか取り組みを部分的にはしておりますけれ

ども、これが八王子全体で取り組むというような、こういう状況には立

ち至っていないわけでありまして、言うならば模索をしているところと

いうことでございますけれども、生ごみを、これを減量化するというこ

とが確立できると、私は八王子のごみ行政というようなものも清掃行政

というものも大きく飛躍をするのではないかな、そんなことを今考えて

いるところでございます。（拍手） 

 

小 泉   明    はい、どうもありがとうございました。これまでパネリストの皆様

からいろいろなお話を伺ってまいりました。特に八王子市は自然に恵

まれていて素晴らしい環境であるということが皆さんの心の原点と言

いますか、私もそういうふうに感じておりますし大変よいお話を聞か

せていただいたと思っております。 

先ほど市長さんのお話でみなみ野のお話が出てまいりましたが、私

もちょうどそのみなみ野シティの隣に住んでいるものですから、昔は

あそこのところが山で片倉城址公園まで歩いていったそういう関係も

あって、その素晴らしいまちが開発されているという中で、やはり緑

の素質が施されておりますし、いろんなことが配慮されているなとい

うふうに感じております。 

これから親水性の河川づくりを行うとか、あるいは環境に配慮した

まちづくりを行う、これはいずれの場所でも必要なことではなかろう

かと思っております。またその中心市街地こういったものの活性化の

ために少しずつですけれども再開発が進んでいて、屋上の緑化の話と

かあるいは壁面の緑化の話、こういったものもやっておられると。 

また、空閑地を確保して植栽というものも積極的に行われていると

いう話も伺うこともできました。 

さらにその身近な問題としては、やはりごみの減量化と資源化とこ

ういったものがあります。 

また、平成 16 年の有料化から昨年の 10 月から始まったプラスチッ

クの資源化それから個別回収によってこれから循環型都市八王子市の

実現に向けて大きく前進していくと、こういう時期にきているこのよ

うに思っている次第でございます。 

今、自然環境に恵まれた中で我々生活しているわけですけれども、

そういう意味で八王子は本当に恵まれた環境だなと思っておりますが、
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そこにいろいろな問題があろうかと思います。特に周辺の山林の健全

化これを図っていかなければいけないし、河川の水量の確保、先ほど

市長さんのお話にもございました。 

それから今ある緑の確保、あるいはごみの減量あるいは資源化こう

いったものにつきまして行政はもとより市民、事業者こういった皆さ

んが連携して取り組んでいかなければいけない。こういったことでし

か解決できない問題ではないかとこのように考えている次第でござい

ます。 

それでは本日のメインテーマになってまいりますが、いよいよ自然

と共生したまちづくりのために私たちは一体何をどのようにしたらよ

いのか、サブテーマの循環型都市も念頭に入れましてパネリストの皆

さんにお答えいただければと思っております。これまでにお答えいた

だいたほかのパネリストさんのお話なども参考におまとめいただけれ

ばと思っております。お答えいただく順番ですけれども、先ほどと同

様に依田さんから順番にお願いしたいと思います。それではどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

依 田 和 子     循環型都市八王子と言われた時にその人の、イメージがいろいろ出

てくると思います。 

私は先ほど言いましたがごみ資源エネルギー部会に属しています。

そこから出てくるのは食料残渣を使ったエネルギーということを考え

ています。この八王子では焼却灰のエコセメント化、また資源の分別

化が進んで今のところ言うことがない様に見えますが、残っているの

は食品廃棄物と廃食油のリサイクル使用だと思います。私は先ほどち

ょっと言いましたけど病院に勤めています。病院は、365 日稼働して

おります。老人保健施設も多いです。これが八王子の特色だと私の場

合は考えました。そこからの考えをお話ししたいと思います。365 日

一定量以上の物が出る、そういう食料残渣を資源として私は生ごみメ

タン発酵発電、それもできればコンテナ式の発酵発電を考えます。こ

ういうものを例えば道の駅などいろいろな拠点地に置くことは、今回

地震などもありましたがそこでの電力の使用ということがある程度で

きることになります。例えば何らかの理由で電力がなくなった場合に

その後でも約２週間の電力をそのコンテナ式発酵発電装置からは取り

出すことができる。簡単に言えば、そういう形で電力の使用というも

のができてきます。ですから非常電源として考えていくにはいいので
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はないかな。またこういう物を使って食料残渣を処理していくそうい

う方法もあるということを今回は皆さんに知っていただけたらと思い

ました。 

また、病院とか大口から出てくる廃食油です。これは今、市でもＢ

ＤＦバイオディーゼルの燃料として使っています。私の勤め先の病院

もやはり市内の一企業にそれを出しています。こういうことは、やは

り先ほども言った特色である病院とか大口の企業とかそして本当に八

王子にはいろんなそういう老健関係の施設も多いので、集めやすいも

のなのですね。そういうところから集めてきてこのＢＤＦ、ＢＤＦと

いうのは菜の花プロジェクトと言えばおわかりの方も多いと思います。

この場合菜の花はないのですが、使い終わった廃食油がでてきていて、

それをディーゼルに使うという部分が八王子では利用できるのではな

いかなと考えています。こういうところには市からの援助もあればま

だまだ市内の企業でも参画していく、そういうまた市内の中小企業で

そういうものをつくり上げていくこともできる可能性もあるのではな

いかと、八王子市のブランドとしてそういう形でできることもあるの

ではないかと考えています。 

こういう病院とか老健施設、そして大口の会社さんなどそういうと

ころから出る食料残渣、食料廃棄物と廃食油を使って地域循環型エネ

ルギーをつくり上げてそしてそれをまた八王子で使っていく、そうい

うような形を思い浮かべました。これが、私がこのテーマで考えた事

柄です。（拍手） 

 

小 泉   明    はい、どうもありがとうございました。それでは続きまして藤原さ

んよろしくお願いいたします。 

 

藤 原 幸 男    今、循環型都市八王子ということについて八王子の現状を見ますと、

先ほどから出ておりますプラスチックの資源化センター、これは完成

してまだ日が浅いとは言え、相当成果があるというお話を聞いており

ますと、これは八王子のシンボルとして市全体の市民の誇りになるの

ではないかな、これを考えまして、今少し広い意味での循環型都市八

王子というのを考えたら、この基礎となるプラスチックの資源化セン

ター、この手法をさらに活用してどういう方向で進めていったらいい

かなというのをちょっと考えてみたり、これちょっと飛躍的で全く夢

物語みたいなものなのですが、私はある本で見てみましたらやはり循
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環型都市というのはある条件があるんだと、その条件とさらにどうい

