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　　　分科会（５）　「環　境」

　      　　　　　　　　　　　　　　　　   　　平成１４年１０月１９日（土）午後１時～３時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　さくら会館３階ホール

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    コーディネーター　　：　田村 誠一郎 氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 プロジェクトチーム　：　環境ＰＴ

≪司会≫

　本日はお越し下さいまして、大変ありがとうござ

います。

「まちづくりフォーラム」につきましては、昨年か

ら今年にかけて９回開催されております。今回は１

０回目となるわけでございますが、このフォーラム

を総括篇と題しまして、いままで行われましたフォ

ーラムの中から、６つのテーマを取り上げまして開

催させていただきました。

　環境の分野は昨年の１１月に開催いたしました

ので、約１年が経過しようとしておりますが、市役

所として、どのようにフォーラムのご意見等を仕事

に反映してきているのか、そのあたりも皆さんの興

味のあることの一つであると思いますので、後ほど

若干ご報告をさせていただきたいと思っておりま

す。

　これからの進行につきましては、コーディネータ

ーの方にお願いしていきたいと思います。

　本日、コーディネーター役を引き受けてください

ました方は、嘉泉でおなじみの田村酒造の専務でい

らっしゃいます田村誠一郎さんでございます。

　また、市役所のほうからは、環境プロジェクトチ

ームのリーダーで環境課長の田辺と、環境課職員の

北村が出席させていただいておりますので、のちほ

どご報告等をさせていただく予定でございます。

　それでは、田村さん、よろしくお願いいたします。

≪田村≫

　コーディネーターをさせていただきます田村で

ございます。環境分野につきましては、昨年の１１

月３日に第１回を行わせていただきました。そのと

きに、話題提供者として近藤さんに同席していただ

いたわけですが、それ以来、環境についてはかなり

市民レベルで、あるいは行政の方でもかなり進んで

まいりまして、びっくりするほど進んでいます。

我々市民としては非常にたのもしい思いでいっぱ

いでございますけれども、その辺はのちほど北村さ

んから説明させていただきますけれども、まず１１

月３日、昨年やったときにどんなような御意見が出

ていたかということを見ましてちょっと読み上げ

させていただきます。

　いろいろな御意見の中で特にピックアップした

ものでございますけれども、１として、玉川上水に

遊歩道をつくってほしい。それからごみのぽい捨

て・違法張り紙の撤去等市民自らが改善していくべ

きではないかというような御意見。また環境を大切

にする雰囲気、イメージづくりのアクションが必要

であろうというような御意見もございます。それか

らまたエコシティ福生、これはもうリサイクル等の

問題でしょうけれども、環境にやさしい福生をみん

なでつくり出そうではないかと、それから施策を市

民に説明する前に、できればスタート段階で市民参

加型のそういうものをつくったらいかがでしょう

かと、そういう御意見もございます。福生市東口の

ハトの糞害ですね、これも困った問題だ。それから

環境にやさしいという象徴となるアクションがま

ず第一歩、まず何か一つつくったらどうでしょうか。

また特定な人が、あるいは行政等が主体となってや

るのではなくて、このようなフォーラムをどんどん

進めていって、市民自らシンクのネットをつくる時

代ではないでしょうかというような、非常に前向き

な御意見が多数ございました。

　そういった中で、今年になりまして、まず行政の

方でやっていただいた問題につきまして、どんな取

り組みをされたか御説明をお願いいたします。

≪ＰＴ北村≫

　こんにちは。環境課の北村です。よろしくお願い

いたします。

　私からは、昨年のフォーラムを受けまして、その

後市がどのように対応してきたかというようなこ

とを若干御説明させていただきたいと思います。

　去年の１１月３日にまちづくりフォーラム「身近

な環境を考える」が開催されたわけですけれども、

私はそのときは環境課の職員ではございませんで、

企画調整課の担当だったのですが、出席いたしまし

て、皆さんからいろいろな意見をいただきました。

御意見、御提言をいただいたのですけれども、その
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中で私自身非常に印象深く思っている御発言がご

