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〔午前１０時開会〕 

◎会長【梶山 修君】  大変お待たせいたしました。定刻になりました。 

 本日は、大変お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 本日の審議会には、議席番号第１番横山正巳委員、議席番号第３番森下清子委員から、事前に

欠席の届け出が出ております。 

 委員定数１８名のうち、半数以上の方が出席され、会議が成立しておりますので、これから第

１５０回八王子市都市計画審議会を開催いたします。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【梶山 修君】  それでは、審議会委員に変更がございましたので、事務局から紹介い

たします。 

◎都市計画室主幹【大野哲宏君】  それでは、新たに就任されました委員の方々をご紹介いた

します。お手元の名簿に従い、お名前を読み上げますので、恐れ入りますが、その場でお立ち

願いたいと存じます。本年６月１日に市議会から選出されております委員７名につきまして新

委員として任命されております。 

 まず議席番号第４番小林信夫委員でございます。 

◎第４番【小林信夫君】  おはようございます。市議会公明党、小林でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

◎都市計画室主幹【大野哲宏君】  議席番号第５番近藤充委員でございます。 

◎第５番【近藤充君】  自民党新生会、近藤でございます。よろしくお願いいたします。 

◎都市計画室主幹【大野哲宏君】  議席番号第７番井上睦子委員でございます。 

◎第７番【井上睦子君】  おはようございます。井上です。よろしくお願いいたします。 

◎都市計画室主幹【大野哲宏君】  前回から引き続きお願いいたします。議席番号第８番伊藤

裕司委員でございます。 

◎第８番【伊藤裕司君】  おはようございます。自民党新生会の伊藤裕司です。よろしくお願

いいたします。 

◎都市計画室主幹【大野哲宏君】  議席番号第９番鈴木勇次委員でございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  おはようございます。日本共産党の鈴木勇次です。よろしくお願い

します。 

◎都市計画室主幹【大野哲宏君】  議席番号第１１番五間浩委員でございます。 

◎第１１番【五間浩君】  市議会公明党の五間浩です。よろしくお願いいたします。 

◎都市計画室主幹【大野哲宏君】  議席番号第１５番伊藤忠之委員でございます。 

◎第１５番【伊藤忠之君】  おはようございます。市民民主クラブの伊藤忠之です。よろしく

お願いします。 

◎会長【梶山 修君】  なお、市側の幹事につきましては名簿のとおりでございます。新たに
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着任された皆様におかれましてはよろしくお願いいたします。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【梶山 修君】  それでは、本日の審議に当たり、配付資料について事務局から説明を

願います。 

〔事務局配付資料説明〕 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【梶山 修君】  それでは、次第に従いまして、進行いたします。 

 議事録の署名委員をあらかじめ指名いたします。署名委員は、議席番号順に指名しておりま

す。 

 本日の署名委員には、第１６番高木正友委員、第１８番小石侑子委員にお願いいたします。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【梶山 修君】  それでは、これより議題に入ります。 

 本日審議会に諮問されております案件は、諮問第１号の１件でございます。諮問について説

明を行った後、委員の皆様にご論議をしていただき、表決を決めるという順序で審議を進めた

いと思います。 

 それでは、諮問第１号について、事務局から案件を朗読させます。 

〔事務局案件朗読〕 

◎会長【梶山 修君】  続きまして、市側から説明を願います。環境部清掃事業担当部長。 

◎環境部清掃事業担当部長【渡辺 孝君】  それでは、諮問第１号、建築基準法第５１条ただ

し書きの規定に基づくごみ処理施設の敷地の位置につきまして、ご説明いたします。 

 本案件は、ごみ処理施設、堆肥製造施設に関するものでございます。 

 初めに、資料の確認をさせていただきます。Ａ４判横の右側に諮問第１号資料と記載された

諮問資料とカラーの参考資料でございます。 

 まず本案件の関係法令及び堆肥製造施設の概要についてご説明をいたします。 

 建築基準法第５１条ただし書き許可についてですが、一定規模以上のごみ処理施設などは、

都市計画においてその敷地の位置が決定している場合か、建築基準法第５１条ただし書きによ

り、特定行政庁が市町村都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がない

と認めて許可した場合において建築することができるとなっております。本案件は、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律で、ごみ処理施設で政令で定めるものに位置づけられており、ただ

し書き許可に該当する施設として本審議会へ付議するものでございます。 

 続きまして、本市のごみ処理の状況について説明をさせていただきます。 

 本市では、循環型都市八王子の実現を目指し、家庭系ごみにつきまして平成１６年度からご

み有料化及び戸別収集などの施策を実施し、減量及び資源化を推進したことにより約３割の減

量を達成し、一定の成果を得ております。 
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 また、事業系ごみについては、排出事業所への排出指導の強化や工場への搬入物の内容検査

を行ってきました。なお、この事業系可燃ごみの内容を見ますと、生ごみが約４割を占めてい

るという状況になっております。 

 それでは、本案件の具体的な内容について説明をさせていただきます。 

 お手元の諮問第１号資料の１ページをごらんください。表の左から、本審議の対象となる施

設の名称はごみ処理施設（堆肥製造施設）。その位置は八王子市南大沢三丁目地内。事業面積

は約０.９２ヘクタールでございます。処理能力等ですが、厨芥類と書かれておりますが、食

堂などの事業所から出る生ごみ等をいい、それを堆肥化する堆肥製造設備として１日８時間稼

働いたしまして、８０トン。それから、街路樹などの剪定した剪定枝の破砕処理として同じく

４.８トンが処理できる施設です。 

 事業主体は株式会社イズミ環境で、事業予定年度は平成２４年度から開始する予定となって

おります。事業主体であります株式会社イズミ環境は平成２１年４月に設立され、一般廃棄物、

産業廃棄物の処理及びリサイクル処理事業や堆肥の生産及び加工販売事業を手がけております。 

 続きまして、資料３ページの位置図をごらんください。計画区域は本市の東南部で、京王相

模原線南大沢駅より南東約１.４キロメートルに位置し、現在は西側に配送関連の事業所が隣

接しております。北側には都道１５８号小山・乞田線があり、その向こうに住宅地が広がって

おります。住宅地までの距離は約２００メートル離れていて、地域内には学校、病院等はなく、

用途地域は準工業地域となっております。 

 続いて４ページの計画図をごらんください。黒の実線で示す区域が計画区域となっておりま

す。 

 続いて資料５ページの施設配置図をごらんください。廃棄物の処理工程といたしましては、

まず東側道路から施設に入った収集車両は計量機にて生ごみ等の搬入物の計量を行い、堆肥製

造棟の車両出入口より生ごみを搬入し、ホッパーに投入、保管します。ホッパーは６台あり、

防臭ふたつきとなっております。また、剪定枝は剪定枝処理棟でチップ化され、堆肥製造棟に

運ばれて、おがくずと混合されます。混合された剪定枝と生ごみは、それぞれのホッパーから

堆肥製造機へ移送され、圧縮、混練され、堆肥化されます。その後に堆肥製造棟内の黒い表示

の発酵槽で発酵されます。ここで第１次発酵された堆肥は熟成・製品棟へ運ばれ、２次発酵し、

製品となります。その後袋詰めなどの工程を経て、製品として販売されます。 

 最後に、諮問参考資料の完成イメージ図、カラーですけれども、ごらんください。処理施設

は、一部２階建てで、事業計画地周囲には樹木などを植える計画をしております。 

 なお、施設の稼働に伴う周辺地域の生活環境に及ぼす影響については、東京都に提出されま

した生活環境影響調査報告書によりますと、東京都環境確保条例の基準を下回り、生活環境へ

の影響は少ないと予測されております。 

 なお、本事業は、農林水産省の資源循環型地域活力向上対策事業として補助決定を受けて、
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事業を行うものです。本市としても民間事業者が建設を計画している本施設を活用して、生ご