う構造であるかということを示しておりました。 

その中で１番に言われるのが、まず我々の生活の食料と災害の対策

に対すること、これは何が循環しているのかなという気がするのです

が、それから食料やごみの問題。これは周辺地域と連携したネットワ

ークが必要なのだというように書いてある。 

既にごみ問題は、これ八王子では相当達成されているのではないか

なと思います。 

それから交通事情を考慮して環境化を縮小しようというようなこと

も条件として挙げられています。 

それからもうひとつは構造なのですが、この中で物質の移動する場

合の流入、流出、蓄積状況こういうものを系統的に検討するというよ

うなことが書かれていました。大事なのはこういう都市を実現するた

めには、循環する物が何であって、それが循環過程で変化するような

物であったら注意しようと、それから環境への影響、その物質が環境

に対する影響があってはよくないと。それから人への影響ですね、こ

ういうものは注意して対応しなければならない、それからこういうよ

うな問題に加えて環境学習、それからエコツーリズムということがあ

るようなのですが、こういうものを導入していくと将来の継続的な実

現のためには、やはり環境学習、小学生に対する学習の支援、これエ

コ広場でやっておりますが、非常に大事なことだなということがわか

ります。 

それからエコツーリズムというのは、これは市民にいろんな意味で

環境を啓発するという目的では八王子の自然環境、それから歴史文化

というものを八王子の固有の魅力であるというふうに、この価値、大

切さというものを組み込んだエコツーリズムというものを達成してい

くと、さらに八王子が循環型都市八王子として発展していくのではな

いかなというふうに感じまして、全く素人の考えですが、一市民とし

て考えた場合このようなことを考えていったということであります。

（拍手） 

 

小 泉   明    はい、どうもありがとうございました。それでは続きまして大島さ

んよろしくお願いいたします。 

 

大 島 紀 代    はい。私は難しいことを考えることはできませんでしたので、ハー
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トでいこうかと思っています。まず市民一人ひとりが本当に自然に負

荷をかけない循環型生活をしようという意識にならなければいけない

と思っているのですね。それで高度成長期から便利さと楽しさ、楽さ、

そんなことばかり人間は追求してきたという反省のもとにやはりそう

いうことができるということは、その裏側にいろんな方のおかげだと

か、自然のおかげだとか、そういう感謝の気持ちをどうもどこかへ置

いてきてしまったのではないかな、と思っているのですね。ごみ問題

においても八王子市はかなり本当にご努力いただいて、次々に施策を

していただいて、それで私たちはそのリサイクルシステムに流せばい

いぐらいの気分でいてはだめなのだと思うのですね。それには莫大な

費用とエネルギーがかかっていることを、もう１度皆さん再確認しな

ければならないと思うのですね。それでプラスチックの分別工場を御

覧になった方はおわかりだと思いますが、本当に一人ひとりが手選別

をしている。それで不合格な物、汚い物をより分けていらっしゃいま

したから。だから私たち市民個人は何をするかっていうと、きれいな

物、それから必ず守ったちゃんとした分別をするという責任を果たさ

なければいけないなと思っているのですね。それで市民のエゴからか

な、無責任さからかなと思うのですが、前は拠点回収でした。だから

ブーンと自動車がいて、そこでぽんぽんぽんと入れていたのですが、

今は個別回収になって、本当に暑い夏、寒い冬、走って回収している

皆さんの姿御覧になりました？ そういうときに心が痛みますよね。

だからやはり自分たちはごみを出せばそれですっきりしているという

ところがもう大間違いだと思うのですね。 

それで先ほどの小泉先生のお話にもありました３Ｒというところか

ら、私は特に物は使い切る。それから要するにごみになるかもしれな

い物を持ち込まないというその２点だけは、もう絶対主婦としては守

っていきたいなと思っているのですね。 

私はこの間からマイバック推進協議会にも参加をしておりまして、

10 月はマイバック推進月間ということで調査をいたしました。それで

私はイトーヨーカドーにまいりまして、いらしてる方にアンケートを

とりました。みなさん、「はい、マイバック持っています。」と言って

胸を張っていました。それで大体 70％ぐらいの方が持っています、と

いうお答えだったのです。今度レジのほうを見て、レジ袋をお断りに

なる方をカウントしたのです。なんと 27％しかいないのです。このギ

ャップは何だろうと本当に悩んでしまいました。それでレジ袋を欲し
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いという方もいらっしゃるでしょう。ただもうレジ袋をもらってそれ

を使われないままごみに出すということだけは何が何でもしてもらい

たくないなということを思っています。それできょうは男性諸氏も大

勢いらっしゃるのですが、八王子市は軽くて小さいマイバックをお配

りしましたよね。あれを常に男性もポケットに入れておいていただき

たいと思うのですね。やはりいろんなことでやるには市民一人ひとり

の自覚から始まらないと行政がどんなに逆立ちしてもやはりごみは減

らせないそういう思いでいます。それが個人一人ひとり、ここにいら

っしゃる方皆さんそうしてらっしゃると思うのですが、本当にそうい

うことを声にしてお友達にお伝えいただきたいと思います。 

それで行政側にはお願いがあるのですが、先ほど申しあげた農地だ

とか森だとかを保持するためのシステムづくりですね、市民会議があ

ったり保全活動の団体、いっぱいいます。でも本当にそれを知ってい

る人だけのものでしかないという、これがちょっと悲しいところなの

ですが、まず活動に飛び込んでみてください。それで自然の中で心地

よい汗を流したらなんと気持ちいいことか。それでハイキングで歩い

ていた山とは違う、その山を自分のものとして手入れをしたときの爽

快感というのはもう本当にお金を払っても味わえません。ですから大

勢の方に自然の中に入っていただきたい。自然も元気になって人間も

元気になれます。もう本当に今の自然のあるままこれを減らすことな

く次の世代に何が何でもつなげていきたいという気持ちでいっぱいで

ございます。私はぴんぴんころりと自然に帰ることを夢見ながら頑張

っております。（拍手） 

 

小 泉   明    どうもありがとうございました。それでは続きまして黒須市長よろ

しくお願いいたします。 

 

市     長    今いろいろ貴重なお話をいただきました。それについてちょっと最

後に触れさせていただきたいと思います。循環型都市の実現というよ

うな視点から先日私、一昨日帰ってきたのですけれども北九州市のエ

コタウンというのを見てきたのですね。ちょっと皆さんにご報告をさ

せていただきたいと思うのです。多分御覧になった方ももしかしたら

おられるのではないかなというふうに思いますけれども、今エコタウ

ン構想を全国 26 地域で今、進められておりまして北九州市が１番規模

の大きなものというものになっているのですけれども、規模大きいで
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すよ。これ、東京ドームが 430 個分はいるというのですから。海を埋

