
第２次八王子市環境基本計画（素案）に対するパブリックコメント意見・回答一覧

NO 分野 ご意見 市の考え方

1
計画策定等
全般に関す
ること

２ページ下から１０行目に「森林は４７％を占め、
管理されているのは１％に満たない」とあります
が、１％はかなり衝撃的な数値であり、論拠とな
るデータを公開した方がよいと思います。

主な林業地域である八王子西部地域では、古く
から意欲的な林業経営が行われてきましたが、
近年は木材価格の低迷、林業労働者の不足、
作業賃金・資材等の高騰等により林業経営は、
苦しくなってる現状があります。こうしたことか
ら、文面を「市域の４７％を占める森林のうち、
木材価格の低迷、林業従事者の不足などによ
り、森林の適正な管理に支障をきたしている状
況です。」に修正します。

2
計画策定等
全般に関す
ること

Ｐ２～３の「八王子を愛する心が育まれる」「郷
土愛をもって…まちづくりを目指す」は少し踏み
込みすぎた表現と思います。また、素案の中で
は用語、用法が十分整理されていないと思いま
す。まず「環境」についてですが地球環境にはじ
まり自然環境、都市環境、生活環境さらには周
囲の環境と「環境」という言葉が頻繁に使われ
ていますが、計画策定にあたって「環境」を明確
に定義しておくことが必要と思います。このほ
か、基本施策１－１みどりの多面的機能の活用
における「里山」も一定の判断段基準が必要と
思います。

「郷土愛」といった表現については、「住民が自
らが育った地域に対して愛着を持ち、地域を大
事にする」といった意味として用いており、「地元
を愛する」といった表現を検討します。また、「環
境」の用語の用い方については、第２章にまと
めた「２．計画の対象範囲」を踏まえ、計画全体
で整合を図ります。なお、施策1-1の「里山」と明
確に位置づけるのは、東京都緑地保全地域、
緑地保護地区、斜面緑地保全区域に指定した
ものを箇所数とします。

3
計画策定等
全般に関す
ること

現在、八王子市も高齢化、少子化、買い物不便
など問題が表面化してきており、今後の計画で
は考え方を切り換えて、重点を作り直さなけれ
ばならない。今後のまちづくの問題なので、「自
然と共生した住み易いまちづくり」を基本ベース
にして、官・民・学・団体の総力と知恵を活用で
きる組織作りを市を中心に作る。行政の転換を
伴うので、費用もかかる。地域により施策が異
なる項目もあるので、地域ごとに分けるものも
考える。まず組織作りから始め、市の総力を上
げ実行していく。その為、まちの行事としても、
「八王子自然のまち、住み易いまち」作りでフェ
スティバルやお祭りなども行い盛り上げてはどう
か。（町会、会社、団体、一般の方など多数の
協力が必要）

本市では、環境基本条例に基づき、自ら積極的
に環境保全等の活動を行う環境市民会議を市
域を６地区に分けて設置しており、今後は更に
その活動の幅を広げられるよう町会・自治会等
との連携等について、支援していきます。

4
計画策定等
全般に関す
ること

１頁の計画の趣旨（文書）については、八王子
ビジョン２０２２の話（図）が５頁の八王子市環境
基本計画等の系統図と重複しているのではな
いでしょうか。

計画の趣旨については、文書の表現と図の表
現の内容が重複しているため、文書の表現を削
除します。

5
計画策定等
全般に関す
ること

第１次計画の評価については、もう少し内容に
厚みを持たせ、１０年でやり残したことや、新た
な課題などについて触れた方がよいのではない
でしょうか。

1次計画の評価については、水、みどり、ごみ・
資源、温暖化、教育・学習の各重点取組の分野
において、評価の記述を充実し、数値的な実績
等も踏まえ、10年間の主な成果と課題が明確と
なるように修正します。

6
計画策定等
全般に関す
ること

各施策にあるイメージ図については、調整中の
ものが多いが、各施策のイメージがつく内容とし
て欲しいです。

計画の中に示す図については、各施策がイメー
ジし易いものに修正します。
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第２次八王子市環境基本計画（素案）に対するパブリックコメント意見・回答一覧