ざいました。それはある方が、市役所が持っている

行政のいろいろな計画がございますけれども、それ

を時間がかかるけれども、行政側がつくるのではな

くて、時間はかかるけれども、市民自らがゼロから

つくっていくという、そういう課程を経るべきだと

いうような御発言がございました。私は非常にその

ことを印象深く思っております。

　環境課は昨年の４月にできた新しい組織でござ

います。いろいろな組織の改正に伴ってできたわけ

なのですけれども、それまで環境課というものはご

ざいませんでした。清掃課とか、経済課の公害係と

かというところが環境の問題の一つの部分部分を

担っていたというようなことなのですけれども、昨

年の組織の改正でこれからは環境だろうと、環境問

題に行政としても取り組んでいかなければいけな

いということで、去年の４月に環境課という新しい

組織をつくって、環境問題全般に取り組んでいくこ

とになりました。

　環境課が発足しまして、では何に取り組んでいく

のかということで、なかなか環境課の担当職員だけ

ですべてのアイディアが出てくるわけでもござい

ませんで、また市職員全員が環境の問題をこれから

は意識をしていかなければならないということで、

市役所の職員によりまして環境プロジェクトチー

ムというものを設けました。そこでいろいろな事業

担当課の方から職員が参加してプロジェクトチー

ムを結成したわけなのですけれども、そのプロジェ

クトチームでは福生市の環境基本条例について検

討を重ねて、きょうはお手元に資料１ということで

福生市の環境基本条例（案）を御配付してございま

すが、この基本条例について検討を重ねてきました。

平成１４年第１回定例会、ことしの３月ですが、環

境基本条例、こちらを、資料１ですが、上程いたし

まして、制定したということになってございます。

　福生市の環境基本条例の特徴は前文付きなので

すね。普通は条例というのは第１条目的からすぐ始

まるわけなのですが、ほかの条例にない特徴として

は前文がついています。つまり理念的なところが前

文で謳われています。それが非常に大きな特徴だと

思っております。

　内容といたしましては、環境の保全のために市、

市民、事業者の責務を設けていったわけです。保全

等ということで、環境をつくり出していく、そうい

うようなことも含まれております。

　この条例の中には、先ほど申しましたが、市、市

民、事業者の責務と同時に、市に環境基本計画の策

定を義務づけております。環境基本計画というのは

市の環境に対する取り組みの方向性を示すものに

なっていくわけですけれども、その基本計画の策定

を義務づけております。

　この環境基本条例に基づく環境基本計画ですね、

その基礎となる市民プランを作成しようと市民を

公募しまして、環境市民会議を立ち上げました。第

１回の会議は、こちらは資料２の２ページ目になり

ますけれども、環境市民会議の今までの活動内容で

すが、４月１７日に第１回の環境市民会議を開催い

たしました。市民の方に公募したところ、４４人の

方がお集まりくださいました。４月１７日に第１回

の市民会議を開催いたしまして、現在まで全体会議

では６回。それから三つの分科会を設けております。

自然環境分科会、地球都市環境分科会、まち環境分

科会という三つの分科会を設けておりますが、それ

ぞれここには回数が６回とか７回とか書いてあり

ますが、大体８回ずつぐらいですね。フィールドワ

ーク等も含めまして８回ずつぐらい開催されてお

りまして、担当の分野について検討を重ねている状

況でございます。

　私ども環境課環境係が事務局となっております

けれども、本日、市民会議の方もお見えになってお

りますけれども、一切注文をつけておりません。ど

ちらかというと市役所側が発言すると怒られてし

まうというような雰囲気がございますが、一切注文

をつけずに、冒頭申しました市民自らがゼロから計

画をつくっていこうという、そういう経過を大切に

していこうということで、まさにゼロから市民自ら

がつくり上げる市民プラン、そのようになっており

ます。

　環境基本計画は市の環境への取り組みの方向を

示すものですが、言ってみれば市民がその方向を決

定していこうというものになっております。今まで

は行政側が独自に計画をつくりまして、こういう計

画でいきますと、それで施策を展開するということ

になっているというのが通例なのですが、今回の環

境基本計画につきましては、まず市民プランをつく

っていただく、市民自らが市民プランをつくってい

ただいて、それを最大限尊重する、環境基本計画の

基礎としていこうとするものでございます。

　環境基本計画策定までの今後の予定でございま

すけれども、こちらは資料２の表面、１ページのと

ころに、市民プランにつきましては平成１４年度中

に福生環境市民会議でつくっていくということで

す。それを受けまして、今度は行政計画であります

福生市環境基本計画を平成１５年度中に策定する

予定でございます。庁内の策定委員会を設けました

り、また学識経験者とか、市民の方を公募するとか、

いろいろな方法がございますが、審議会を立ち上げ

まして、行政計画をつくっていく形になります。こ

れは繰り返し申し上げますけれども、こちらの環境

基本計画は市民プランを最大限尊重するというこ

とでなっておりますので、そのことを重視していき

たいと思います。

　環境基本計画が策定されましたら、今度は実質的

な環境まちづくりの展開、市民、事業者、行政、そ

れぞれの責務というものが条例でもうたわれてお

りますので、みんなが環境問題に取り組んでいくと

いうような形になろうかと思います。

　近々の環境基本計画策定までのスケジュールで

すけれども、それぞれ環境市民会議は随時開催して

いきます。各分科会、大体月２回ぐらいのペースで

いろいろ議論をいただいておるところでございま

すが、イベント的に申し上げますと、１１月１７日

の日曜日ですが、これは資料２の２枚目、３ページ

にちらしを、簡単なちらしなのですが、ありますよ
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うに、市民会館の小ホールで環境シンポジウムを開