め立てたところなのですね。昔は北九州というのは炭坑と鉄鋼の町で

したから空気がもうめちゃくちゃ汚れて、子供さんなんかはもうスス

で真っ黒になるというような、そういう状況で当時の写真もありまし

た。それから海はもう廃棄物で汚れて死の海だったのだそうです。海

には酸素が１滴もないものだから。全くないから、だから魚が住まな

いそうなのですね。まさに死の海で、じゃあ人的被害はなかったのか

というと、水俣なんかは食べられていたから魚がいたから、それで魚

によって影響があったわけですけど、そこの北九州はもう全く魚が住

まなかったということで魚を食べることがなかったから、ですからそ

ういう面での人的被害がなかった。それが幸いしたのだとそんな説明

もありました。しかし、まあそれぐらいにひどかったということ。そ

れに立ち上がったのは婦人会の皆さんだそうです。ですからそれと婦

人会の皆さんが立ち上がって市民と行政、企業というようなものがみ

んなでこれではいけないということで経済的には潤ったけれども、こ

んな環境ではいけないということで環境浄化のために立ち上がって、

そしてその延長としてその反動というか反省から、そういうエコタウ

ンをつくったのではないかなと私はそんなふうにも感じたのです。こ

こでは産業廃棄物ですね、それをもうすべてそこで、あらゆる産業廃

棄物をここで処理をしている、そういう業者の方々がそこに集まって

いる、そういう地域なのですね。ですから私ども見学させていただい

たのは自動車のリサイクル事業と、それからもうひとつは蛍光管のリ

サイクルですね、これを初日拝見したのですけれども、自動車をつく

る行程のちょうど逆のような感じなのです。ですからエンジンを外し

て、タイヤを外してとか、そしてほとんど均一な廃棄物にしてそれを

まとめるのですね。だからエンジンをエンジンで、エンジンそのもの

を使うわけではないのですけれども、エンジンも今アルミと鉄ででき

ているわけです。アルミは 600 度ぐらいで溶ける、鉄は 1,300 度から

1,500 度で、900 度ぐらいで熱を加えるとアルミだけ溶けるから鉄は残

ると。こういうふうなことで分離をさせて、そして残ったボディとか

そういったものはそのままぐしゃっと。例えば、コロナクラスだった

かな 500 キロぐらいのものに、鉄の固まりになってしまうのですね。

そういう工場を見ました。それはその車は今ほとんどのところが、や

っているところというは、シュレッダー方式でみんな切ってしまうの

ですね。そうじゃなくて、使える物は使えるというふうにしていわゆ
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る材質の均一性というものを保ったリサイクルをしているということ

で、月に 1,500 台処理する能力があるのだそうで、リサイクル率は 86％

から 87％だそうです。これは国の決めたリサイクル率 85％よりも高い

ということで胸を張っておられましたけれども、非常に高いリサイク

ル率。そこの工場ではそこで出た廃棄物というものを外へ持ち出さな

いで、言うなればその中で処理をすると、他の産業で他の分野でそれ

を活用してというようなことで、ゼロエミッションといいますかね、

そんな取り組みをしているということ。それから蛍光管のリサイクル

事業ですけれども、これはもう九州から山口県とか、本州のほうから

もそれを全部そこへ集めてそれで蛍光管をリサイクルしているのだそ

うです。八王子もそうですけれども周辺の自治体は蛍光管を今、北海

道へ持って行っているのですよ。北海道で一括処理をしているのです

ね。そういう点では非常に参考になりましたけれども、これを八王子

でできるのかといったらなかなか難しいことだな。しかしそれだけの

取り組みを地域として積極的にしている、そういう視点では私は非常

に参考になったというふうに思います。 

じゃあ八王子はどうなのかといいますと、私、先ほど２回目にお話

をさせていただいたときに、戸吹のプラスチック資源化センターにつ

いてもうちょっと詳しくお話しさせていただきたいというふうに申し

あげました。これは東京都内では最も規模の大きなもの。しかも働い

ている人たちの環境を考えたときには全国でも最も優れたものだとい

うふうに私は考えております。それはきょうコーディネーターをやっ

ていただいている小泉先生がこの責任者として、そして我々に極めて

適切なご助言をいただきご指導をいただいたそのおかげさま、たまも

のでございますけれども、例えばあそこで働いている方々というのは

知的障害の方々なのですね。その方々が非常に一生懸命、いわゆる職

場もあるし働く場があるということ。それからやはり自分たちに合っ

た仕事だということで非常に意欲的に働いていただいているのですね。

しかしそういう方々であってもどういう方々であっても働く環境とい

うのは、やはりこれからは可能な限り健全な環境をつくるということ、

私は大事なことだというふうに思っておりまして、そして先生のご指

導によって２段階の処理をしているのですね。その臭気というものを、

ひとつは光触媒方式それからもうひとつは活性炭吸着方式というのを

使っているのです。これは全国でも初の試みということでございまし

て、非常に先進的な対応という、そういう点では安全安心な施設とい
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うことになろうかというふうに思います。そこで１回是非まだ御覧い

ただいていない方は見ていただければと先ほど冒頭もちょっとお話を

しましたけれども、見学コースはちゃんとできております。こういう

過程を踏んで、例えばペットボトルが資源化されるのだなということ

が御覧いただけますし、ペットボトルを、あるいはプラスチックのご

みをきれいにしていただかないと資源化にできないのだな、というこ

ともよくわかっていただけます。先ほど大島さんが臭いの問題等もお

話しされましたけれども、ちょっと水でゆすいで、夏なんかもきれい

にしていただけるだけで臭気が出ないわけですし、きれいな物ですと

それが文字どおり資源化されてお金になるのです。ですから、あの八

王子の工場で私目標にしているのは１年間１億円何とか稼ごうじゃな

いかというふうに思っているのですよ。文字どおりプラスチックのご

みが資源化になるということ。それが汚れているとお金を払わなきゃ

いけないのです。処理をしていただくために。ですからきれいにする

と資源化でお金になる。こういうことですからね、そんなことも踏ま

えて是非御覧をいただければありがたいなと。まあでもおかげさまで、

皆さんが、私も自分の家で徹底して、薬を飲んでもその薬の袋をちゃ

んと資源物に分別をしている、そのくらいに徹底してなりましたけれ

ども、そのおかげで皆さんもそういった点で大変協力をしていただい

て、不燃物が６割減りました。資源化ができたわけですね。ですから

この率をもっと高めるようにこれから私努力をしていかなければなら

ないっていうふうに思っています。戸吹全体を今クリーンセンターと

いうふうに言っているのですけれども、あそこにはごみを燃やした廃

熱を利用してお風呂がありますよね。戸吹湯ったり館。あれが今年間

８万人ぐらいの方がご利用いただいています。それから最終処分場を、

最終処分場の跡地を何に使おうかなということで、よく職員たちとも

協議をしながら進めたのが、じゃあやはり埋め立てた後は地盤の沈下

が落ち着いたところでスポーツ公園をつくろうじゃないかということ

で、スポーツ公園をつくりました。これを見ていただければ、サッカ

ー、ラグビー場、あるいはこれも全天候ですけれどもテニスコート、

これが６面。それからこれが今話題になっているのですけれどもスケ

ートボードですね。これは先日グッドデザイン賞というのをいただき

ましたけれども、日本一のスケートボード場ということで今度は国体

のデモンストレーション競技でも使わせてくれっていう話もありまし

たけれども、そのくらいのものをつくりました。ですからそんなこと
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を考えると、その最終処分場の跡地を利用してというような、これは

プラスチックの資源化センターや、あるいはまた熱を利用してお風呂

をつくったり、あるいは埋め立て跡地をスポーツ公園にするという、

これはやはり私はこの使い方というのは自然と共生したまちづくり、

この先進的な事例になるのではないかなというふうに思っております。

これからも市民の皆さんのいろんな御意見を伺いながらこれから進め

ていきたいなというふうに思っています。 

先ほど依田さんから食料の残渣を使ったエネルギーというようなこ

とでメタン発酵発電というのがありましたね。これ私よく承知をして

おりませんので是非また勉強させてください。今はどちらかというと

堆肥化ですね。それから学校の給食の廃油を使って、廃食油を使って、

今清掃工場の車を動かしています。ごみの収集車を動かしております

から、これをこれからやはりもう少し範囲を広げていく、拡大をして

いくという、このことが必要なことではないかと思っています。それ

から大島さんから八王子はごみの先進都市だというお話もありました

けれども、これは大変嬉しい発言だったのですけれどもこれはやはり

なんといっても市民の皆さんの意識の高さ、このことに尽きるのでは

ないかなと思っておりまして、私非常に心強く感じたところでもござ

います。また農地、あるいは緑地の保全のシステムづくりをというよ

うな話もありましたけれども、これも私ども取り組ませていただきた

いと、こんな思いです。ありがとうございました。（拍手） 

 