みを資源化することで清掃工場の処理効率が図れること、あわせて事業系ごみの資源化をより

一層推進することで、ごみの減量とリサイクルの向上が図られますことから、本施設は循環型

都市の実現の推進に寄与するものと考えております。 

 説明は以上となりますが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

◎会長【梶山 修君】  以上で説明は終わりました。 

 それでは、審議を始めます。なお、限られた時間の中で、できるだけ多くの委員の方々から

ご発言をいただきたいと思いますので、ご協力のほどお願い申し上げます。 

 それでは、委員の発言を求めます。伊藤委員。 

◎第１５番【伊藤忠之君】  ごみ処理施設ということですから、食堂の生ごみとか、１日８０

トン、剪定枝のほうが１日４.８トンと書いてあるんですけど、これは八王子市で出たごみを

中心に、ここで賄うというか、肥料をつくるというか、そういう考えなんですか。 

◎会長【梶山 修君】  橋本課長。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  今のご質問にお答えします。 

 生ごみ、剪定枝等は全量市内から排出されたものかというご質問でございましたが、処理能

力から申し上げますと、８０トンの３００日稼働ということになりますと、既に八王子の事業

系の生ごみの量を超えてしまいます。また、事業者の努力は、事業者の判断ということもござ

いますので、全量が市内で発生するすべての生ごみ、あるいは剪定枝が入るということは限り

ませんが、極力事業者は八王子のごみを優先して搬入したい、処理したいというような話は伺

っております。したがいまして、もっと処理ができる部分につきましては近隣の市町村からの

ものが入るということが考えられます。 

 以上でございます。 

◎第１５番【伊藤忠之君】  そうすると、八王子だけではなく、他市のものも受け入れてやり

ますよということなんですね。八王子市だけでは８０トンいかなくて、そうすると、要は８０

トンのごみを処理施設でやっていって、熟成して肥料にするんですけれども、そうなると、周

りの人の気になるというのは、やはりにおいとか、そういったことが気になると思うんですよ。

これを見てみますと、要は箱といっては何ですけれども、建物の中で熟成させてやるんですけ

れども、その中はにおいがいっぱいあると。だけど、においというのは、外に出さないとその

中にこもってしまうから、どういうふうににおい対策というのをとっているのかということを

お聞きします。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  ご質問にお答えします。 

 委員がおっしゃるとおり、この類の施設で一番懸念されるのは臭気の問題ということになろ

うかと思います。冒頭担当部長のほうから申し上げました環境影響調査書におきまして、まず

数値的な判断を１点はしてございます。敷地の境界で、臭気指数という考え方が、悪臭防止法
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あるいは東京都の環境確保条例に基づきます臭気、においに対する規制がございますが、その

判断の中では規制値を下回っているという数字上の調査はございます。具体的にどういった対

策をとっているかというご質問でございますが、まずは生ごみの投入口はふたつきのもの。入

れるとき以外は閉めるということと、中の臭気につきましては活性炭を使いましたにおいを吸

着する装置をつけて、内部の空気については外へ放出するという対策をとっております。 

 それと、私どものほうで確かににおいが心配だったものですから、実は今週の１２日の火曜

日でございますが、青森県の八戸に全く同じシステムを使った工場が、別の民間企業がつくっ

たものでございますが、バイオリサイクルセンター南郷という施設でございます。こちらのほ

うへごみ減量対策課職員２名で行ってまいりました。実際、においが一番心配だったもので、

かいでまいりました。屋外について、全くにおいがございませんでした。建屋は屋根がついて

おりまして、壁は上と下があいているような施設だったにもかかわらず、外側に対してはにお

いは全くございませんでした。建屋の中では堆肥、ホームセンターの堆肥売り場でちょっと感

じる程度のにおいですね。その程度のにおいは建屋内にはあったということでございます。 

 きょう、こちらにそのときにもらってまいりました堆肥もありますので、もしよろしければ、

委員の皆様にもにおいをかいでいただければ、全然においがしないんだなという体感もしてい

ただけるかと思っておりますので、持ってまいりました。 

 以上でございます。 

◎第１５番【伊藤忠之君】  八戸まで見に行ったということなんですけれども、今運営なされ

ている会社のつくったのは大分前か、最近なのかということをお聞きしたい。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  施設の設置状況という意味でのご質問ということでよ

ろしいでしょうか。こちらの施設は昨年１２月にできた施設でございます。 

◎第１５番【伊藤忠之委員】  新しい施設ということですから、そういったことにちゃんと十

分に気を遣って、今度つくられようとしているそのほうも、どんどんといいますか、長く続け

るあれですね。続けていきたいということですから、あれなんですけれども、だんだんそれが

なれていっちゃって、だんだんにおいが漏れていったりとか、また、風向きによってそういう

ことがないように、ぜひやっていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

◎会長【梶山 修君】  ほかに。鈴木委員。 

◎第９番【鈴木勇次君】  何点かお尋ねしたいんですが、諮問資料を拝見しますと、本市の事

業系可燃ごみの減量及び資源化の向上を目指し、可燃ごみに含まれる生ごみを民間施設の活力

を利用して、資源化を促進していくためということで説明があるんですが、このように書かれ

ているということは、つまり、こういう施設を目指して本市のほうから一定の会社に働きかけ

て、こういう施設をつくるということで準備が事前にあったのか、こういう施設ができる経緯

について、説明をいただきたいと思うんですが。 
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◎会長【梶山 修君】  橋本課長。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  今回の民間事業者が設置を計画しております施設につ

きましては、特段市のほうからの働きかけはございませんでした。あくまで民間事業者さんの

発想といいますか、自主的な計画に基づく事業でございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  そうしますと、この理由づけというのは、民間事業者のほうからこ

ういう施設をつくりたいという申し入れがあった中で八王子市の施策としても合致する方向だ

ろうということで、こういう理由づけがされているというふうに理解してよろしいわけですね。

わかりました。 

 株式会社イズミ環境という会社の概要についての資料がここには添付されていないんですけ

れども、こういう生ごみを堆肥化するという事業については実績がある会社なんでしょうか。

イズミという名前の会社が環境会社でたくさんあるものですから、イズミ環境サービスなんて

いうところは大手で、かなりこうした生ごみの堆肥化等環境事業についてやられているような

んですけれども、そことは違うということを聞いておりますので、どういう会社なのか、その

点についてちょっと説明いただければありがたいなと思います。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  イズミ環境の会社についてご答弁申し上げます。 

 本法人は２００９年４月に設立されまして、所在地は西多摩郡瑞穂町にございます、関連会

社であります出水建設株式会社が出資している会社、法人でございます。イズミ環境の事業内

容といたしましては、一般廃棄物、冒頭ご説明申し上げました産業廃棄物の処理及びリサイク

ル処理事業、堆肥の生産、加工、販売ということでございます。関連会社の出水建設につきま

しては八王子にも工事登録がある事業者でございまして、多摩地域の下水道工事などの実績が

ございます。登録によりますれば、資本金は５,０００万円、総売り上げは９億円という会社

でございます。 

 以上でございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  そうしますと、出水建設株式会社の関連会社ということなんですけ