催する予定になっております。基調講演はカヌーイ

ストでエッセイストの野田知佑さん、御存知の方も

いらっしゃるかと思いますが、日本中の川をカヌー

で旅したり、それからアラスカのユーコン川を下っ

たり、世界中の川を旅している方ですが、そういう

ような経験から自然保護の活動にも加わっている

というような方ですが、野田知佑さんに基調講演を

お願いいたしまして、市民会議の方々にもお手伝い

いただくわけですが、パネルディスカッションも行

います。それのテーマは「市民活動と環境まちづく

り」というテーマで、パネリストの方それぞれの立

場でどう環境に取り組んでいるのか、あるいは環境

に対するそれぞれの思いを語っていただこうと、そ

ういうようなことを考えております。

　また、年が明けて２月か３月ぐらいになろうかと

思いますが、市民プランも大体骨子が固まり、骨組

みができた当たりで、逐次そういうような進捗状況

については市民の皆さんには公開していきたいと

考えているわけですが、市民プランのそういうよう

な報告も兼ねまして公開討論会のようなことも考

えております。

　環境市民会議には４４名の市民の方がお集まり

いただいて活発に御議論いただいているわけです

が、参加されていない市民もいらっしゃいます。つ

まり４４人の市民会議、それが市民の総意とはちょ

っと申しがたいところがございますので、いろいろ

市民プランを公開することによって、そこに加わっ

てない方のいろいろな御意見もいただこうという

ことで公開討論会も、そんなふうな意味ですけれど

も、そういうことも行いたいと考えております。こ

れにつきましては環境市民会議の方々に御相談申

し上げながら実施していきたいと考えております。

　市民プランが作成されましたら、今度は市がそれ

をもとに行政計画をつくっていくわけですが、平成

１５年度の前半にはその環境基本計画の素案をつ

くっていきたいと思います。

そこで市民プランに盛り込まれていても環境基本

計画にはちょっと盛り込めないとか、いろいろある

と思います。その辺をすり合わせするなり、環境市

民会議の方と行政側との議論をそこでしていく課

程をきちんととりたいと考えております。

　平成１５年度の後半には環境審議会、これは学識

経験者、環境市民会議はそれに事業者は加わってお

りませんので、事業者の代表の方、それから市民の

方、そういった方を何人かお願いいたしまして、環

境審議会というものを設置いたしまして、環境基本

計画を御審議いただきまして、平成１６年３月、つ

まり平成１５年度末を目途に福生市の環境基本計

画を策定していこうというものでございます。

　策定に至る途中にも機会あるごとに市民の方か

ら御意見をいただきたいと思っておりますし、また

環境市民会議の方は市民プランができ上がったか

らもうそれでおしまいということではなくて、環境

基本計画がきちんとその市民プランを基礎につく

っているかどうか、目を光らせていただくわけでご

ざいます。また環境課のホームページの中にも掲示

板、皆さんで議論できるような、そういうようなも

のも設けていきたいと考えております。

　今月の１５日、１０月１５日の市の広報が発行と

同時に、一緒に配られたかと思いますが、全戸配布

ですが、この環境通信というものがございますが、

これは環境市民会議の広報誌になります。これも市

民の方、環境市民会議に参加された方がデザイン、

レイアウト、記事、すべて作成していただきました。

私どもはただその作業の場所を提供することと、で

きましたデータを業者に渡してお金を支払ったと

いうだけで、非常に皆さん積極的に取り組んでいた

だいております。

　こういうような形で、環境市民会議の活動を広く

市民の方にお知らせするとともに、また御意見をい

ただきたいと思っております。これは紙ベースなの

ですが、ホームページも作成し、福生市役所のホー

ムページの環境課のページになるわけですが、そこ

に環境市民会議のホームページを設ける予定でご

ざいます。ほぼ８０％ぐらいできておりますので、

今月末ぐらいには、市役所のホームページで環境と

いうボタンがありますから、そこをクリックしてい

ただくと環境課、つまり環境係、公園緑化係、清掃

係、それからリサイクルセンターという係の取り組

みが紹介されていますが、一番下に環境市民会議の

ボタンを設けました。もうボタン自体はできている

のです。今クリックしてもただ準備中ですという表

示だけですが、今月末にはそこをクリックしていた

だきますと環境市民会議のホームページが見られ

るというようなことです。これも市民会議へ参加さ

れている方がつくってくださいました。

　行政側は進みが遅いのですけれども、市民の方の

力というのは非常に熱意を感じるところがござい

まして、行政側はいろいろなところで調整を図って

いかなければならないのですが、市民の方はこうし

ようとなったら、次の日にはメールで送られてくる

のですね。つくりましたと。市長なんかはドッグイ

ヤーで世の中の進み方は早いんだというような話

はされますが、やはり行政が一番遅いということを

痛感しておる次第でございます。

　以上、環境基本計画を作成するということでの環

境市民会議の今までの状況について御説明申し上

げましたが、もう一つ、環境課ではワークショップ

を立ち上げております。というのは、市内の雑木林

がある公園について、とりあえずは雑木林のある公

園なのですが、その雑木林の手入れをするかどうか、

今は公園の木というのは枝を少し剪定したりと、そ

の程度なのですが、それを伐採して活力を持たせる、

昔からそういうようなことをされていたようです

けれども、そういうようなことをしていくのかどう

か、そういうようなことの議論を、あるいはフィー

ルドワークを通じて、どうしていいのかと考えてい

ただくためのワークショップも立ち上げてござい

ます。これにつきましても市民の方を公募いたしま

して、現在１８名の方に応募いただきまして、いろ

いろと御議論、それから御活動をしていただいてい

るところでございます。

　その萌芽更新のグループですね、環境市民会議も
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そうだったのですけれども、名称が決まるまで２回、