小 泉   明    どうもありがとうございました。ただいま、パネリストの皆さんか

らいろいろ具体的なお話も含めていろいろとご発言いただきました。

私もこれからの循環型都市づくりにはやはり我々の英知を思いっきり

使って、その工夫に工夫を重ねてつくり上げていくということだと思

っております。特に、戸吹プラスチック資源化センターというのは非

常に環境にも配慮されておりますし、先ほど市長さんのお話にもござ

いましたように、これが戸吹スポーツ公園と二つ並んでいるというこ

れがまたいいんですね。ですから、そういった施設ができることによ

って周りの住民の方々もやはりいい環境の中になるし、また我々全体

もそういうことでプラスチックの減量化が進むと、これ非常に素晴ら

しいことだというふうに思っている次第でございます。 

また、八王子には先ほど話題にも出ましたみなみ野シティという、

これは多摩ニュータウンの開発のある意味では失敗をこのみなみ野で
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はやらないということで、できるだけ樹木を残したり、素晴らしい整

理計画をしたわけです。これも、たまたま私、住都公団の時代にこの

委員会に入っておりまして、首都圏最後の開拓ということで最後の開

発だったわけですが、本当に時々見に行きますが、素晴らしい状態に

なっていると。これはやはり循環型都市ということを目指して八王子

市の中で、開発とやはりその自然を守るという両面をうまくやってき

ている事例ではないかなと、このように思っている次第でございます。 

やはりこうした施設整備、あるいは開発行為こういったものをしっ

かりと自然を配慮して積極的に行っていくと。そしてまた私たちが常

に環境に配慮した生活を行うと、こういったことが大事ではないかと

このように思っている次第でございます。 

ここで御来場の皆様にも八王子の将来像としての自然と共生したま

ちづくりについてお聞きしたいと思います。ご提案などありましたら

遠慮なく挙手をお願いします。こちらからご指名をさせていただいて、

係員がマイクをお持ちしますので受け取られた方に発言をしていただ

きたいと思います。 

なお発言をされる方はお名前とお住まいの町名も最初にお願いいた

します。 

それではいかがでございましょう。何かご発言、はい、お願いいた

します。それではマイクをよろしくお願いします。 

 

小 山 様      私、大和田町に住みます小山と申します。実はこの格好、なぜこん

な格好をしているかと言いますと、台風 15 号が浜松から上陸して高尾

山を襲い八王子を通過して宇都宮のほうに行ったのですよ。高尾山の

山頂は 50 センチもあるような大木がいっぱい倒れて、ハイキングコー

スのほとんどが通行止めになりました。ですから私すぐ飛んでいきま

してそれで実情を見たのですけれども、山頂のビジターセンターも一

応通行止めにはしましたけれども、毎日来るお客さんで大変なのです、

土曜日曜は。その後も１日に 5,000 人からの観光客が来るのですよ、

そういう状況の中で。それに対して八王子市の観光課も観光協会も、

一人も「通行止めです」という紙を貼った表示ひとつしないのですよ。

誰も来ないのですよ、八王子の市議会議員も一人も来ないのです。私

たった一人で、それからの土曜、日曜は行って朝からずっと立ちっぱ

なしで高尾山の状況はこうです、通行止めの所は行かないでください、

危険ですから気をつけてくださいと、ずっと現在もやっています。今
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日も行ってきたのですよ。それでそのままで駆けつけたからこういう

格好しているのですよ。八王子の市長は、いつか広報で見たことがあ

るのですけれども、南口の開発が終わったら、高尾の観光を最重点に

やるというようなことを書いてあることをちらっと見たのですけど、

どうなのですか、市長。とにかく市の職員が観光課というのを設けて

座っているのですよ 10 人ぐらい。一人ぐらいは土日に行って平日に休

んでもいいですから土日に行かせてくださいよ。それでいま 5,000 人

も来る観光客に危ないから気をつけてくださいとか、高尾山の魅力は

こうですからと、そういう案内をしてほしいのですよ。私はたった一

人で毎週行ってガイドしているのですよ。全国の観光地に大きな観光

地にはガイドが必ずいるのです、公設もいれば民間もいます。高尾山

はミシュランの三つ星の認定を受けたにもかかわらず一人もいないの

ですよ。どうなのですか。観光都市、高尾山八王子市、恥ずかしくな

いのですか。それでですね、これからガイドを、とにかく市で養成し

て、安全に高尾山に来てもらって、それで皆さんが憩いの場としても

らうと。それでもうひとつ付け加えたいのは高尾山に 5,000 人も来る

のですから、その観光客が下りてきて八王子市内をきれいな町だなと

言って見ていってもらう、それでいろいろな物を買ってもらったり、

食事をしてもらったり、そういう町にしたいのですよ。それこそが今

日のテーマの自然と共生したまちづくりなのですよ。ひとつ考えてく

ださい。これずっと私話していると何時間でも話をします。ところが

きょうは時間ありませんからそれだけ話します。 

それからもう１点、ここにやまゆりの小径という額があります。ヤ

マユリがあります。ところが八王子の市の花は何ですか。知っていま

すか。ヤマユリなのですよ。ところがイノシシが根っこを全部食べて

しまうのです。それからもうひとつ鳥、市の鳥なんですか。知ってい

ますか。オオルリなのですよ。それも全くいません。そういう高尾山

になってしまったのですよ。それも回復をさせなければいけません。

ですから高尾山を回復して、それとともに町も回復して自然を豊かに

していくのがこれからのテーマだと思います。市長頑張ってください。

（拍手） 

 

小 泉   明    どうもありがとうございました。大変貴重な御意見いただきまして

ありがとうございました。それでは、市長どうぞ。 
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市     長    小山さん、すみません、ありがとうございました。先週も小山さん、

浅川フォーラムにも出ていただいて、貴重な御意見をいただいたので

すけれども参考にさせていただきますから。ありがとうございます。 

 

小 泉   明    どうもありがとうございました。それではほか、どなたかいらっし

ゃいますでしょうか。この際ですから何かお考えなり御意見なりあれ

ばですね。 

はい、どうぞお願いいたします。 ちょっとマイクまいりますので、 

すみません、じゃあ最初、後ろの方で、その次ということで。申し訳

ございません。では後ろの方どうぞお願いします。 

 

片 倉 在 住    片倉町から来ました。私、生ごみ堆肥のモデル地区、この間９月か

ら始まりましたけれど、あれの地域のメンバーの一人なのですけれど

も、大変ご近所の方々に好評を得ていまして生ごみの回収の仕方は大

変いいことだから是非協力したいということでやっております。それ

で感じたことなのですけれども、この 11 月で一応モデルは終わりとい

うことなのですけれども、私は今までボカシとバケツを使って生ごみ

堆肥化やってきてそれも皆さんにお勧めしたりしながらやってきたの

ですけれど、この方式は、市で今回収している方式は是非続けてほし

いなと思います。それでほかの地域にも今のところ 140 世帯ぐらいで

すか。ですからもう少し広げてほかの地区にもやってほしいなと思い

ます。 

それと同時に八王子は農業が皆さんまだまだ頑張っておられますし、

農家がこの生ごみ堆肥を使えるようになるのが自然と共生したまちづ

くりではないかなと私なりに考えております。ですから農家を残し本

当に元気になってもらうためには消費者と連携する、私たちも安心安

全のおいしい地場野菜を食べたいとそういう連携がうまくできるよう

にいろんな面でやっていけたらいいのではないかなと思っております。 

（拍手） 

 