れども、堆肥の原材料として生ごみと剪定枝ということが書かれているんですが、先ほどおが

くずもまぜるというようなお話だったんですけれども、そのおがくずというのは剪定枝からつ

くるというふうに考えてよろしいんですか。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  おがくずと剪定枝はまた別でございまして、剪定枝は

あくまで公園とか、ゴルフ場等の植木の落とした枝ということになります。おがくずのほうに

つきましては木材加工業、製材材木業から発生する、例えばかんなくずとか、そういった部類

になると思います。 

 以上でございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  ちょっと心配なところは、出水建設の関連会社ということで、こう

いうところに廃材が持ち込まれるということは絶対ないということは確認できますでしょうか。 
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◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  廃材については持ち込みをしないということでござい

ます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  確認がとれているということで理解してよろしいですか。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  事業者のほうに確認してございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  あと、施設と近隣住民との関係についてちょっとお尋ねしたいんで

すが、位置図を見ますと、近隣には住宅はないようでありますけれども、事前の説明では、一

応２００メートル以内には何軒か住居があるということで、そうしたところについては対応し

たということを伺っているわけですけれども、現時点ではまだ法定の手続に入っていないとい

うことですので、どういう処置がされているのか、どういう対応がされているのかについて、

ちょっと詳しく触れていただければありがたいと思います。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  近隣への説明の状況についてご説明をさせていただき

ます。 

 今委員からお話をいただきましたとおり、２００メートルぎりぎりのところで住宅地にかか

る部分、北側の部分でございますが、ございます。そちらの地域につきましては既に説明、地

域の方への個別の説明を終えておりまして、おおむね理解を得られたという報告を受けており

ます。 

 また、南大沢になりますが、地域の自治会・町会の会長さん、あるいは役員の方に地域その

ほかへのご説明についての可否、必要性についてご相談いただいておりまして、役員さんの中

からもう少し範囲を広げて説明をしてほしいという要望を受けているようでございます。それ

につきましては、事業者のほうは丁寧な説明をして、十分ご理解を得られるように進めていき

たいというふうに聞いております。 

◎第９番【鈴木勇次君】  そうしますと、八王子側の２００メートル以内のところの住民の

方々には了解をいただいて、なおかつ北側になるんでしょうか、北側の南大沢の町会等につい

ても一定の説明をし、理解をいただいているということで、今認識しました。 

 もう一つ、この施設は町田市側の地域ともかなり近く隣接している状況がありますけれども、

緑地帯になっているという状況、現状ではそういう状況になっていると思うんですが、こちら

の地域に住宅が建つというような計画、あるいは町田市側の住民との関係でどういう説明等が

なされているのかということについて伺いたいと思います。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  町田市側への説明について答弁申し上げます。 

 町田市区域側の周辺２００メートルの範囲内において、町田市のほうには今おっしゃられた

ように住居はございませんが、事業者側のほうで、本年２月に町田市役所のほうへ説明に行っ

ております。その際、町田市役所のほうでは、この地域の上小山田町会という、町会長さんの

連絡先を教えていただきまして、そちらの町会長さんに事業者のほうからご相談申し上げたと

ころ、計画地の隣接、近隣には住居がないため、特別な説明は結構ですよという回答をいただ
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いているという報告を受けております。 

 また、本年６月には町田の環境関係の部署へ事業者より説明に行っており、町田の担当から

は指示事項は特になかったというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  そうしますと、現存する近隣の住宅、住民あるいは町会との関係で

はほぼ了解をいただいているというふうに理解しましたが、この都道１５８号線の北側は現在

住宅はほとんど建ってないわけですけれども、先ほど計画地そのものは準工業地域だというこ

とでお聞きしましたが、こうした近隣地域に今後住宅が建つような地域というのは予定されて

いないかどうか、その点について確認したいんですけど。 

◎会長【梶山 修君】  井上課長。 

◎建築指導課長【井上 玲君】  本件申請地の北側につきましては幅員約５８メートルの都道

がございまして、都道のさらに北側につきましては都市計画公園に指定されておりますので、

この部分に今後とも住宅が建つということはございません。 

◎第９番【鈴木勇次君】  そうすると、近隣住宅その他についての心配はほぼクリアしている

というふうに理解いたしました。 

 もう一つ、この計画の概要ですと、面積そのものは０.９２ヘクタールということになって

いるわけでありますけれども、もし１ヘクタールを超えた場合には、何か特別な法的な規制、

特別な手続というものがあわせて必要になるというようなことがございますでしょうか。その

点についてちょっと説明いただければありがたいと思います。 

◎会長【梶山 修君】  橋本課長。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  １ヘクタールを超えていた場合どうかということでご

ざいますが、特に超えた場合でもほかに影響するような法令、関連することはないということ

でございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  今後、この施設をつくるにおいてどのように今後進捗していくのか、

手続の概要について、最後にお聞きして終わりたいと思います。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  今後の手続についてご説明させていただきます。 

 今後、本件の施設の建設に当たっては建築基準法第５１条ただし書きの許可の手続のほかに

準工業地域における肥料の製造の許可の手続及びその後建築確認申請が必要となります。また、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条による一般廃棄物処理施設設置の許可及び第１４条

に基づきます産業廃棄物の処分業の許可の手続を東京都に行うということになります。さらに、

私ども市のごみ減量対策課へは廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の規定によりまして、

一般廃棄物の処理業の許可を取得する手続が必要となります。 

 以上でございます。 

◎会長【梶山 修君】  ほかにご発言はございませんか。碓井委員。 
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◎第２番【碓井惠夫君】  今の質問と重なる部分もあるかもしれませんが、一、二お伺いさせ

てください。 

 既に八王子市内の小学校について、給食等から出る生ごみの処理を瑞穂の業者のほうへ委託

している、こういうことがあるようでございますね。それで、新しく八王子の南大沢、この地

点に工場ができるとすれば、まず近いところで処理するのが妥当かなと思われるのですが、そ

のあたりがどうなるのでしょうか。 

 それと、市の教育委員会のほうで契約している相手がここに出てきているイズミという会社

と同じものであるのかどうか。イズミという会社が瑞穂にも工場を持ち、そしてまた南大沢の

ほうにも工場を持つというようなことになるのかどうか。このことと、既にそういう委託に出

している生ごみをここに一括して処理することになっているかどうか、お伺いさせてください。 

◎会長【梶山 修君】  橋本課長。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  １点目の小学校の給食の生ごみについてでございます