３回かかったのですが、萌芽更新のワークショップ

の会議についてもまだ名前は決まっておりません。

いまだ仮称なのですが、こちらは資料２の一番最後

のページですね。そういうような萌芽更新のワーク

ショップを設置して、こういう趣旨、それからこう

いう運営方針でやっていますということを書いて

ございますので、御参考にしていただければと思い

ます。

　ざっと今までの経過につきまして御説明申し上

げまして、わかりにくい点があったかと思いますが、

市役所の環境への取り組み、今どういうことがなさ

れているのか、もっとも環境への取り組みへの方向

性が決まってないわけで、方向性を出していただく

ために市民の方に頑張っていただいているという

ような状況を御説明いたしました。私からは以上で

ございます。

≪田村≫

　ありがとうございました。今の報告のとおり、市

民レベルの参加というのはこの環境が一番進んで

いるということのようでございます。

　ちょっと質問させていただきたいのですけれど

も、４４名の環境市民会議のメンバーさんがいらっ

しゃるわけですけれども、まだ知らなくて、私も参

加したい、あるいは環境基本計画策定にはこういう

ものも載せたらどうだという、もし市民レベルの御

意見等があった場合には、どのようにしていけばよ

ろしいのでしょうかね。メンバーではない、もしそ

のようなことを考えた場合には。

≪ＰＴ北村≫

　そういうことをされているのでしたら私もぜひ

加わりたいと、参加したいと思われた方は、環境課

の方に御連絡いただければ次回の日程をお知らせ

いたします。分科会には三つがありまして、それぞ

れの分野があります。自然環境、これは水と緑の関

係ですね。それから地球都市環境分科会はごみや資

源、エネルギーの問題を検討しております。それか

らまち・環境分科会、これは何でもありという、道

徳の問題とか、いろいろな、説明がちょっとしづら

いのですけれども、まち・環境分科会というのは、

どちらかというと理念的な部分が話し合われてい

るのですけれども、どこの分科会に加わりたいと言

っていただければ、いつあるからお出でくださいと

いうことを御紹介します。それでいつでも環境審議

会のメンバーとなっていただくことができます。

　また、なかなか時間がなくてそちらへ参加できな

いけれども、環境問題についてはこういう取り組み

をしてほしいとか、そういうような御意見がござい

ましたら、やはり環境課の方に御意見をお寄せいた

だければ、それを市民会議の方にまた御検討いただ

くと、こういう御意見がありました、御検討いただ

けますかというようで紹介することはできます。で

すから何でも受けます。

≪田村≫

　ちょっと心配になったのは、環境市民会議を知ら

ない方もいらっしゃるということなのですが、もし

そういう御意見があったら会議に諮っていただけ

るということでございますね。

　それともう一つ、環境基本条例が制定されていま

すけれども、施行は１０月１日でしたでしょうか。

≪ＰＴ北村≫

　そうですね。３月の議会で議決されまして、これ

は施行が１０月１日になっております。つい先日な

のですが。６カ月間の猶予をもたせているのはあま

り意味がなかったのかなと思っているのですけれ

ども、１０月１日、この１０月から施行されました。

≪田村≫

　ここで盛り込まれて、これが大切なことだと私は

思うのですけれども、第３条、第４条、７条ぐらい

までに、ともに市民も含めて協力しあって一緒に仕

事をしていきましょう、それから次からの４条以下

は、だけども市も、行政も、あるいは事業者もすべ

てそれなりの責務があるのですよということが謳

われておるわけですね。非常にいいことだと思いま

す。そういうのを明確にしていって、特に市民会議

でもんでいただいておるようでございますけれど

も、そしてぜひとも立派な基本計画にしていただけ

ればなと、そんなふうに感じました。

　それから、先ほど最後の萌芽更新ですね。萌芽更

新ということについて、私も実はよくわからないの

ですね。それについて、どんなことなのかというこ

との説明をお願いします。

≪ＰＴ田辺≫

　雑木林につきましては、昔この周辺に里山という

形で雑木林があったのですけれども、雑木林につき

ましては燃料とかいろいろな使い道として、２０年

から３０年ぐらいのサイクルでクヌギとかナラと

かコナラを切って、再生してくるのを待つ。それの

繰り返しをしていたのですね。今ある福生公園の文

化の森やみずくらいど公園、加美上水公園ですね、

あと原ケ谷戸緑地にもございますが、そのようなと

ころの雑木林のあるような緑地、公園につきまして、

公園ができてからもう３０年以上経過しておりま

して、その生えている雑木についてはそのままにな

っているのですね。そうしますと立ち枯れがしてき

て非常に危ない部分もありますし、どうしたらいい

かということを検討しようと、里山的な公園につき

ましては、ある意味で萌芽更新ということで木を切

っていった方がいいのではないかという考え方が

あるのですね。今、東京都でもたとえば町田市の山

で、ボランティアの方が里山の木を萌芽更新という

ことで切って再生をするというような形をとって

いるところもございます。

　なぜそうするかというと、古くなりますと、木が

生い茂りまして下の草が生えないことによって表

土が流れてしまうのですね。それとあと都市公園で

すから落葉の問題がございます。落葉がどうしても
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民家に入ってきますので、落葉を回収してしまうの