小 泉   明    どうもありがとうございます。地産地消ということで大変貴重な御

意見だったと思います。それではお待たせいたしました。次の方お願

いします。 

 

小 川 三 重 子 様   長房町から来ました小川三重子です。私は要望をしたいと思いまし
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て。運動のできる健康な方は本当によろしいと思いますけれども、身

体障害者の方の運動場をもう少し設置していただきたいなと思います。

私の主人が 39 年のオリンピックのときに、パラリンピックに出させて

いただきまして、小さいところで全国から見えた方と運動をさせてい

ただきました。九州から上京してきまして東京代表で卓球大会に参加

させていただきまして、オリンピックの時にメダルをいただいてきま

した。初めて主人のことを言いますけれども本当に 50 年間をともにし

てきて、運動してきた主人を見て、本当に今の世代の方にも、もっと

もっとオリンピックに出ていただきたいなということで、是非八王子

から素晴らしい会場をつくってあげていただきたいなという要望をさ

せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。（拍手） 

 

小 泉   明    はい、どうもありがとうございます。本当にそのとおりだと思いま

す。 

まだまだたくさん御意見を伺いたいところなのですけれども、ちょ

っと時間にもなってまいりましたが最後お一人、何かもしあれば。 

はい、どうぞお願いいたします。そこにマイクをよろしくお願いいた

します。 

 

江 頭 様      兵衛一丁目の江頭と言います。先日リサイクル推進委員の時にも書

かせていただいたのですが、八王子の家庭で先ほど市長からも生ごみ

は堆肥化するという方向だと聞いたのですが、その時にも生ごみ処理

機というのは補助金が出ていると思うのですけれども、それでも生ご

み処理機は結構高価な物でなかなか全世帯には行き届かないのではな

いかなというふうに思っておりまして、是非補助金の増額というのを

検討していただきたい。全世帯にそれが行き渡ると、例えば一戸建て

の人とかで土地があるところだったら地面に埋めるなりしてできると

思うのですが、マンションにお住まいの方とかいうのはそういうこと

ができませんので、是非補助金の増額を考えていただいて全世帯で堆

肥化をやると、それがいいのではないかとそういうふうに思います。

（拍手） 

 

小 泉   明    はい、ありがとうございました。もうちょっと時間が来ていますが、

もう一人どうぞ最後によろしくお願いします。 
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吉 岡 様      座って失礼します。私万町からきました、吉岡です。 

話は三つほどあるのですが、ひとつは南浅川の河川のことでござい

ますが、昨年か今年かな、火事があったことがあるのですけれども、

昨今の浅川丘陵沿いのところは陵南グラウンドのところは、障害者も

含めた老人、健康促進のためにお歩きになっている方がいっぱいいら

っしゃるのですね。ひとつはピスト自転車というのですか、ロードレ

ース、自転車なのですが最近非常に暴走しております。私目撃しただ

けで３件あります。特に夜はすごい勢いで走っていますね。お年寄り

の方は、夜やむなく歩かなきゃならないという方がいらっしゃいまし

て、私もその一人なのですけれども。そういった時にあそこで規制を

するか、もしくは子供たちが乗ってきてそれを注意すると非常に暴力

的な言葉を投げかけてくるのが最近の傾向です。 

それともうひとつは駐車ですね。桜並木のところに駐車している方

がかなりございます。非常に桜の根というのは今老朽化して、今度は

15 号台風でも桜の木が確か折れたと思います。根本からざっくりやら

れています。それは桜がかなり弱くなっている、栄養が行き届いてい

ないということがあるのでしょうけれども、とにかく弱くなっている

ことは事実です。それは自動車のタイヤによって根が露出していると

いう影響もかなりあるのではないかなと。 

それともう１点、最後なのですが陵南グラウンドの駐車場の件です

が、駐車場は都の駐車場と市の駐車場に分かれておりまして、陵南グ

ラウンドの横は都がやっているのですか、プールの横はプールを夏に

開催している時にそこを開け放しているのですが、状況に応じてそこ

を開けるということなのですが、桜の木を保存する環境を保存する場

合にも、できることならば両方の駐車場を、プール横の駐車場を開放

していただければありがたいと思います。 

それから最後に汚染なのですが、今でも浅川のところはカワセミと

か、そういうきれいな鳥が乱舞しているのですが、最近少なくなりま

して、それでよく見ますと河川が名前を言って申しわけないのですけ

れども、長房市民会館の前の土管とかですね、そこから横山橋の下の

ほうに非常に汚れた汚水が、流れる時があるのです。台風とかで流れ

ているのかわかりませんけれども、何度も市のほうに連絡をしたので

すが、市の方がご親切に見に来ていただいたのですが、下水が処理で

きていない、下水が進んでいないということで。私も行くたびに写真

も持って市にちゃんと転送しました。それでもどういうような状況に
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なっているのかがよくわからない。どんどん、どんどん、浅川もきれ

いになっていることも事実ですので、もう少しご努力を賜ればと思っ

ております。長くなりましてすみません。（拍手） 

 

小 泉   明    はい、どうもありがとうございました。本日は貴重な御意見いろい

ろといただきましてありがとうございました。是非参考にさせていた

だきたいと思っております。それでは時間もきておりますので感想を

含めて本日の総括をさせていただきたいと思います。 

八王子市は先人が残した素晴らしい豊かな自然を守りながら中核都 

市として現在も躍進を続けております。循環型社会を目指すためには

資源を大切にし、また限りある資源を効率的に循環させるということ

で廃させる物を最小限に抑える、こういったことで環境への負荷をで

きる限り軽減させていくことが必要だとこのように思っている次第で

ございます。今の私たちの世代に自然と調和した安全で快適な暮らし

を実現させ、かつそれを次世代に残していくことが私たちの使命では

ないでしょうか。今がだめであればその将来もだめだし、将来を考え

ておかなければ、やはり今いる我々の責任になる。このように思って

おる次第であります。 

この自然を大切にしてまた身近な自然について知識を増やし愛情を

持って接するように心がける。また日常生活や事業活動から発生した

ごみの減量、それから資源化に取り組むこういったこと。そして地域

が広い八王子ではこの地域特性を生かして環境に配慮した取り組みを

行うことで大きな効果が得られると思います。 

やはり先ほど最初に申しあげましたように市民、事業者、行政が一

体となってオール八王子ということで今後も取り組んでいただきたい

とこのように思っています。これには市民の皆さんの協力が是非とも

必要ですし市長さん初め素晴らしい行政も今やっているというふうに

私は高く評価しておりますので、今後の八王子市がますます発展する

ということを期待してやみません。 

以上をもちまして本日のテーマ、『自然と共生したまちづくり～「循

環型都市八王子」その実現に向けて～』、ということに対する私のまと

めとさせていただきます。パネリストの皆様、並びにご来場の皆様の

おかげをもちまして、本日のげんきフォーラムを無事終了することが

できました。皆様、まことにありがとうございました。（拍手） 
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司    会      はい、ありがとうございました。２時間という限られた時間ではご