が、委員おっしゃるとおり、基本的にはごみの処理、いわゆる自区内処理ということが大原則

にあると思います。今は市内にそれを有効に再利用する施設がないことから他市へ持ち込んで

いる実態がございますので、もしこの施設ができれば、そちらのほうへ誘導するようなことも

必要なことだと思っております。 

 また、瑞穂に既存の堆肥処理施設があるものが、この企業と同一かというお問い合わせが２

点目にございました。この企業とはまた別の法人がやっているところでございます。 

 以上でございます。 

◎第２番【碓井惠夫君】  もう一点お願いします。 

 １ヘクタール未満の敷地の中の工場で日量８０トンを目指した処理をしたいということのよ

うですけれども、ここは準工業地で、容積率２００、建ぺい率が６０ということなので、ちょ

っと狭いのではないか。つまり、発酵するにも相当期間がかかると伺っておりますけれども、

そういうものを処理していくについては長期間ですから、それを保管する場所も必要だろうと

いうようなことを考えますと、この敷地内で、今後、見通しとしておさまるのだろうかという

ことをちょっと疑問に思います。 

 それで、ここは私どもが出しますごみの処分場ではあるけれども、考え方としては処分する、

そこで終わりというのではなくて、これがリサイクルというように、新しい堆肥を製造する工

場であるというイメージが必要ではなかろうか。町田市側には火葬場もありますし、霊園も大

きくできているようですし、そういったような、あるイメージでもってこういうところに位置

づけるのではなくて、ここは新しい１つのまちづくりの一角としてそういう位置づけでなされ

なければならないのではないか。つまり、製造工場であり、単なる処分工場ではない。そのよ

うに思うわけです。そうしたときに周りに木を植えるというようなこともあるようですが、も

う少し公園化したような、緑豊かに、そこに調和できるような、そういった工場であってほし
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い。ここで物を処分して、物をつくって、販売するというだけではなくて、何かそういった今

後のビジョンとしてあってしかるべきものではなかろうか。ましてやモデル的な工場として、

八王子市内でやるわけですから。そういったことから考えますと、１ヘクタールもない三角地

で、ちょっと狭いのではないか。今後どうするのか。先ほど他の委員のご質問にもお答えがあ

りましたけれども、拡張することになったらどうなのかということを私はちょっと心配して、

お伺いしたいと思います。そういう見通しはどのようになるのでしょうか。 

◎会長【梶山 修君】  渡辺部長。 

◎環境部清掃事業担当部長【渡辺 孝君】  委員おっしゃるとおり、確かに敷地的にはそれほ

ど余裕はないという状況にあろうかと思います。こういった施設をつくれる適地がなかなかそ

れだけの広さのものがない。用途地域の問題もございまして、ないという中でここでというこ

とになりました。建ぺい率とか容積率は、これを下回る中で設計し、工夫しながら新しい施設

をつくっていくということになろうかと思います。ですから、若干手狭ではありますけれども、

施設としては、法的には問題ないのかなというふうに思っております。ただ、ここは多摩ニュ

ータウンということで、緑豊かなまちでございます。そういうコンセプトでまちづくりも行っ

てきている状況もございます。ですから、もちろん植樹、工場の周辺には木を植えてもらうと

いうこともありますし、あるいは建物の色、屋根とか壁の色、こういったものも緑に合うよう

な、マッチするような色使い、そういったところで、景観への配慮、こういったものも指導し

ていきたいというふうに思っております。 

◎会長【梶山 修君】  井上委員。 

◎第７番【井上睦子君】  何点かお伺いいたします。 

 株式会社イズミ環境についてですが、２００９年の設立ということで、堆肥化事業の実績は

ない、これが初めての事業ということですが、一般廃棄物や産業廃棄物の処理については実績

のある会社なのでしょうか。 

◎会長【梶山 修君】  橋本課長。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  イズミの実績についてご説明させていただきます。 

 堆肥の施設については今回初ということになりますが、廃棄物の収集運搬、取り扱いについ

ての実績はあるというふうに聞いております。 

◎第７番【井上睦子君】  収集運搬という取り扱いの実績であって、具体的に最終的な産業廃

棄物の処理ということの実績はないということでしょうか。そこを明確にしていただきたいと

思います。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  最終的な処分業はしているという話は聞いておりませ

ん。 

◎第７番【井上睦子君】  そうしますと、今回の事業が初めての廃棄物と堆肥化、加工販売ま

での最初の事業ということになるということですね。 
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 東京都に出された生活環境影響調査をいただきました。問題は騒音と臭気になると思います。

騒音に関しては、施設の稼働時の騒音レベルが、これは出された資料ですが、敷地境界４で環

境保全目標が６０に対して５８.２、あるいはこれが８時から１７時の時間帯ですね。１７時

から翌８時の時間帯では敷地境界１という地点で環境保全目標が５０に対して４９.４と、目

標値は下回るわけですけれども、かなりぎりぎりのレベルだという地点があるわけです。これ

に関して分析結果として東京都もこれを了とするということなんでしょうけれども、その時々

の稼働時の状況によっては騒音レベルが環境保全目標を上回るということも懸念されるわけで

すけれども、そうしたことに対してどういう保全目標値を下回るような対応策がとられていく

のか。そうしたことは詰められておりますでしょうか。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  今、お話しございましたとおり、昼間の時間帯、朝８

時から夜１７時までの間で６５デシベルに対して、一番高い場所で６０デシベル。また、１７

時から翌朝８時までの間の基準が６０デシベルに対して５８デシベルということでございます。

まず１つは、この数字が非常に近いというお話がございましたが、騒音のレベルの場合には、

ログというんですか、対数で評価している部分がございまして、倍の音でも、エネルギーでも

２デシベルとかしか上がらないということがございますので、数字上、６５デシベルと６０デ

シベルというとあまり違わないように数字上は見受けられますが、かなり大きな違いがあると

いうことが１点と、距離減衰、これはあくまで敷地境界ではかった数字でございます。音につ

きましては距離によってかなり減衰いたします。５８メートル級の道路もあることから、また、

近くの住居まで２００メートル離れているということも踏まえますと、実際のお住まいの方々

への影響というのはほとんどないという認識をしております。 

 以上でございます。 

◎第７番【井上睦子君】  民地のお住まいの方々への影響はないという数値だということです

が、保全目標なり基準値に近い、実際にはどのような騒音の音の大きさとして聞こえるのか、

想像がつかないわけですけれども、オーバーする場合があるといった場合には、それはどうい

うふうに監視されて、目標値、あるいは基準値以下になるように指導されるというのか。その

辺の手だてといいますか、対応策を教えていただきたいと思います。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  市のほうでは生活環境を守るため、環境部の中でも生

活環境を守る業務を行っておりまして、例えば環境保全課の中では実際に騒音測定器も有して

いるところでございます。もしそういうような事態が発生した場合には敷地境界での測定も十

分可能でございまして、その場合には測定の上事業者に対して指導していくことは可能だと思

います。万が一その場合には発生源の改良、あるいは外側からの壁を少し厚くするとか、防音

対策とか、やり方はいろいろ万が一のときはあろうかと思いますが、そのような対策はとれる

と思います。 

◎会長【梶山 修君】  渡辺部長。 
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◎環境部清掃事業担当部長【渡辺 孝君】  事後的にはしっかり施設ができた後もそういった

形での監視をしますけれども、今の事前の相談、準備の段階でしっかり使用する機器等の低騒

音型とか、あるいは防音ダンパーをつけるとか、そういった部分での指導は設計段階でしっか

りしていきたいというふうに思っております。 

◎第７番【井上睦子君】  設計段階での指導の結果、測定騒音レベルが５８とか、４９とかと

いう近い数値になっているわけですね。ですから、その後の対応策をお聞きしたわけです。 

 もう一つ臭気ですけれども、これはやはり原料ホッパー、入口のところは２５.０として、

臭気指数は２７以下が目標ですが、高く、発酵槽の出口なり敷地境界に行くに従って低くはな

っているわけです。この臭気の予測というのはどういう予測に基づいてなるのか。敷地境界で

は最大が２.４。発酵槽の出口では最大が６.０というふうに東京都への報告では出ているわけ

ですけれども、この予測値というものについて、市としてもこの予測値が正しいというか、正

確さがあるというふうに、どういうふうに確認されているんでしょうか。 

◎会長【梶山 修君】  橋本課長。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  基本的にはこの数字、最終的な敷地境界等での数字に