ですね。本来は落葉をそのままにしておけばいいと

思うのですが、そういうこともできないということ

もございます。それともう一つ、古い木ですと樹液

が出ないのですね。萌芽更新したような１０年とか

２０年の木ですと、ハチが巣をつくるために表皮を

取りますから、表皮を取ることによってそこに傷が

つくのですね。傷がつくことによって樹液が出まし

て、カブトムシとかクワガタですね、チョウチョウ

もそうなのですけれども、そういうものが集まって

きて、子供たちが虫取りを楽しむことができるわけ

ですね。今現在、公園の中でほとんど虫も、カブト

ムシとかクワガタもいないと思うのです。

　そういう問題をもう一度考える必要があるので

はないかということで、すべての公園について（仮

称）萌芽更新のワークショップということでお集ま

りいただいているのですが、これは６月に発足しま

して、現在２回の会議と３回のフィールドワークを

行ってきております。今度の日曜日、２７日にはそ

この図書館のところでフィールドワークをやるの

ですけれども、竹柴みたいなものはちょっと取った

方がいいのではないかということで、取る作業を行

います。

　それを、木については切ってはいけないとかとい

う考え方の方もいらっしゃるのですね。東京都の水

源林のところは非常に広大なところがあるわけで

すけれども、そこは人はもちろん入りませんし、そ

ういうところはクヌギとかナラが植わっていて、自

然のままに置いてあるのですね。そういうところの

自然林と、公園の雑木林はちょっと違うのだと、里

山的な考え方の方がいいのではないかと思ってお

ります。それでいろいろワークショップの方にお集

まりいただきまして、いろいろ検討していただいて

方向を定めまして、実施していきたいと考えており

ます。

　もしその萌芽更新をするようなことになれば、木

を切ったものについては、それをまた有効利用する

ようなことを市民の皆さんに考えていただくとい

うようなことも考えておりますし、萌芽更新だけで

はなくて、市民の皆さん、萌芽更新のメンバーの皆

さん、環境市民会議の皆さんもお願いしたいと思っ

ております。それから市民の皆さんにボランティア

として落ち葉を集めていただいて、一定のところに

確保して堆肥化していく。府中市では落葉を集めた

人に対して堆肥にして還元するというようなこと

をやると聞いておりますから、そういうようなこと

も福生市でもやっていければいいのではないかと

考えております。　これから市民の皆さんの御提案

と御協力によっていろいろ実施していきたいと考

えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

≪田村≫

　ありがとうございました。萌芽更新というのは、

里山もただ自然保護だけでほっておいてはいけな

いということになるわけですね。

≪ＰＴ田辺≫

　そうですね。今までのようにそのままにしておき

ましたら光が入らないのですね。光が入らないこと

によって下草がもうほとんど生えてないのですね。

生えてないから表土が流れてしまっているのです

けれども、ある意味ではその萌芽更新をすることに

よって光が入って、下草を確保して、下草を確保す

るだけではなくて、昔本来日本の里山にあったであ

ろうカタクリとかエビネとかシュンラン、そういう

ものが再生できればいいと思うのですけれども。な

かなか、取られてしまう可能性はあるのですけれど

も、そういうものも再生していければいいなという

考えです。

　これについては、今までは洋花みたいなものの植

栽が盛んだったのですが、これからは日本古来、昔

里山にあったような草花をなるべく生やしていけ

ればいいのではないかと考えています。

　福生の花園公園、プールの上のところですね。あ

そこは去年の末にちょっと改築したのですけれど

も、あそこにツワブキを少し植えてみました。なか

なか冬に咲く花というのは余りないのですね。日本

ではツバキとかサザンカですね。サザンカもここで

１１月ごろから咲くことになります。それと菊です

ね。そういうものを、冬にも花が見られるようなこ

とを考えております。

≪田村≫

　ありがとうございました。

　それでは、御出席の皆さんからもぜひとも御意見

を伺ってまいりたいと思うのですが、環境市民会議

の方も数名の方いらっしゃっているようですから、

ぜひともそちらの方からお話いただければなとい

うふうに思うのですが、自然環境分科会のＡさん、

何か今、市民会議を立ち上げてまず経過、あるいは

成果とか、こんなものをやって考えているのだよと

いうようなことがありましたらぜひともお願いし

ます。

　それから、玉川分水、８月に見えましたか、分水

の見学に。玉川上水をずっと見られたのですね。そ

うですね。そのことがここに書いてありましたので、

ぜひともお寄りいただければよかったなと思った

のです。では御発言をお願いいたします。

≪Ａさん≫

　御指名でありますのでお話します。

　私のほかに３名見えてまして、同じメンバーなの

ですけれども、先ほど北村さんからお話がありまし

たように、ことしの春から市民会議という形で参加

をさせていただいております。当初なかなか進みま

せんで大変だったのですけれども、やっと進むよう

になりまして、この資料２の裏のページに書いてあ

るような形で進めさせていただいております。

　私は御紹介いただきましたようにＡといいまし

て、熊川に住まわせてもらっております。もともと

福生の市民ではありませんでした。福生に住ませて

いただいたのが昭和４８年でございますので、何と

か３０年ぐらいになったかなというところでござ
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います。熊川団地の隣に住んでおりまして、当時は