ざいましたが、本市のこれからの自然と共生をしたまちづくりにつき

まして、皆様とともに考えてまいりました。いかがだったでしょうか。

（拍手） 

パネリストの方々、また会場の皆様からの御意見、御提案を通しま

してお一人お一人が行政と協働で環境のあり方、市民の役割などにつ

いて考えていただける第一歩となれば幸いでございます。また本日の

コーディネーターとして大役を果たしていただきました小泉様、そし

てパネリストの依田様、藤原様、大島様、そして黒須市長、大変あり

がとうございました。 

それではコーディネーター及びパネリストの皆様が退場されます。

盛大な拍手でお願いいたします。（拍手） 

ありがとうございました。 

最後になりましたが本日は大勢の皆様にご参加をいただきまして

ありがとうございます。これをもちまして閉会とさせていただきます。

お帰りの際には出口でアンケートを回収させていただきますのでご

協力をお願いいたします。恐縮ですがゆっくり退場をお願いいたしま

す。本日はありがとうございました。（拍手） 
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（１）藤原さんにはもっと具体的に話しをしてほしかった。（40 代男性） 

（２）大島さんの話はすごくわかりやすく良かった。（60 代） 

（３）テーマが大きすぎ、論点が散漫になった。（70 代以上男性） 

（４）山の植樹について、組織つくりリーダーが誰かが問題。（70 代以上男性） 

（５）・市民の声や緑の保全の具体例を聞きたかった。自然と共生により市民が満足感をどのくら

い感じているか知りたかった。 

・住みやすさとは何か、どんな環境が住みやすいのか。（50 代男性） 

（６）自然と共生運動は継続運動が大事、春・秋 2回成果の発表もしてほしい。（70 代以上男性） 

（７）・前半の小泉コーディネーターの話しが長すぎる、市長の話しも長すぎる、ポイントだけで

進める。（70 代以上男性） 

（８）フォーラムは大変良かったです。今日のフォーラムを全市民に知っていただくと良いと思

います（70 代） 

（９）市民一人ひとりが認識をもつよい討論会であった。（60 代男性） 

（10）生活するうえで自然と共生は大変重要なことと思います。今後も積極的な取り組みを。（50

代男性） 

（11）環境を守っていくために子どもからのマナー教室が必要。ボランティアだけでは緑地保全

は限界がある。大島さんが言われるように行政が介入したシステム作りが必要。（70 代以

上男性） 

（12）大変良いフォーラムでした。（50 代男性） 

（13）生ごみの堆肥化・減量化（市長発言）を進めていただきたいと思います。（50 代男性） 

（14）今回参加してとても考えさせられた話しでした。色々参加しようと思いました。（70 代以 

上女性） 

（15）残飯（燃えるごみ）を取り除くと（土に返す処理）をし、ごみを減らす。落ち葉を燃やさ

ないで土に返す様考える。（70 代以上男性） 

（16）環境の変化が進んでいるのは人的変化が絡んでいる？八王子の自然を守るのは市民の力の

出し方、まとめ方の大切さ。（60 代男性） 

（17）日々ごみの分別に努力をしていますが、その結果として館町のごみ工場を休止させること

が出来た（税金を使わなくよくなった）ということはすごいことだと思った・（60 代女性） 

（18）現代社会において最も重要な環境問題を取り上げたのは良かったと思います。（30 代女性） 

（19）活発に保全に取り組む八王子の姿がよくわかった。（60 代） 

（20）パネリストの環境に対する活動が大変参考になった。（60 代男性） 

（21）発言者側から写真などのパネルの表示もして頂きたい。討論型式のコーナーも見てみた。 

（30 代男性） 

１．テーマ「自然と共生したまちづくり」についてのご意見・ご提案 

会場でのアンケート結果（要旨） 



 42

（22）生ごみについて、一般の家やマンションでも普及してほしい。 

市の態度として、もっと誇りを持って欲しい。（30 代男性） 

（23）環境という守備範囲が広くなかなか大変です。（40 代男性） 

（24）やまゆりの咲く里山を復活させて欲しい。（50 代男性） 

（25）市民の意識を高める事から始めようという事が大切ではありますが、行政側がまちの方針

として自然保護、CO2 の削減、循環型などを前面に出した政策をして欲しい。（60 代男性） 

（26）もう少し踏み込んだ意見が欲しかった。リサイクルを語りながらペットボトルをもち帰っ

たのは市長のみでした。（40 代男性） 

（27）・全市民から同時に何らかのテーマに沿って活動する会を是非検討していただきたい。 

・戸吹の市民の公園として休日に親子で行けるところにして欲しい（のんびりくつろげる（池

も欲しい））（70 代以上男性） 

（28）今まで以上に気につけていきたいと思いますし、皆さんにも伝えていきます。（70 代以上

男性） 

（29）内容が多岐に渡って散漫になったかも、もっとテーマをしぼった方がよい。（50 代男性） 

（30）オムツに関して、生ごみと一緒でなく別に集める。資源化が容易だと思う。集める袋も色

が違うので集めるとき判別が容易。（70 代以上男性） 

（31）環境というテーマが広すぎるのでもう少ししぼった方がよいと思う。（50 代男性） 

（32）地球環境の問題が社会的に大きな関心が寄せられており、大変時期を得たよいテーマだと

思う。（40 代女性） 

（33）学校での授業で子どもたちから啓発した方が近道かも。（60 代男性） 

（34）一人一つの環境に対する理解と実行することが大切である。市民・事務所・行政の一体化

を強く推進することが大切である。（70 代以上男性） 

（35）高尾山の観光客の増加が急でキャパシティが限界なのではないかと思っている。環境はか

い、観光地化、世俗化に歯止めとか行うべき。（70 代以上男性） 

（36）「自然と共生」とはおかしな語句ですね。(60 代男性） 

（37）大変勉強になりました。地域の中での環境保全活動はとても大切だと思います。（40 代男

性） 

（38）旭ヶ丘自治会には不明の所有者や、分かっても無関心の所有者の土地が多い。蚊や毛虫の

領地で周囲を勝手に手入するしかなく、市も相手にしてくれない。なんとかならないもの

か。自然を愛するためには、放射能測定も必要になる。時代の先取りをして測定器の貸出

しもしてほしい。（70 代以上男性） 

（39）緑、61％得持と市長は言っているが毎年住んでいる周辺だけでも大きな木が 40～50 本切 

れている、この代わりに植えられている姿は見ない。緑が得持されているとは思えない。 

自然環境、生物の多様化の保全についての具体的な検討会。八王子周辺の山林の杉・檜、 

単一林を混生林へ早い転換を。（70 代以上男性） 

（40）わかりづらいテーマです。（70 代以上男性） 

（41）写真のやまゆりのこみちは戸吹にあるのですか？来年、夏に咲く時期を広報で知らせてく

ださい。見たいです。（40 代男性） 

（42）次回はもっとテーマをしぼってください。例えば生ごみ問題とか。（70 代以上男性） 
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（43）「自然と共生」ということでもっと具体的な考えがパネリストから出されることを期待して