つきましては、井上委員にはさきにご要望がございましたので、渡してございますが、環境影

響調査報告書の中で７２ページに計算式が載っておりまして、ある一定の濃度、例えばアンモ

ニアでしたらアンモニアの濃度に対して、計算式で当てはめて、強度、臭気の強さを出すとい

う、机上で計算した値になります。 

◎第７番【井上睦子君】  そういう評価しかできないというふうに思いますが、八戸のほうに

視察に行かれたということで、臭気指数はその時点でほとんど感じられないというようなこと

でしたけれども、幾つだったんでしょうか。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  臭気指数の測定につきまして、実際にはその資格を持

った方が集気びんでにおいをとって、空気を何倍に希釈すればにおいを感じなくなるかという、

専門的な検査機関による検査をしなければ、数字というのは出ないところでございます。今回

の場合には臭気を捕集して検査機関に出したということではございませんで、職員の鼻で感じ

てきたということになります。 

◎第７番【井上睦子君】  八戸は工場が稼働していて、そこのデータとしてはないわけですか。

あちらが持っているデータとか。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  先方の事業者さんのほうであらかじめとった数字があ

ればぜひいただけないかというお話を申し上げましたところ、そういった測定は実施してない

ので、さしあげられないということで、いただけませんでした。 

 以上でございます。 

◎第７番【井上睦子君】  もう一つ、ガスの発生の問題ですけれども、資料をいただいた中で

はオズマニック方式なので、ガスは発生しないということで評価の対象になっていないわけで
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すが、普通発酵させるとガスが出るというふうに考えるわけですけれども、これはガスが発生

しないという方式だと書いてあるんですが、どういうメカニズムでガスについては環境影響調

査をしてないんでしょうか。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  化学的な話になってしまうのですが、好気性、気体が

好きな好気性というのと嫌気性、嫌いなというのがございまして、発酵ですとガスが発生しな

い。腐敗ですとガスが発生するということなんですね。いわゆる腐るときにはガスが発生して、

発酵の場合にはガスが発生しない。今回のこの方式では、腐敗でなくて、発酵のほうを促すと

いうことで、ガスが発生しないということでございます。 

◎第７番【井上睦子君】  それは八戸のほうもそういうシステムだと。同じ日本システムでし

たっけ。研究所のプラントということで、同一のものということですね。排水も出ないという

ふうにありますけれども、それは水分を含んだ堆肥になるというようなことを書いてあったん

ですけれども、それも現場で確認していらっしゃったんでしょうか。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  現地で水分、その部分から発生する水がほんとうにな

いかどうかも確認してまいりました。実際にそれはございませんでした。 

◎第７番【井上睦子君】  生ごみの処理と堆肥化ということで、騒音と臭気、それから排水の

問題等心配するわけですけれども、八戸での視察の中では、そういう報告がありました。そう

いうシステムだということも、ホームページなどではプラント会社からのであるんですけれど

も、ぜひ稼働状況がどうなのかということは、今後も稼働後もきちんと行政として対応すると

いうか、監視するということが必要だというふうに思います。 

 もう一つは、八王子のごみ減量にどのように効果があるかという問題ですが、生ごみが４

０％ということですが、八王子市の排出する生ごみの量以上を処理できる能力があるというこ

とですが、逆に言えば積極的に４０％の事業系の生ごみの減量化ができるということになると

いうふうに思うんですけれども、それに対して行政側がどのように計画を持っているのか。そ

の辺を明らかにしていただきたいと思います。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  決算が済んでいます２１年度の数字で申し上げますと、

事業系のごみ自体が３万７,０００トンぐらいございます。そのうちの４０％、約１万５,００

０トンが事業系の生ごみということになります。法人のほうの処理施設は、先ほど申し上げま

したとおり、８０トンの３００日稼働ですと、２万４,０００トンということで、事業系の生

ごみ、先ほど申し上げました１万５,０００トンを優に飲み込んでしまう数字ではございます。

ただ、全量そのまま排出事業者が資源化のほうへ全部持っていくこと、そのままでは持ってい

ってくれるということがすんなりいくとは思えないのですが、単なる、ごみの減量ということ

ではなくて、再資源化という観点になろうかと思います。ごみの発生量として減るということ

にはならないということでございますけれども、ただ、今までは焼却処分していたということ

が、堆肥という価値のあるものに変わるということからすれば、市のほうでもそちらのほうへ
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誘導するといいますか、持っていけるようなことを今後展開してまいりたいとは思っておりま

す。 

◎会長【梶山 修君】  渡辺担当部長。 

◎環境部清掃事業担当部長【渡辺 孝君】  今の課長の答弁に加えまして、１つはこの施設を

つくりますと、八王子の市内にできますと、今までこういう生ごみの堆肥化については、例え

ば２３区、都心まで運んでいるような状況もありました。そういう部分で輸送費がこちらの施

設のほうが安く済むということで、こちらに持ってきていただくことができるのかなというふ

うに思っておりますし、さらに行政側としてそういった事業者の皆さんがこの施設のほうへ持

っていっていただけるように、インセンティブがつくような、何かそういう仕掛けを考えてい

きたいというふうに思っております。 

◎第７番【井上睦子君】  最後になりますが、近隣住民との説明会の関係は先ほどご説明があ

りました。ただ、南大沢に関してはこれから説明会が対象を広げて開催されるということです

ね。その日時は決定しているのか。そしてそこで出てきたさまざまな市民の意見があるとすれ

ば、行政側はそれに対してどういうふうな対応をしていくのか。お聞かせいただきたいと思い

ます。 

◎会長【梶山 修君】  橋本課長。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  説明会についてご回答いたします。 

 今町会の会長さん、あるいは理事の皆様とご相談して、説明の範囲についてご相談をさせて

いただいているとのことでございます。基本的にはその範囲についてはご要望をできるだけお

聞きして丁寧に説明したいというふうに聞いております。また、声に対して市のほうでどうい

う対応をしていくかということでございましたが、市のほうとしましては住民の方の理解が得

られるような形で説明、あるいは対応してほしいというふうに指導しております。 

◎第７番【井上睦子君】  町田市側ですけれども、以前廃プラスチックの施設の建設のときで、

これは町田側にできる施設で住民の反対運動がかなりあったということの記憶があります。町

田のほうはまちづくり条例か何かで施設の中心から何メートル以内に説明をしなければいけな

いというのを町田市条例で持っていたと思うんですが、八王子市の施設ですので、条例が適用

になるのか、ならないのか。今回の対応としては、当該地域の町会長さんのお話ということで

済んでいますけれども、町田市の条例の手続上、そこら辺は大丈夫なのかどうかの確認をした

いんですが。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  先ほどご説明を少し申し上げましたが、町田市のほう

に確認したところでは、今の範囲、あるいは町会長へのご相談だけでよろしいというふうに聞

いておりますので、それ以上に向こうの条例等での制約はないものと理解しております。 

◎会長【梶山 修君】  ほかに発言はございますか。近藤委員。 

◎第５番【近藤 充君】  それでは、今まで各論の部分につきましてはさきの委員等の質問に
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よって、懸念されている部分が随分わかりました。払拭とまでいかなくても大方わかってきた