NO 分野 ご意見 市の考え方

7
計画策定等
全般に関す
ること

計画の対象範囲については、この計画と整合
がとれているのか、もう一度見直してほしいで
す。例えば、動植物、廃棄物とごみ、交通など。

本計画でとりあげる環境の範囲については、よ
り明確となるように分類します。なお、「動植物」
については、「植物」に修正します。

8
計画策定等
全般に関す
ること

各施策については２頁のものと、３頁のものが
あるが見開きで２頁の方が見やすいのではない
でしょうか。

素案においては、各施策の頁が２頁のもと、３
頁のものがありましたが、見開き２頁に変更しま
す。

9
計画策定等
全般に関す
ること

冊子内の写真については、解像度の高いもの
を用いてほしい。見栄えがよくないのではない
でしょうか。

写真については、できるだけ解像度の高いもの
へ変更します。

10
計画策定等
全般に関す
ること

環境推進会議については、市民・事業者と市が
お互いに、計画全体の進行管理を行います。と
記述されているが、現実の環境推進会議では、
時間もまともに取られず、大量の情報を抜粋し
て報告し議論に時間もかけずに流してしまうの
が現実。記述されている内容と現実にギャップ
がある。書いてあることを確実に実行してほしい
です。

環境推進会議は、環境基本条例に基づき、環
境の保全等を総合的に推進するため、設置して
います。会議の運営については、報告事項等は
簡潔にし、本来の役割である協議・調整する機
関であることから情報交換や事案に対する討議
等に十分な時間を確保していきます。

11
計画策定等
全般に関す
ること

環境推進会議については、審議プログラムに”
活動計画　対　実績”討議の案件（クロスチェッ
ク）組み込むことを望みます。また、月次定例
（復元）を指向します。

環境推進会議は、環境基本条例に基づき、環
境の保全等を総合的に推進するため、設置して
います。会議の運営については、報告事項等は
簡潔にし、本来の役割である協議・調整する機
関であることから情報交換や事案に対する討議
等に十分な時間を確保していきます。

12
計画策定等
全般に関す
ること

環境政策の立案・推進及び地域の活動展開は
行政サイドによる環境課題解決へのしくみづくり
が礎になり環境市民会議活動の継続がある。さ
らなる八王子市快適環境づくりの維持・水準向
上には地域開発プランと身近な清流・みどり・大
気・廃棄物・エネルギー等重視の施策調和を図
る”しくみ創り”を行政サイドに期待しています。

環境市民会議とともに、都市の環境と自然の環
境の融和を重視し、「望ましい環境像」の実現に
向け、協働した取組が円滑に行えるように努め
ていきます。
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第２次八王子市環境基本計画（素案）に対するパブリックコメント意見・回答一覧

NO 分野 ご意見 市の考え方

13
計画策定等
全般に関す
ること

清流をとりもどし、下水道整備は進んだ。されど
身近な川の汚染は残っている。さらに身近な川
の瀬切れや源流域樹林の荒廃・保水機能劣化
が見られる。自然環境悪化の原因系にさかの
ぼり対応策実施を求められている。また河川源
流域涵養樹林保護などは住民・企業・市・都・国
の関わりから庁内環境調整委員会や関連機関
協議会の立ち上げ・運営についての行政サイド
による環境課題解決へのしくみづくりが肝要に
なっている。

自然環境を悪化させる各種の要因については、
情報収集を行うとともに、関係機関や庁内環境
調整委員会等で検討し、対応を協議していきま
す。

14
計画策定等
全般に関す
ること

八王子市環境基本計画の進捗は適時紹介され
頼もしい。その背景には地味で苦労を抱えての
住民活動も展開されている。そうした活動の様
子や成果などを積極的に紹介し地域の快適環
境づくり活動参加への動機づけに継がるのを期
待します。さらに生活雑排水たれ流しを戒めた
り、ごみのポイ捨てなどの迷惑行為を慎むよう
に呼びかけてほしいです。