いたが聞けなかった。（50 代男性） 

（44）東方面のみどりを増やしてもらいたい。八王子にはもう高い建物はいらない。（70 代以上） 

（45）・環境保全に「人の手」が何より大切なこと、今将来に向けてこれを守ることの大切さ。地 

域力その思い高齢者も出来ることに参加することが大切と思いました。 

・毎日の生活用品の使用段階で水を汚す、川を汚すこと、いっぱいあると思います。若いお 

父さんお母さん家庭での洗剤、食品添加物についてもっと考えて頂きたいので何かの形で 

学んでもらえるよう考えてください。 

・茶髪の流行も考えて欲しい一つです、石油を原料とするのはプラスチック家庭用品ばかり 

でなく、毛染めのため多くの方が使う製品が下水を汚すと思います。 

・本日は「循環型都市八王子」の取り組みについて市がいろいろ考えて下さっていること 

嬉しく思いました。このところ裁判所、小児病院等の立川への移転、そごうの閉店と厳し

い現実をみておりましたので、八王子の姿勢が他市を動かすと思いました。 

・人の緑の濃い八王子をもう一度活気ある八王子になることを祈っています。 

・オリンパスホールでコンサートを聴いた折「八王子は優しい街ですね、駅のデッキでの演

奏もゆるやかで立川はこんなことはないのよ、おまわりさんがキビシクて捕まえちゃう

の」と褒めてくださる方が隣の席にいらして八王子市民でない方からの八王子感を改めて

耳にし、八王子市民がもっともっと自分の八王子についての思いを強くして欲しいと環境

問題、みどり等思ったことでした。（70 代以上女性） 

（46）八王子市外からの参加です。プラスチック資源化センターなど八王子の取り組みに驚いて

います。地域に持ち帰り八王子市の環境に関する考え方のすばらしさを話し広め、お手本

にさせて頂きます。（60 代女性） 

（47）多くの方が八王子の自然、郷土を大切に思っている事がわかりました。良かったです。（50

代女性） 

（48）「自然と共生したまちづくり」ということで多くの意見を聞いたが私もこのような機会があ

ってこそ考えることができると考えます。一人でも多くの方にこのようなことを考えるき

っかけをつくることが大切だと思います。（20 代女性） 

（49）今後も環境について力を入れて欲しい。（50 代女性） 

（50）もっと具体的に何をやるか話してもらいたい。（60 代男性） 

（51）自分たちが住む街を自分たちで循環型の環境にしていくか。技術が進むことでごみ、廃棄 

物の再利用・活用できるということを語る場となって良かった。より多くの市民が参加す 

る様 PR が必要と思う。（50 代男性） 

（52）パネラーのメンバーも良かった。発表内容がダブッていない。しかし、「たい肥化」につい

ての発表がなく少ないのが残念。（70 代以上男性） 

（53）パネリストの皆様のお話を聞かせて頂き、知らない事が沢山で今後の生活に役立てて行き

たいと思いました。（50 代女性） 

（54）生ごみを堆肥にするための、施設、農業との協調、早急に。堆肥のみならず資源化を。（不

明） 
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（55）もう少しテーマをしぼったものにして欲しかった。ごみの事は私も大変興味があり、生ご

みを八王子の農家の堆肥として使い、食卓へあがる日を夢見ている。まず、給食に八王子

の小中学生に食べさせることから、是非始めてもらいたい。（50 代女性） 

（56）一般市民の協力が無くては困難でもある、全員参加が最高だ。（70 代以上男性） 

（57）自然と共生はよいが、農業者の参加、パネリストになって欲しかった。（60 代女性）。 

（58）持続可能な機会を創るために自然と共生したまちづくりの一層の推進を願っています。（70

代以上男性） 

（59）具体的数値をもって提案してほしかった。（60 代男性） 

（60）大島紀代様のお話とても感動した。戸吹プラスチック資源化センターの見学を近いうちに

グループで実行したいと思います。（70 代以上女性） 

（61）戸吹センターには１日も早く見学いたします（多数の友人を誘って）（70 代以上女性） 

（62）・過小評価していた市長の姿勢、実績を再評価した。 

・台風シーズンの市街地の渇水、路面の浸透力を高めて欲しい。河川の水量へも影響してい

ると思う 

・高尾山のトンネルの問題への大きな違和感。（70 代以上男性） 

（63）次回からは一人でも今回参加した素人の意見も必要。今回全体的に良いと見えました。（60

代） 

（64）・果たして自然との共生したまちづくりができているのか？ 

・市の 7割が緑と言うが街区は三多摩で 1番緑が少ない。 

・口先だけで何もしない人が好むテーマです。 

・市内の街路樹にアメリカハナミズキを植えるのが八王子のまちづくりか？ 

・町内の空地に市民が草花を植えられる条例をなぜ作らないのか？（70 代以上） 

（65）もっと多くの人に出席して聞いてほしい。（70 代以上女性） 

（66）八王子の特徴である、緑と水の確保ということでは賛成であるがその一方でどんどんマン

ションが林立してきているような気がします。自販機があまりに多くありすぎる、節電の

こともありもっとすっきりとしたとした街にして欲しい。自販機とコンビニが増えたお陰

でごみも非常に道路に散らかる様になったと思う。（60 代女性） 

（67）範囲が広すぎて表面的内容になってしまって残念。（50 代女性） 

（68）都では山林の物納地を買収して緑地保全しようとしてボランティアで手入れをしておりま

すが、市も協力して保全活動の手入れをしてほしい。（70 代以上男性） 

（69）質問時間をもう少し設けて頂きたかったです。(20 代男性) 

（70）テーマではないが「プラスチック資源化センター」の多いに PR と見学コースを増やして、

もっともっと市民に分別と清浄のすすめを PR した方がいい（推進を）。（60 代男性） 

（71）八王子の緑地保全は現状の中で最優先であり、市民全員の行動であり、これをまとめる仕

組みが望まれる。考え方の啓発は出来るが行動するためのテーマに取り上げ実行させる啓

発活動が必要。（70 代以上男性） 

（72）・ごみ中心で自然との共生が無い。 

・人選をしっかりすべき、これからの夢をかたれる人も入れ、時間ももう少し多くとるべき。

（60 代男性） 
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（73）・明日の都市をイメージする視点が絞られる事に役立った。森林の保全、間伐処理、緑のダ

ムづくり痛感。 

・生ごみ→バイオ化＆堆肥化＝2極化同時リサイクル。（70 代以上男性） 

（74）「八王子の特性である自然を残し共存するまちづくり」はとても大事な視点です。（50 代男

性） 

（75）・漠然とした「自然と共生したまちづくり」を改めて考えさせられました。 

・ごみの問題は環境の最も基本的な問題と思っています。 

・八王子の現状と問題がよく判りました。（60 代女性） 

（76）もっと人間は謙虚であるべきと考える。共生といっても人間の都合に合わせたもの。（50

代男性） 

（77）・目に見えるものは問題になったが空気汚染の問題が欠けていた。 

・市民運動団体の紹介が欲しい。（70 代以上女性） 

（78）一般の方々の質問に対する答えがないのが残念です。（70 代以上男性） 

 

 

 
 
 
 