まだ南公園はできておりませんでして、家を昭和４

８年でしたのでそのころに公園の形ができてきた

と、住みましたときは子供たちが十分遊べる広場が

できてよかったわけですが、以降随分福生も変わり

ました。

　仕事はずっと都心の方に出かけておりましたの

で、改めて自分が住んでいる福生のまちを考えてみ

るというようこともありませんで、ただ一方的にま

ちの皆さんとか、あるいは行政の皆さんにお世話に

なっているようなことで過ごしました。それで平成

８年になります。６年ぐらい前になるのですけれど

も、そのころに仕事を一応終わりまして、長年お世

話になっているまちに少しでも何かお手伝いがで

きればというようなことで、最初は緑の基本計画と

いうのがありました。その折りに厚かましく参加さ

せていただきまして、こちらにいらっしゃる近藤さ

んもたまたま御一緒だったものですから、いろいろ

一方的に教わりながら、福生のまちのことを事細か

に教えていただいたというようなことで、そんなに

お手伝いした、あるいは表立ったことではないので

すけれども、緑基本計画という立派なものができて

おりまして、それがこの環境基本計画の方にも当然

生かされてくるべきものかなというような感じも

するわけでありますけれども、ただこの場で改めて

そういうものをつくられるということですので、そ

れ上のものができればよろしいのではないかなと

いう考えでおります。

　それでこの市民会議の関係ですが、最初は雲をつ

かむような話でありまして、コーディネーターの方

もいらっしゃったわけでありますが、なかなかみん

ながそれになじめないということでした。ただ何回

か会議を進めていますうちに、とりあえずこういう

三つの分科会に分かれて、それぞれ自分が関心があ

るところに籍を置いて、意見を出し合って、何とか

しようではないかということになりまして、以降、

何回かの会議やまちを見て歩くというようなこと

をしまして、何とか形ができてきだしたのではない

かなという感じがいたします。

　私は自然環境分科会ということで参加をさせて

いただきました。というのは緑の基本計画というの

もありますので、一番自分では取り組みやすいかな

という気がしたものですから、そちらの方に参加さ

せていただいて、そうしましたところ、分科会でも

代表を務めてほしいということになりまして、全く

ずぶの素人なのですけれども、それではやらせてい

ただきますというようなことで始まりまして、今回

第１号の広報誌が出たところに名前を写真入りで

出していただいて、おもはゆい感じでいるのであり

ますけれども、市民の皆さんから何度か電話がかか

ってきたり、話が出たりしまして、やはり関心を持

っていただいているのかなと、こういうようなこと

でうれして思ったりしております。そこで自然環境

分科会だけに限られますけれども、今後の方針とし

まして、分科会のメンバー、緑と水ということで進

めているわけですけれども、自分が関心を持つテー

マについて、１１月は、小論文というとおこがまし

いのでありますけれども、自分なりに何か考えをま

とめて書いてみようじゃないかということにして

おります。それを、１２月はじめに持ち寄りまして、

さらに分科会を細かく分けて、緑がどういうものな

のかということに関心をお持ちという方たちが話

し合い、水についてはどうかと、多摩川のこと、あ

るいは玉川上水と熊川分水なり福生分水なり、ある

いは湧き水というような問題もあるということで、

こういうようなことで細かくまた分かれていって、

その中でそれぞれ意見をまとめて、それを環境分科

会の意見としてまとめるというような形で、来年の

３月まにはまとめ上げようではないかということ

で現在進んでおります。

　それと先ほど御紹介がありましたように、まちの

ことをよくわからなければいけませんので、まちを

見て歩こうということで、まず第１回目に玉川上水

を羽村から昭島境まで見て歩くということで、きょ

う見えていますメンバーの方と、それから市職員、

こちらにまとめをお願いしまして、羽村駅に朝６時

過ぎに集まりまして、１０時を過ぎてしまったので

すけれども、事細かに玉川上水を研究させていただ

きました。

　それから、第２回目として今度は多摩川と、それ

から下の川ですね。これをよく知ろうというような

ことで、今月予定をしております。

　それから、来月は緑の関係をちょっと勉強しよう

ということで、拝島段丘、これをちょっと事細かに

やってみようというようなことで、取り組みをして

いるところであります。

　そのほかに国土交通省の筑波の研究施設に、多摩

川の大変いい模型といいますか、施設ができている

というようなことを聞きましたので、専門の方も当

然いらっしゃるということですから、そういう方の

説明も聞く研修会といいますか、そういうようなこ

ともやろうというようなことで来月予定をしてお

ります。

　どちらにしても、人間の生活には水はなくてはな

らないものですし、そのもとになるものはやはり緑

と、生命にかかわる問題というようなことで、自分

たちで考えられることをまとめて、市に提出して、

環境基本条例に基づく環境基本計画をつくってい

ただこうというような考えであります。

　先ほど田村さんの御質問でありました私どもの

市民会議でありますけれども、４４名ということで

始まりましたけれども、なかなか皆さん仕事とか何

かいろいろ御予定があるようでして、お出でになら

ない方もあります。したがって、ということではあ

りませんけれども、一人でも多くの市民の方が入ら

れて、あるいは改めて参加してみたいということで

お話があれば一向に差し支えありませんので、この

場からも参加していただければありがたいなとい

うふうに考えております。

　いずれにしましても、専門家が集まってやってい

ることではありませんので、単なる福生の一市民が、

そう高度な難しいことではありませんので、どんど

ん参加していただければありがたいなと考えてお

ります。
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　とりとめのない話をいたしましたけれども、以上

でございます。

≪田村≫

　たまたま今、Ａさんの方から玉川上水のお話が出

ましたけれども、これは環境とあまり関わりないの

ですけれども、私の知っている範囲でお話しいたし

ますが、玉川上水というのは来年実は３５０周年を

迎えるのですね。羽村の行政サイドでは非常に何か

大がかりな催し物を考えているようです。教育委員

会を中心にしているのでしょうか。そういった中で

非常に来年は盛り上がる場所ではないかなという

ふうに思います。

　それから、玉川上水にまつわる話としましては、

これは私の知っている範囲ですが、環境と余り関わ

りませんけれども、明治２年と３年に通船されてい

たというのは御存知ですか。やったのですが２年間

で通船は禁止になってしまったのですね。それでま

た再申請したけれども、もちろん当時から飲み水で

すので、それが非常に汚れたということで禁止にな

ってしまったということです。

　それでは何を運んだかといいますと、青梅の夜具

地ですね。あるいは甲州の山越えで持ってきた果物

等を船に乗せて、細い船だったそうです、それを東

京へ流し、帰りは塩乾物ですね。昆布とか開きとか

塩で漬けたもの等を乗せて、両側を縄で引っ張り上

げてきた。１日１００艘の船が往来したということ

です。これは事実だそうです。

　今、時々皆さんお乗りになる中央線ありますね。

この前身は甲武鉄道という私鉄だったのです。その

甲武鉄道が引かれるきっかけというのは、玉川上水

の通船の禁止だそうです。禁止になって非常に不便

を感じたということで、そのときに横浜・新橋間を

汽車が通る時代になりまして、それでは船の輸送が

だめならば汽車の輸送をしようということで私鉄

を引いたという、そういう今の中央線の前身、中央

線と玉川上水というのは非常に密接な関係がある

ということのようでございます。ちょっと私、蛇足

になりました。

≪Ａさん≫

　ある人が、偉い人だったそうですけれども、新宿

から立川に地図上に真っ直ぐ赤線を引いたのだそ

うですね。そうしたらそれが中央線になったと。今

度は立川から先をどっちへもっていくか、玉川上水

沿いに青梅の方にもっていくか、八王子にするか。

本当は青梅だったそうですね。青梅から奥多摩、塩

山、それが住民の皆さんの思惑があったようですけ

れども、八王子の方に流れてしまった。今になって

くると青梅の人は残念だったなと。

≪田村≫

　今の調布、府中というのは昔の宿ですよね。それ

こそ今の国立が、国分寺が、吉祥寺だって、あそこ

にはもう人が住んでいないような状態のときにつ

くったわけです。本当は調布、府中の宿を通したか

ったわけです。ところが当時は茅葺きの屋根がたく

さんありました。汽車は火の粉が出ますので、そう

いうことで猛反対をされて、やむを得ず今の位置に

なったということが歴史的にあるそうですね。

≪Ａさん≫

　新宿からずっとあの線を地図上に書いたのだそ

うです。それではもうこれだと、そうしたらそれが

鉄道になったそうです。

≪田村≫

　あの直線というのは日本一の直線だそうです。国

立からですか。

≪Ａさん≫

　あの直線というのは日本一長い直線。中野と立川

の間ですね。東中野のカーブから立川まで真っ直ぐ

なのですね。

≪Ｂさん≫

　本当にそこへ定規を置いて、たまたま全部空き地

だったから、ここへやっちゃえと。

≪田村≫

　いい時代でしたね。確かに鉄道の煤煙で火災を起

こしていますから、反対しますね、当時ですからね。

≪Ｂさん≫

　東海道線の岡崎の駅もまちから離れていますね。

あれもやはり田村さんおっしゃるように火の粉が

飛んでくるからということで反対して、まちから離

れたのですね。

≪田村≫

　まさか電車が通ると思いませんからね。

≪Ａさん≫

　いろいろ便利になると自然破壊の方が進んでき

ますから。

≪田村≫

　どなたか発言いただきたいのですが。どうですか。

≪Ｃさん≫

　私は先ほどＡさんがおっしゃったように、６年前
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でしたか、緑の基本計画に参加させていただいて、