環境活動の実績などについては、引き続き、市
やエコひろばのホームページなどを通じて、紹
介していきます。また、生活雑排水の河川への
直接放流については、下水道への接続及び浄
化槽の適正管理を行うよう戸別訪問を実施し、
更なる啓発・指導に努めていきます。このほか、
ごみのポイ捨てについては、協働プロジェクトと
して市民・事業者とともに美化活動を進めてい
きます。

15
計画策定等
全般に関す
ること

圏央道八王子西ＩＣ周辺域開発は八王子市の
緑被率低下への要因です。川の水を汚さない・
涵養樹林の保護・大気汚染を招かない・バイオ
エネルギー利活用を図る循環型指向のシティプ
ランを策定してほしい。経済的効能と地域環境
保全の調和を織り込んだスマートシティにするこ
とを望みます。

環境基本計画は、環境を保全・回復・創造する
総合計画となっています。ご提案のシティプラン
については、環境に関わる全ての計画と整合性
を図りながら検討していきます。

16
計画策定等
全般に関す
ること

現行の第1次の計画について、どこまで達成で
きたのか、どんな課題が残ったのか、具体的な
姿が見えてこないのが残念です。同時にこの素
案についても、八王子のどこがどういう姿になる
のか、イメージが持ちにくいと思いました。市民
としては知り尽くしている自分の地域について、
なるべく具体的なイメージを持ちたいです。

1次計画の評価については、水、みどり、ごみ・
資源、温暖化、教育・学習の各重点取組の分野
において、評価の記述を充実し、数値的な実績
等も踏まえ、10年間の主な成果と課題が明確と
なるように修正します。なお、個別的な事業実
績については、毎年度、環境白書で公表してお
り、全体としての評価を記載しています。このほ
か、各地区がめざす環境像などについては、第
６章の地域の行動の中に記載しています。

17
市の取組に
関すること

再生可能エネルギーについての章で、小水力
発電について記述がありません。全国小水力
発電サミット等で発表された各地の取り組みを
参考に、水豊かな八王子市においても、是非小
水力発電を地球温暖化防止対策の有効な手段
を位置づけ、第二次八王子市環境基本計画の
中に組み入れて下さい。

再生可能エネルギー導入方法について、学識
者・事業者・公募市民の方の協力のもと平成２４
年～２５年度にかけて、「八王子市再生可能エ
ネルギー導入検討報告書」をまとめました。本
市としては、太陽光発電・太陽熱利用・木質バ
イオマス熱利用を重点的に進めていきたいと考
えています。基本計画の普及拡大策で、小水力
は記載しませんが、他の再生可能エネルギーと
ともに引き続き、導入効果や施設の状況などを
研究していきます。
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第２次八王子市環境基本計画（素案）に対するパブリックコメント意見・回答一覧

NO 分野 ご意見 市の考え方

18
市の取組に
関すること

基本施策の成果指標については、今計画の目
玉ともいえる部分ですが、具体性に欠ける指標
があるように思います。

本計画の成果指標については、現実的な成果
を踏まえて設定しています。また、市において未
把握のデータを指標とすることは難しいと考え
ています。このため、施策と関連が深いデータ
を指標としていますので、ご意見については、
参考とさせていただきます。

19
市の取組に
関すること

「まちなかみどりの維持再生」について、斜面緑
地保全の成果指標が10年後には約6倍になっ
ています。そのための予算・人での確保がきち
んとなされるのでしょうか？市民に期待される
取り組みの中に書かれている事で「グリーン
マッチングを利用した緑地の適正管理」とありま
すが、地主さんとの話し合いも相手方を「個人
情報」で見つけられないなどの問題がありま
す。市民の取り組みやすい事柄だからこそ、実
行に至るまでに必要と思われる情報は、市で把
握されるようにできないものでしょうか。

計画においては、予算や人員の確保について
担保されるものではありませんが、毎年の予算
編成の中で努力していきたいと考えています。
また、土地所有者等の個人情報の管理につい
ては、一定程度、市で情報などを把握し、協働
した取組等への活用を考えていきます。