（１）市民の行政への参加、市民自治、政治への関心をどうもたせるか。（60 代男性） 

（２）里山の保全。（70 代以上男性） 

（３）浅川の環境について。浅川をいこいの場に。（70 代以上男性） 

（４）高齢者の住みやすい街づくり。（70 代以上男性） 

（５）八王子が元気になるためにどうしたら良いか。（50 代女性） 

（６）八王子の農地の扱いと将来像等。（70 代以上男性） 

（７）放射性物質から子どもたちを守る。食品による被ばくから子ども達を守るためにはどうす

ればいいか。学校給食の対応は。（50 代女性） 

（８）地域活動、地域活性化、顔の見える地域つくり。（50 代男性） 

（９）震災による「原発事故について」。（70 代以上男性） 

（10）里山の保全と市有空き地の使い方等（小宮公園周り）。（60 代男性） 

（11）地域コミュニティの活性化について。（30 代女性） 

（12）教育。（60 代男性） 

（13）企業誘致。（30 代男性） 

（14）生ごみ。（40 代男性） 

（15）地域のコミュニティを循環型都市成立への手段として、システム化した欲しいのでコミュ

ニティとの関連をテーマにしてほしい。（60 代男性） 

（16）毎年秋浅川の清掃を第一日曜日に実施していますが南部地域で川になじみのない所は全然

無関心で動員数も年々減っている、これを全市で八王子の清掃する会にしたら良いと思う

（出来れば年 2回）。（70 代以上男性） 

（17）年金、生きがいづくり、少子化対策、学校と地域の協力、市の財政再建。（40 代女性） 

（18）八王子の川。（60 代男性） 

２．今後、取り上げてもらいたいテーマ等 
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（19）高尾山はミシュランに 4 年前認定されたことに伴い、高尾観光が整ったので、高尾山周辺

の整備をお願いしたい環境を取り上げていただきたい。（70 代以上男性） 

（20）学校教育問題。(60 代男性） 

（21）市民による公園（街の広場）づくりの事例（ex.公園の一角での「ヤマユリ」づくり）。（70

代以上男性） 

（22）自然エネルギー（太陽光、小水力発電ほか）について。（60 代女性） 

（23）特に高尾山の問題（今、人気があるので）。（50 代女性） 

（24）浅川の景観の良さを高める。（60 代男性） 

（25）自然エネルギーの活用、省エネ、節電。（50 代男性） 

（26）生ごみを循環させるシステムづくりをテーマに！！（50 代女性） 

（27）健康に関する事項等希望します。（60 代男性） 

（28）・20 号道路のシャッターを上げる工夫をしてほしい。食べ物、服飾品、何でも良いから集 

客力のあるもので、閉じられた空間を開けて欲しい。 

・素通りする二十余校の大学生の若い力を活用する方策はないものだろうか？（70 代以上

男性） 

（29）水について（川、どぶ水）について。（60 代） 

（30）①水問題 ②人口の問題 ③自転車利用の問題 ④ビオトープを作ろう（70 代以上） 

（31）未来の街づくり。（70 代以上男性） 

（32）地域の人の和とつながり（ひとりぐらし、子育て）。（70 代以上女性） 

（33）市民の生活に直結したテーマである、生ごみ、落葉等の処理、緑の維持について。（50 代

女性） 

（34）規制前のごみの不正投棄が各所にありますがどの様にして現状に帰するか検討したい。（70

代以上男性） 

（35）緑と水。（60 代男性） 

（36）・竹林、雑木林の再生には炭焼きの推進を実践したい。 

・生ごみの堆肥化を積極的に、そして有機農業の普及に人海就労の先導する方法論。（70 代

以上男性） 

（37）教育行政、先生の人事他。（50 代男性） 

（38）①コンパクトシティー ②政令指定都市 ③交通網（富山市のような） ④三多摩格差（50

代男性） 

（39）八王子にふさわしい街づくり（街並みや街路樹、道路等）。（60 代女性） 

（40）地球温暖化問題。（50 代男性） 

（41）ボス化しない自治会の運営について。（70 代以上女性） 
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本日は、『げんきフォーラム』にご参加いただきありがとうございました。お手数ですが、

以下のアンケートにご協力をお願いします。 

 アンケート用紙は、お帰りの際に受付カウンターにある回収箱へお入れください。 
 
１．あなたについてお聞かせください。 

  (1) 性 別   男（70.2 %） ・ 女（21.4%）           無回答（8.4%） 

 

(2) 年 齢   ①10 代（0.0%） ②20 代 （2.3%） ③30 代 （2.3%） ④40 代（9.9%） 

⑤50 代（22.9%） ⑥60 代（24.4%） ⑦70 代以上（36.6%） 

                                 無回答（1.5%） 

２．『げんきフォーラム』を何でお知りになりましたか。 

(1)市広報（35.1%） (2)市ホームページ（4.7%） (3)市モバイルサイト（携帯電話版）（0.0%） 

(4)ポスター・チラシ（28.4%） (5)知人（15.5%） (6)その他（14.2%） 

（                      ）        無回答（2.0%） 

３．今回のテーマはいかがでしたか。 

  (1)良かった（62.6%） (2)まあまあ良かった（28.2%） (3)あまり良くなかった（3.1%） 

                                   無回答（6.1%） 

（(3)の理由：                           ) 

４．『げんきフォーラム』に参加して、自然と共生したまちづくりの関心が高まりましたか。 

(1)大変高まった（48.9%） (2)まあまあ高まった（34.4%） (3)かわらない（7.6%） 

（(3)の理由：                           ）無回答（9.2%） 

５．今回のテーマについてのご意見・ご提案をお書きください。 

                                        

                                        

６．今後、取り上げてもらいたいテーマ等をお書きください。 

                                        

                                        

７．『げんきフォーラム』に参加しやすい曜日・時間帯はいつですか。 

(1)平日の夜間（10.6%） (2)土曜日の午前（15.2%） (3)土曜日の午後（53.0%） 

(4)日曜日の午前（6.0%） (5)日曜日の午後（6.0%） 無回答（8.6%） 他事記載（0.7%） 

※ ご協力ありがとうございました。 
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コーディネーター 
 小泉 明  氏  

【首都大学東京大学院教授】 
 

パ ネ リ ス ト 
 大島 紀代 氏  

【八王子市ごみゼロ社会推進協議会委員】 
 
依田 和子 氏 
【八王子市環境学習リーダー３期生】 
 
藤原 幸男 氏【公募市民】 
 
八王子市長 黒須 隆一 

≪問い合わせ≫ 八王子市 総合政策部 広聴広報室(広聴担当)（TEL 620-7411・FAX 620-7322） 

八王子市 環境部 環境政策課（TEL 620-7384・FAX 626-4416） 

八王子市のホームページアドレス http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ 

案内図 
クリエイトホール 

５階ホール 

※ 手話通訳があります。 

※ １歳から就学前のお子さんをお預かりします。

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★当日は地球温暖化防止のため、お車でのご来場はご遠慮ください。（お身体の不自由な方を除きます） 

自然と共生したまちづくり 
～「循環型都市八王子」その実現に向けて～ 

【日 時】 平成 23 年 11 月12 日(土) 午後２時～４時 

              開場：午後１時 30 分  開演：午後２時 
☆参加費無料・申込不要（先着順・定員 170 名）、直接会場へお越しください。 

【会 場】 クリエイトホール ５階ホール 
                                  （八王子市東町５-６  ℡ 648-2231） 

 

公開討論会 
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