ような気がします。多くの部長さんが答弁用にご用意いただいていますので、お尋ねしたいと

いうふうに思います。 

 まず、私どもの市長のキャッチフレーズであります入るをはかりて出ずるを制すという点か

らお尋ねをしたいと思いますけれども、この審議会が都市計画審議会でございますので、その

観点からもお尋ねしたいんですが、まずこの会社が出店してくれます。そうすると、これは産

業振興の部分でも大変受け入れがありがたいことだというふうに私は思います。本来なら市が

やらなきゃいけないことを民間の業者さんがかわってやってくれるわけですから。民間の業者

さんがリスクを背負ってまで来てくれるということになりますね。その中で、ただ、民間の業

者さんにはノルマとして固定資産税が発生してきますけれども、固定資産税の収入はどのくら

いのものが見込まれているんでしょうか。 

◎会長【梶山 修君】  大西主幹。 

◎産業振興部ものづくり担当主幹【大西健二君】  この施設ができることによりどれだけ固定

資産税の税収が増えるかということでございますけれども、この土地につきましては今までＵ

Ｒが所有して納税しておりまして、所有者が変わるということで税収の増加はございませんが、

建物につきましては、新たに建物が建つということで純増になるというふうに理解しておりま

す。ただ、この金額につきましては、建物ができて評価をされないとわからないので、大変恐

縮ですが、金額はわかりませんが、大きな経済効果であるというふうに理解しております。 

◎第５番【近藤 充君】  事業規模で８０トンを１日に処理する処理能力があるということで

すが、満杯じゃなくても処理していって、年間動いたときの事業の収益から見込まれる法人市

民税はどのくらいになりますか。 

◎産業振興部ものづくり担当主幹【大西健二君】  この事業計画によるところの法人市民税と

いうのは、税にかかわるもので、こちらのほうで把握しご答弁はできないところでございます。

今回の施設につきましては、いきいき企業支援条例の対象、要するに、八王子市の企業誘致条

例の対象になるものではございませんので、その点、より詳細な数字は把握してないことをお

わび申し上げますが、そのような状況でございます。 

◎第５番【近藤 充君】  最低でも法人市民税は５万円ぐらい取られるんでしょう。赤字でも。

事業所税、いろいろ出ますね。最低の部分でも。その見込みも相当あるということでいいんで

すね。これは何かのときに調査ができればありがたいというふうに思います。 

 建物の建屋というんですか、形は見せていただきました。どのくらいの人が雇用される。雇

用が厳しい状況ですから、例えばここで１００人とか雇っていただいたらこんなありがたいこ

とはないなと思いますが、その辺はどんな状況ですか。 

◎産業振興部ものづくり担当主幹【大西健二君】  雇用規模につきましては、１０人の方がこ

ちらでお働きになるというふうに聞いております。非常に雇用環境の厳しい中で、従業員の方
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を雇ってこの事業が展開されることは非常に大きな効果であると理解しております。 

◎第５番【近藤 充君】  そうですか。それはそれで、たくさんの方を雇っていただけるよう

になれば、先ほど他の委員からもありました。施設が小さいんじゃないか。もし増設でもでき

れば、大変そういった意味でも就労人口の確保には当たるなというふうに思っています。 

 それから、出ずるの部分ですが、出ずるを制すの部分で、これだけの量が、本来ならば一廃

で、今、戸吹の清掃工場とかに処理をされているわけですが、２５円、業者さんが払って、持

ち込みます。２５円を業者さんは払うんですけれども、一般の業者さんは、例えば先ほどお話

があったレストランの生ごみが高いお金を払って運送業者さんに持っていってもらう。そして、

八王子市に２５円に払って燃しているということですね。燃すときに、２５円以外に八王子市

ではたくさん費用がかかっているはずですね。これは１キロ当たり幾らぐらいで、この数字が

８０トンだと仮にしたときに、どのくらい八王子市が重油を使わなくて、燃さなくて済むよう

になるか。これはお金に計算するとどのくらいになりますか。 

◎会長【梶山 修君】  橋本課長。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  処理経費についてご説明申し上げます。 

 戸吹の清掃工場におきます処理経費につきましてはトン当たり２万３,３２９円という２１

年度の実績がございます。しかし、これを単純に日量８０トン掛ける３００日というふうには

なかなかいかないかなと思っております。人件費がそのまま少なくなるとか、固定費がそのま

ま減るということにはなりません。ただ、量的なお話でご説明をさせていただきますと、先ほ

ど来申し上げています可燃ごみの３４％が事業系のごみ。そのうち４０％が生ごみということ

になりますと、３４％掛ける４０％ということで、それが全体、可燃ごみの何％を占めるかと

いうと約１４％。全量をこちらの業者さんにお引き受けいただけると全体の可燃ごみの１４％

が減る。そのうち半分ぐらいお世話になったとすると、７％ぐらいは減るということには、量

としてはそれだけの取り扱う量が少なく済むということは申し上げられると思います。ただ、

それが全量をお願いして１４％経費が削減できる。あるいは半分お願いして、７％経費が削減

できるというふうには単純にはちょっといかないかと思いますが、そんな計算になろうかと思

います。 

◎第５番【近藤 充君】  量についてはわかりました。私が先ほど申し上げたのは、今２５円

で業者さんが市へ持ち込みます。そうすると、市は２５円のほかに経費としては相当かかって

いるわけですね。人件費を抜いたとしたって、重油を入れて燃して、清掃工場のもともとの減

価償却なんか考えたら、とてもじゃないけど、２５円じゃ追いつかないんだと思いますよ。た

またま私はここで仕事でよく多摩環境組合の清掃工場へちょくちょく行きますので、この辺を

走っていますと、確かに先ほどお話があったＵＲの土地が、遊休地が多いです。この遊休地は、

今までは減免されているんですか。それとも満額、土地の固定資産税は払っているんですか。 

◎会長【梶山 修君】  大西主幹。 
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◎産業振興部ものづくり担当主幹【大西健二君】  ＵＲの所有する土地につきましては通常の