結果としてはとても立派なものができたのですけ

れども、あの会議のときには私たちは３回の会議だ

ったのですね。３回か４回、本当に少なかったので

すね。

　それで今回、６年目にして私はこの市民会議と萌

芽更新の会議と両方に参加していますけれども、本

当に随分福生市が変わったなというか、これだけ市

民の声をくみ取って計画を立ててくれるようにな

ったのはすごい進歩だなというふうに感じていま

す。

　さきほどＡさんがおっしゃったように、環境市民

会議は遅々として進まない部分がありまして、本当

に市民が話したいので、行政の方はなかなか口を出

せないような感じで進んでいるのですけれども、そ

れこそ本当に市民の要望が市の方に通る、すばらし

いものが来年３月にはでき上がるのではないかな

と思っています。

　市民会議に参加してみると、それぞれが皆さんす

ごい専門知識を持っていらっしゃる方の集団だと

私はすごく思いました。それぞれの方が福生との関

わりの中で良い意見を出してくれていますので、す

ごいいいものができるのではないかなと思ってい

ます。

≪田村≫

　もう各分科会は１０回ぐらいですか。

≪男性≫

　全体会議を混ぜれば１０何回ですよ。全体会が５

回ありまして、うちの方の分科会で５回。

≪男性≫

　フィールドワークもやっていますからね。

≪男性≫

　それも入っていますからね。それも混ぜると１５

回ぐらい集まっています。

≪男性≫

　その時間も随分、私の方は１回２時間かけました。

≪女性≫

　いろいろな視点から福生が見えてきて、そういう

意味ではこれからまとめないといけないのですけ

れども、勉強会でかなり皆さん福生の知識が上がっ

てきていると思います。

≪田村≫

　きょうは環境市民会議の方だけではないと思う

のです。何か御意見があればと思うのですけれども、

環境市民会議に出てない方はどなたなのでしょう

か。

　それでは、分科会の話で、地球環境の方でこんな

成果が上がったのだよとかいうようなことがもし

ございましたらお話いただければ幸いです。

≪Ｂさん≫

　我々の分科会、先ほど言いましたように、都市環

境分科会なのですけれども、身近なところからとい

うことで、ごみの問題を一番最初に始めるというこ

とで、今もごみの問題をやっているのですけれども、

半分勉強しながら、自分たちの本当に身近な問題で

すから、どうやってごみを減らそうかいうような問

題に取り組んでおります。

　一つはエコショップガイドというものをつくっ

て、ここの店は環境にやさしいことをしているのだ

というような地図をつくろうと思ったのですけれ

ども、今、市内のスーパー、それからコンビニ、全

部で４０軒にアンケートを配って、きのうの段階で

その半分ぐらい回収しているのですけれども、残り

もなるべく回収して、市民の皆さんにそういうこと

を何らかの形でお知らせしたいなというふうに思

っています。

　もう一つ、先ほど言いましたようにごみをどうや

って減らすか、ごみの中では一番多いのは厨芥ごみ

と言われる、いわゆる生ごみなのですけれども、こ

の生ごみが水分が非常に多くて、焼却の一番ネック

になっているという話を聞きまして、生ごみをどう

やって減らしたらいいのかということで、堆肥化が

何とかできないものだろうかというような、堆肥化

のことでけっこう時間をつくっています。

　私が環境市民会議に出席しようと思ったのは、ご

みが有料化になったことなのですね。有料化するこ

とは別に悪いことではないと思うのですけれども、

環境が整ってない、先に有料化だけが進んでしまっ

たのですね。きのうもちょっとその話が出たのです

けれども、その辺が私の不満だったのですけれども、

堆肥化してごみをある程度減らしてできるのでは

ないかと、それから私、個人的に思っているのです

けれども、これはどこだったか、日野だったか府中、

多分日野だと思うのですけれども、福生でもマイバ

ックというのを無料で配っているのですけれども、

日野の場合は、今まだ具体化されてなくて、これか

らというところなのですけれども、マイバックを生

分解、プラスチックか何かよくわからないのですけ

れども、そういうものを考えているみたいですね。

まだ計画段階なのですけれども、ちょっと生分解と

いうのは、お分かりにならない方がいらっしゃると

思うのですけれども、もともとはいろいろな自然の

ものからつくったものですね。とうもろこし、コン

スターチからつくるやつが一番多いのですけれど

も、富士通がコンピューターを生分解性の素材でつ

くってコマーシャルしていましたが、それをごみと

して捨てるのもいいのですけれども、ごみではなく

て、プラスチックなんかも燃やさなければいけない

ですね。ところが生分解性プラスチックというもの

は土の中に埋めておけばバクテリアがそれを食べ

まして、また肥料になっていくのですね。そういう

ことで生解性のものでマイバックをつくる発想と

いうのはすごくおもしろいなと思っているのです

ね。

　例えばいつも私思うのですけれども、花いっぱい

運動で各町内に花を配るのですね。あのときも育苗
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ポット、あれも花を植えたあと捨てているのですね。