20
市の取組に
関すること

施策「廃棄物の適正処理」について、中核市移
行に伴い産業廃棄物と一般廃棄物の一元管理
が可能、とありますが、ここの詳細は書き込んで
もらえないのですか？更なる取り組みの中身が
分かりません。

一元管理の内容については、現在、中核市移
行に向けて東京都と調整中の案件であるため、
具体的な内容については記載できませんが、文
面については、「きめ細かな対応ができ、市民
の生活環境に配慮した適切な廃棄物処理を
図っていく」と修正しました。

21
市の取組に
関すること

基本施策１－３と１－７については、内容が重複
しているように思われる。生物多様性に一本化
した方がすっきりするのではないでしょうか。

「生物多様性の保全」「生態系に配慮した憩い
の水辺づくり」については、どちらも生物多様性
に関係する内容であるため、施策を「生物多様
性の保全」に一本化します。

22
市の取組に
関すること

各基本施策に書かれている［施策の効果］が、
夢を持てるような効果の記述になっていない気
がします。項目によっては、基本施策の行動目
標の様な感じを受けるものがあります。

第４章の基本施策毎に示す施策の効果につい
ては、成果指標、施策の展開との関係性なども
踏まえ、表現として、より効果が明確になるよう
に表現を修正します。

23
市の取組に
関すること

施策「二酸化炭素（CO2)排出量の削減」では、
P36に成果目標が記述されていて、P37に施策
の展開が四つの取り組みの柱が記述されてい
ます。詳細は地球温暖化地域推進計画で決め
られることかもしれませんが、この四つの取組
に数値的なデータがまったくなく、P36の目標を
クリアできると思えない。再生可能エネルギー
の導入やごみの削減・低炭素型まちづくりなど
も含め総合的にCO２削減の施策として表現す
べきです。

今回の計画では、施策を柱としてまとめている
ため、取組の具体的事業については、掲載して
いません。なお、基礎的なデータについて、平
成27年度改定の地球温暖化対策地域推進計
画の中でお示しする予定です。また、各事業の
目標とするデータについても、改定時に検討し
ていきます。
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第２次八王子市環境基本計画（素案）に対するパブリックコメント意見・回答一覧

NO 分野 ご意見 市の考え方

24
市の取組に
関すること

「計画の進行管理」について、計画の実効性を
担保するため、計画の目標達成状況や取り組
みの進捗状況の管理を行う　とあるが、温暖化
防止に関して10年先の目標があっても単年度
の目標が無い。やる項目を目標としやっている
が、やったかやらないかでは実質的なCO2削減
量が分からない。10年後CO2を測ったら、目標
に届かなかったなんてことにもなりかねない。単
年度のCO2削減目標を決め、実行する施策に
よってどのくらいのCO2の削減になるのか、仮
でも近そうな排出係数をあてはめCO2削減量を
明確にすべき。それを少なくても年に2回ぐらい
チェックしないと進捗が見えず次のアクションが
起こせない（計画ではPDCAを回すことになって
いますよね）のではないでしょうか。

CO2の排出量については、２年遅れで算出する
ため、単年度の目標を設定する予定はありませ
ん。しかし、進行管理の中で年度ごとにCO2削
減の取組を把握し、事業の効果などを検証して
いきます。

25
協働の取組
に関するこ
と

協働の取り組みについて、みどりと森林に係る
施策を横断的につなぐプロジェクトを追加してほ
しいと思います。川上から川下まで、林業家か
ら生活者、消費者さらにはみどり保全の担い手
としての市民までの間にコミュニケーションが生
まれ、具体的な協働が実現してほしいと思いま
す。これには産学のノウハウの活用はもちろん
ですが、森林総合研究所多摩森林科学園を持
つ八王子市の利点を活かし、同研究所が研究、
開発している「木質バイオマスの総合利用シス
テム～収集から利用までの一気通貫」に積極的
に参画することも有効な方策と考えます。

協働プロジェクトのⅠ「みどりと水辺の機能回復
プロジェクト」において、木質バイオマスの利用
等を実際の取組の中で検討していきます。な
お、木質バイオマスの活用につきましては、市
の取組の「再生可能エネルギーの普及拡大」の
中でも検討していきます。