法人、個人と同様に満額の固定資産税が課せられております。 

◎第５番【近藤 充君】  そうすると、ＵＲにとったって、今までただあいていた土地を、満

額の税金を払っていたのを、今度業者さんが来ていただければ、民間業者が来てくれたおかげ

で大変ありがたいわけでしょう。そういう意味では企業誘致ということについては、誘致でな

くて、先ほど業者さんから手を挙げたアイデアの提出でこういうふうに来られたということで

すから、それはそれで歓迎すべきだと思いますし、先ほどのお金の話ですけれども、例えば本

市の清掃工場の延命ということにもつながってくるというふうに思うんです。大きな目で見れ

ば。ごみがそれだけ減るんですから。おそらく今申し上げました多摩の清掃工場なんかだって、

直近ですから。私は現場を見てきましたけど、直近の場所ですね。尾根幹通りの１キロあるか

ないかぐらい。だから、おそらく多摩市の人なんかもすごく、うちよりもある意味じゃ、ごみ

減量・リサイクルに対して熱心なところがありますから、そういう意味で減量につながるとい

うことになれば大変ありがたいというふうに思います。その辺をぜひ今後とも企業誘致とか、

せっかくこういう優良な企業さんが頑張りたいといったときはご支援をいただければありがた

いなというふうに私は逆にお願いもしたいというふうに思います。 

 もう一つ、今後の問題として気をつけなきゃいけないのは、これが１つ許されたなら、生ご

みを堆肥にするんならおれたちもやりたいという人が必ず出てくるというふうに思います。そ

の中で、今残念ながら、八王子市内の調整区域にはこれに準じたような剪定枝を、それに近い、

堆肥に近い肥料にするための工場があったり、私どもの担当する奥の山の中では、山の中でこ

ういったことを民間の方がされている。ＮＰＯ法人なら何でもいいやということでもないんだ

というふうに思いますね。そうすると、今回の場合は５１条のただし書きですから、準工業に

はつくられない工場をつくるから５１条のただし書きが必要だ。工業地域には要らないわけで

すね。そうでしょう。皆うなずいているからそうだね。工業地域にはこういったものがどんど

んできるということはあり得るんですか。 

◎会長【梶山 修君】  井上課長。 

◎建築指導課長【井上 玲君】  ５１条ただし書きについてご説明させていただきます。今回

の施設はごみ処理施設ということで本来的には都市計画で位置を決定しなければ建築できない

という施設でございます。これにつきましては用途地域の規制とは関係なく制限されているも

のでございまして、今回の５１条ただし書きが適用になったということは準工業地域であるか

らということではなくて、例えば工業地域、あるいは用途地域が無指定のところでもこういう

施設をつくる場合には適用になるということでございます。 

◎第５番【近藤 充君】  わかりました。 

 そうすると、循環型社会の構築を目指す八王子市、堆肥化を目指す八王子市なんかにとって

はありがたい施設であるけれども、どこでも構わない、無許可でできるという事業じゃないと
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いうことですね。そういうことで理解しました。そのときはそのときで、きちっと市計審にか

かってくるんでしょうから、それはそのときで精査すればいいというふうに思いますけれども、

いずれにいたしましても、先ほど申し上げた入るをはかりての部分での大変メリットが大きい

というふうに私は思いますので、ぜひその辺は行政の方が先ほどほかの委員からもあった懸念

されている部分についてはしっかりと指導していただいて、進めていただければありがたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

◎会長【梶山 修君】  ほかにご発言はありますか。高木委員。 

◎第１６番【高木正友君】  また再び確認したいんですけれども、生ごみを集めるトラックで

すね。交通がどう変わってくるかということなんです。全体３万７,０００トンの１４％が生

ごみで、それが戸吹とか、館町とか、清掃工場に行くトラックの流れが、この事業がうまくい

くと、こちらの地域のほうにトラックが全部行っちゃうのか。そうした場合に、住宅からわず

か２００メートル離れたところにトラックが、どんどん流れが変わっていくのか。この業者さ

んの１日８０トンの処理するためにトラックはどれくらいの量がそこに流れ込んでいくのか。

また、８０トン、この業者さんの損しない能力は幾つ集めるとこれが成り立つのか。そうしな

いと、８０トンのところまでどんどんいくと思うんですね。そのときにトラックの交通事情が

どういうふうな関係になるのか。これをお尋ねします。 

 もう一つ、最初に出ました八戸の、近隣にないから八戸に行ったんだと思うんですけれども、

八戸の処理能力並びに面積。先ほど来出ていますね。においの問題もあったけど、どういう地

域のところか、私どもから考えると、非常に広大な土地の離れたところにあるような気もする

し、生ごみが八戸のどこかわからないけど、こんなに人口密度の高いところじゃない、かなり

遠いところから集めてきているかもしれない。そういうことで、八戸の紹介があったんですけ

れども、八戸の処理能力なり、今のここと比べたときに、何点か比べられる項目があるかと思

うんです。その辺のことは、先ほどの説明には処理能力もなかったか、敷地面積もなかったか

と思うので、その辺のことをわかっている範囲で教えてください。２点です。お願いします。 

◎会長【梶山 修君】  井上課長。 

◎建築指導課長【井上 玲君】  私のほうから交通量の件についてお答えをさせていただきま

す。 

 本件の計画でございますけれども、生ごみ等の搬入につきましては、往復で最大で９４台、

車両が出入りするだろうという見込みでございます。９４台、往復でございます。その中で、

各１時間ごとを見ますと、多いときで２０台、少ないときで４台ぐらいという形で推移すると

予想しております。出入りします前面の道路につきましては、町田市道の６メートルの道路で

ございますけれども、現在のこの道路の朝７時から夜７時までの交通量でございますが、約２,

３００台ございまして、それに今回のこの施設ができることによって９４台増えるということ
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で、割合的には交通量全体の約４％ということで、交通量の増加はそれほどないというふうに

考えております。 

◎会長【梶山 修君】  橋本課長。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  青森、八戸の施設の規模についてご回答申し上げます。 

 日量、日に処理する量は１５トンの施設でございます。用途的には、当初無指定だったもの

を工業地域に変更して現在に至っていると聞いております。面積的には正確なお話は具体的に

いただけなかったんですが、１ヘクタールには満たないというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

◎第１６番【高木正友君】  最初に、八戸の件はわかりました。かなりレベルが違うんだと思

いますね。 

 それから、八戸以外にはないんですね。こういうような設備は。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  同じシステムで同じような方法でやっているところは、

探しましたが、見つかりませんでした。 

◎第１６番【高木正友君】  交通量のほうなんですけれども、平均で物事は考えられないので、

やっぱり皆が通勤する通勤時間帯のところですね。平均的にとるのは非常に危ないと思うんで

すね。だから、この業者が通勤時間帯はまだ関係はないかと思うんですけどね。交通について

はぜひともこの業者が稼働する、ごみを集める時間帯、その辺を中心にして、よく調べて、対

策を打っていただきたいなと思います。結局戸吹に行かなくなって、その業者に完全に、各清

掃工場に行くトラックが、各家庭で集めたものが直接この業者に行くような形に最終的になる

と考えていいんですかね。うまくいったときには。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  現在は事業系の生ごみを対象にした事業というふうに

認識しております。一般家庭から出る家庭ごみにつきましては、市の清掃工場のほうに搬入さ

れるということでございます。 

◎会長【梶山 修君】  ほかにご意見はありますか。伊藤委員。 

◎第８番【伊藤裕司君】  ２点ほどお願いしたいと思いますが、１つはまず質問ですけれども、

先ほど来、近隣住民の説明理解というお話がありましたけれども、例えば先ほどのお話で、南

大沢の町会長並びに理事の役員の方々が、広く説明会をしてほしいという要望があって、開催

されたとして、その中で、これについてはどうも賛成しかねるというような意見が多かった場

合はどういうふうになるんでしょうか。 

◎会長【梶山 修君】  橋本課長。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  要件として地域の同意までは法律上は求めてはおりま

せんが、しかし、地域の理解がない中で、こういった事業を進めるということは好ましくない

ことだと認識しておりますので、地域の方の理解が得られるまで、十分な丁寧な説明をするよ

う指導していきたいと思っております。 
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◎第８番【伊藤裕司君】  おそらくその辺の取り決めがあるんだろうと思うんですね。何百メ

ートル以内とか。おそらく南大沢町会長並びに理事、役員の方々が言われるのは、それ以外の

ところの方々への説明だろうと想像するんですが、そうした中で、この審議会でもし賛成とい

うことになったとした場合、食い違いが出てくるわけですね。その辺はどのようになっちゃう

んでしょうか。 

◎会長【梶山 修君】  渡辺担当部長。 

◎環境部清掃事業担当部長【渡辺 孝君】  最終的に結果がどうなるか、確かに今の時点では

私ども見通せない部分もございますけれども、ただ今ご説明をこれまでしてきた経過等を伺っ

ておりますと、基本的に多くの方は、これからの時代、こういったリサイクル・資源化は必要

ですよねということで理解を示している方が非常に多いということは聞いております。また、

嫌だ、あるいは反対だとおっしゃった方も、理由は何ですかと聞いたときには、明快なお答え

がないんですね。嫌だから嫌だというようなお答えをする方がいらっしゃったということも聞

いておりまして、ただ、嫌だから嫌だということで、じゃ、やらないというわけにもこれはい

かないのかなというふうに思っております。 

◎第８番【伊藤裕司君】  その辺、ちょっとあいまいなような気がしたので、あえて質問させ

ていただいたんですけれども、おそらく許可のいろいろな要件をクリアしてこの審議会に提案

されたろうと思うんですね。ですから、それに基づいて審議するということが第一かなと思い

ますけれども、先ほど言った場合の可能性もなきにしもあらずというようなことは、ある程度

予想しておく必要があるんじゃないかなという気がいたしております。 

 それから、要望がもう一つありますが、先ほど騒音とか臭気とか、ガスの発生等々で、生活

環境影響調査の資料があるようなんですけど、私たち、その資料がないんですね。できました

ら、同じ土俵で審議できるように、そういうデータで提供できるものはあらかじめ用意してお

いていただければ、審議がスムーズにいくかなと思いますので、これは要望にとどめておきま

す。 

 以上でございます。 

◎会長【梶山 修君】  今の伊藤委員の要望については、都計審としてもできる限り資料を提

供していただいて、わかりやすい、何も全部環境アセスの厚いやつを出す必要もないと思いま

すが、大事なところだけ幾らかあると思うんですね。それは全委員に提供していただけるよう

に私からもお願いしたいなと思います。 

 ほかにご質問はございますか。小林委員。 

◎第４番【小林信夫君】  私のほうから原始的な質問を１つさせていただきたいと思いますが、

これまでも生ごみの処理をして堆肥化するというのは全国各地で始まっていますね。最初に指

摘されていた問題というのが、生ごみの中にまざっている混在物によって商品化が非常に難し

いという指摘がよくあるわけですが、八戸のほうも視察されたということですけれども、事業
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系の生ごみの回収に際してその点の心配はないのかどうか。どうやってきちんとチェックとい

うとおかしいけど、間違いなく、そういう不純物が混ざってないんだということを、確認とい

いますか、担保するための方策というのを事業主は考えているのかどうか、ちょっと確認させ

ていただきたいと思います。 

◎会長【梶山 修君】  橋本課長。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  生ごみの中の不純物、不適物の混入についてというご

質問をいただきました。事業系の生ごみにつきましては、一般家庭から発生します生ごみに比

べまして、食品以外のものが混入する可能性は少ないという認識はしております。ただ、完全

に皆無ではございません。事業者のほうではどうするかといいますと、搬入時、あるいは製品

にして混練している途中、そして最終的に製品にする段階、３段階ぐらいに分けて、混入に対

するチェックはするというふうに聞いております。 

◎第４番【小林信夫君】  わかりました。多分これも人間の目で、当然機械を使っての検査等

もあるんでしょうが、なかなか１００％不純物が入っていませんよと言い切るまでには難しい

と思うんですが、少なくともこうしたものをやる以上は成功裏に終わっていただきたいので、

事業者としても当然利益が出るような商品をつくらなければならないわけですから、その辺は

しっかりと事業者のほうにも話をしていただいて、万が一にもそういう商品としてふさわしく

ないような品物が八王子が許可した工場からできたということがないように、行政としても強

い関心を持っていただきたいと思います。 

 もう一点は、今回のテーマに直接関係はないのかもわかりませんが、先ほどの説明ですと、

事業者のほうからこういうことをやりたいんだけどというような話が市のほうに届いたという、

そういう流れですね。生ごみの処理といいますか、資源化を含め、生ごみの減量については市

議会のほうでもいろいろな議論がこれまでにもありましたし、その中で、生ごみだけじゃない

んでしょうけど、ごみ処理の基本計画の中でこれを位置づけてきちっと計画をつくるんだとい

う話もあるわけですが、こうしたことが頻繁に起こってくるとすると、市のほうがこういう方

向でこんなふうにやっていくんだよという具体的なものを出す前に民間のほうがどんどんやっ

てくるとなると、ごみ処理の計画に対しての市のイニシアティブというのはどこまでなのか。

もしかしたらスピードの差もあるのかもわかりませんが、行政のほうでつくろうとしている路

線と、民間のほうで始まっている、地域から上がってくるさまざまな具体的な事実の中で、整

合性がとれていればいいですけれども、場合によってはそれとは結果的にかみ合わなくなる。

あるいは事実のほうが先行していって、行政のほうが計画自体をそっちにシフトしてつくると

いうこともあり得るわけですけれども、その辺、私個人としては、できるだけ市のほうでこう

いう一定の方向性を示して、その上でそれに乗っかっていろいろな事業者が参入してくるのが

望ましいと思うわけですね。生ごみについてだって、何も堆肥化だけの問題じゃなくて、そこ

からエネルギーをとることもできるわけですし、あとはそれをどこかの事業者がやっています
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ように、堆肥じゃなくて、家畜の飼料として再生産することもあるわけですから、いろいろな

幅広い用途に化ける可能性のある事業ですから、その辺、何といいますか、八王子市、行政、

自治体としての路線というものと民間の動きというものをどうやってマッチングさせていくの

か、その辺の考え方を伺いたいと思います。 

◎会長【梶山 修君】  橋本課長。 

◎ごみ減量対策課長【橋本光太郎君】  今のご質問でございますが、可燃ごみの中でも一般の

家庭ごみは先ほど申し上げましたとおり、６５、６％ございます。一般の家庭ごみにつきまし

ては、生ごみの占める割合は非常に多くございまして、６割ぐらいが生ごみという分析が出て

おります。一般の家庭ごみについて、生ごみを今後どうしていくのかということも非常に大き

な課題となっておりまして、今年の９月から生ごみのモデル事業ということで、市内２００軒

の方々にご協力をいただいて、それを別に無料で回収させていただいて、不適物割合、出しや

すさ、収集しやすさ等も検証しながら、どういうふうに生ごみの処理の仕方ができるかという

ことを研究、検討する計画を立てております。また、全体的なことで申し上げますと、２３年

度、２４年度、約２年間かけまして、今後１０年間のごみ処理基本計画を策定する予定でござ

います。この中でいろいろな先進の技術も調べながら、よりよい循環型都市八王子を目指して、

ごみの減量、あるいは資源化に向けて、具体的な計画を策定してまいりたいと思っております。 

◎会長【梶山 修君】  ほかにご発言ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

◎会長【梶山 修君】  ご発言もないようなので、ただいまの案件につきましてお諮りいたし

ます。 

 表決の方法は、審議会運営規則第２１条の規定により挙手といたします。 

 諮問第１号、建築基準法第５１条ただし書きの規定に基づくごみ処理施設の敷地の位置につ

いて、原案を適当なものと認める方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎会長【梶山 修君】  挙手が全員であります。 

 よって、本案件につきましては、原案を適当なものと認める答申をすることに決定いたしま

す。 

 以上をもちまして本日の審議会は終了いたしました。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【梶山 修君】  これをもちまして、本日の会議を閉会いたします。どうもありがとう

ございました。 

 

〔午前１１時２８分閉会〕 

 