26
協働の取組
に関するこ
と

第５章の協働プロジェクトはもう少し内容が具体
的であった方がよい。何をやりたいのか、どうし
て、この事業が選ばれたのかもよくわかりませ
ん。

協働プロジェクトは、市民にとって、環境問題の
関心を高め、取組みやすい活動としていきま
す。内容については、より具体的に取組が分か
るように図等を活用したものに変更します。

27
協働の取組
に関するこ
と

各協働プロジェクトで、上の表に書かれている
「活動主体」と活動内容の中に書かれている「活
動主体」が分かりにくいです。

協働プロジェクトは、市民にとって、環境問題の
関心を高め、取組みやすい活動としていきま
す。両欄の活動主体の内容を一致させるととも
に、市の役割と各活動主体の役割が明確にな
るように図等を活用したものに変更します。

28
協働の取組
に関するこ
と

第５章協働プロジェクトのⅠのみどりと水辺の機
能回復プロジェクトについて”里山の再生”がカ
ギであると思います。

里山の再生については、市民・事業者との協働
ものと、対象地域の設定や活動方法などを検討
していきます。また、新たに取り組む里山だけで
なく、これまで保全再生活動が行われてきた地
域でも再検討することで、保全再生活動が活性
化することを目指していきます。

29
協働の取組
に関するこ
と

第５章協働フロジェクトのⅤの我がまち環境プロ
ジェクトについて、ゴミ減量のため市民意識の
向上のために”ボランティア袋”を町会だけでな
く各家庭の希望されるお宅にも小・中程度の大
きさのものを配布してはどうか。周りの地域環
境をよくしようという意識を多くの方に持ってもら
えるきっかけになるかと思います。

市民一人ひとりの自主性によって、地域の環境
を良くしていこうとする意識をもつ人を増やすこ
とは大変重要だと思います。このため、現在、ボ
ランティア袋を町会・自治会だけでなく、個人で
希望する方にも１回20枚まで交付していますの
で、ご活用ください。いただいたご意見について
は、参考とさせていただきます。
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第２次八王子市環境基本計画（素案）に対するパブリックコメント意見・回答一覧

NO 分野 ご意見 市の考え方

30
地域の取組
に関するこ
と

地域の行動の中において、西南部地区環境市
民会議の主たる取り組みにある「高尾山の環境
保全活動」は、富士山で懸念されるオーバー
ユースに匹敵する喫緊の課題と思います。地域
だけに依存しない全市的なサポートが必要であ
り、基本施策もしくは協働の取り組みプロジェク
トとして早急な対応が必要と考えます。

高尾山の環境保全活動のあり方については、
オーバーユースの問題も含め、引き続き、関係
機関との課題解決に向けた仕組みづくりについ
て検討していきたいと考えています。

31
地域の取組
に関するこ
と

第６章の環境市民会議の行動については、マッ
プがよく見えない。

環境現況マップについては、できるだけ解像度
の高いものへ変更します。

32
地域の取組
に関するこ
と

第７章の進行管理については、評価の視点など
がもう少し詳しくあってもよいのではないか。

評価については、評価指標とあわせてPDCAの
仕組みをより具体的に示します。

33 その他

パブリックコメント提出にあたっては図書館閲覧
資料を利用しましたが、生涯学習センターには
ありませんでした。また事務所では閲覧スペー
スがないなどアクセスに対する配慮が足りない
と感じました。市民の積極的なパブリックコメント
を求めるのであればこうした点は改善していた
だきたいと思います。

いただいたご意見を庁内で共有し、今後パブ
リックコメント実施の際に参考とします。

34 その他

このコメントを書くにあたって、市のホームペー
ジからとありましたが、ネットで八王子市環境基
本計画で検索すると第1次のものがでてしまい、
この素案を探すのに相当苦労しました。市の
ホームページでは、「環境基本計画素案」の検
索ではでませんでした。

いただいたご意見を庁内で共有し、今後パブ
リックコメント実施の際に参考とします。
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