これはもう７～８年前になりますか、なみはや国体

というのは何年前でしたかね、大阪でやった。あの

ときに大阪の泉南の商工会議所の方で、全部道路に

植えるやつを生分解性の育苗ポットにしようとい

うことで、これもやはりそのまま植えておけば自然

に分解するのですね。そういうものを福生もできな

いかと思ったりするのですね。

　これは私の個人的な考えですけれども、そういう

ことでごみをどうやって減らしていくかというこ

とで、きのうも実は分科会をやったのですけれども、

ちょっときのうだけではできなかったのですけれ

ども、提案の中に入れて、一つ一つ、今生ごみをど

うやって減らすか、粗大ごみをどうやって減らすか

というようなことを個々に長くやっているところ

です。

　何か付け加えることはありませんか。実はこの３

人が同じ分科会です。

≪田村≫

　皆さんそうなのですか。何かございますか。

≪Ｄさん≫

　今のところは、ごみの問題を１０月ぐらいまでに

片付けようという形で、あと地球温暖化の問題だと

か、エネルギーの問題だとか、そういう問題を４カ

月ぐらいかけてやっていこうと、それで年度末に全

部出してしまおうかなという形で大分忙しく進め

ているというふうな形になっています。あとの、割

りと都市地球環境関係は、自分が業務で多少環境に

かわっている人たちが多いから、そのために割りと

話がスムーズにいっているところがあるのではな

いかなと思うのですね。あと主婦感覚でやはり女性

の方がやって、台所の問題とか、生ごみの問題です

か、そういうものは主婦の目で一応とらえてみんな

で発言をしたりして、和気あいあいとやっています。

　出席率はいいですね。８割ぐらいです。

≪田村≫

　ごみの問題、リサイクルの問題については、私は

酒造をやっておりますので、お酒を瓶に詰めて、皆

さんに買っていただいているわけなのですが、一升

瓶がございますね。今でももちろんあるわけなので

すが、一升瓶というのは世界で一番リサイクルがさ

れていた瓶なのですね、昔は。ところが今は一升瓶

比率が減っていって、小瓶化されていく。小瓶でも

色付きのもの、ありとあらゆるものがあります。あ

るいは紙パックに入った容器の日本酒も焼酎もい

ろいろございます。

　そういった意味で、私もつい小瓶なら売れるかな

と思って買ってしまうのですけれども、やはりある

程度瓶、ああいうものも規制していって、リサイク

ルができるものにある程度絞っていかなければ、こ

の瓶も大変ですね。色付きの瓶がいっぱい出ていま

すから、ピンクやブルーや黄色や黒やありとあらゆ

るもの。これは酒の瓶に限らずお化粧の香水の瓶な

どもみんな、全部言えることでしょうけれども、や

はりある程度規制していくといいますか、絞ってい

かないと、これも大変な問題だなと、瓶ひとつとっ

てもそういうふうに感じておるところです。自分で

反省しておるところでございます。

≪男性≫

　その話も出たのですけれども、お酒の瓶で４合瓶

とか１合瓶とか、ワンカップありますよね。そうい

うものはリサイクルできないかどうかわからない

のですけれども、ワンカップなんてのはいろいろな

形がありますね。

　たまたま会議の中で一つ出たのですけれども、新

潟の菊水酒造ではどんな瓶でもリターナブル、ほか

の、よそのメーカーさんの瓶でも入れるということ

が今始まっているのですね。そういうようなことも

やっているということで、ひとつの物を捨てること

からリターナブル、紙のパックが多いのでリターナ

ブルはなかなかできない。

　それからここにもペットボトルがあるですけれ

ども、ペットボトルにしても一応回収していくので

すけれども、必ずしも全部資源化されているわけで

もない。それで随分中国へも持っていっているらし

いですね。

≪田村≫

　リサイクルを進めていくためには、その仕組みづ

くりが大切ですね。酒の瓶などもそうなのですが、

私も含めて市民の方々や事業者の発想の転換をど

うやってするのか、資源を回収する仕組みづくりが

必要ではないかと思います。

　それでは、今度は市民会議に参加されていない方

で、何かございませんでしょうか。

≪Ｅさん≫

　私は３月と５月に飾る、ひな人形や５月人形の処

分に困っています。神社では集めてくれないし、な

んとかうまい方法がないかと思っているのですが。

≪男性≫

　だるまなんかは集めて燃やしていますよね。でも、

ダイオキシンが発生してしまうのでしょうか。

≪Ｆさん≫

　生ごみ処理機の普及率はどのくらいでしょうか

ね。年間２００台くらいですか。私は、生ごみはで

きるだけ出さないようにしています。しかし燃やせ

ないごみは週１回、大袋になってしまいます。

≪男性≫

　ごみの減量は個人個人の努力がもちろん大切で

すが、地域でやらなければ無理な面もありますね。

集合住宅などでは生ごみを個々の家で処理するの

が難しい場合もありますから、たとえば、生ごみ処

理機を共同で設置して使用してもらうとか、いろい

ろ方法があると思うのですが。
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≪男性≫

　私は緑のコンポストを使っていますが、本当は自

然のままの土が一番いいんですけれどもね。

≪田村≫

　昔はみんな土に依存していましたね。生ごみなん

かでも土に埋めると土の中の微生物が分解してく

れた。私は酒造業ですが、酒を造る際にはもちろん

米を使用するのですが、その造る課程ででてくる不

要な粕などは庭の土で処理しています。土で処理す

るとにおいがすると思う方がいらっしゃるかもし

れませんが、それが全くにおいが残りません。土が

一番効率よく処理をしてくれるのですね。

　それでは、他にどなたかご意見などございません

か。どんなことでも結構ですので。

≪男性≫

　私は勉強させてもうらうつもりで、環境市民会議

に参加しています。いろいろと話しをしてきた中で、

一番印象に残っているのは生ごみの量についてで

すね。実はごみの半分は生ごみで、生ごみの半分以

上は水なんです。生ごみは焼却処分されていますけ

れども、その水分を燃やすために多大な燃料を使い

ます。毎日のことなのでこれがとても大きいんです。

生ごみを出すときに水切りをちゃんとしておけば、

もっと効率良く最終処分ができるのではないかと

思うんです。市民に対して水切りを徹底してもらう

とか。市民会議で考えたことを市民にどうやって実

践してもらうか、これが課題だと思うのです。

　

≪ＰＴ北村≫

　生ごみの水切りについてですが、現在はごみ収集

車で市内の生ごみを個別収集していますが、環境市

民会議で意見の出された水切りの徹底については、

早速、収集車の啓発用テープに取り入れさせていた

だいて、アナウンスをするようになっています。

≪田村≫

　そういうことだそうです。

　他にはどなたか、まだ発言されていらっしゃらな

い方いかがですか。

≪女性≫

　私が参加させていただきましたのは、これから環

境を考えていくことの何かきっかけづくりになれ

ばいいと思いまして、今回出席させていただきまし

た。

≪Ｇさん≫

　ごみの有料化のからみで少しお話しさせていた

だきたいのですが。

　今年の４月にごみの有料化が始まりまして、スー

パーなどレジ袋の使用を減らそうと、買物の袋の持

参の推進をしておりますけれども、市で配布してい

るマイバック、あれは少し大きすぎますね。少しの

買物をするにはちょっと不便だと感じます。ですか

ら、もう少し小さい袋を自分で用意して買物に出掛

けていらっしゃる方もいると思います。

　それから、レジ袋をもらわない人へサービスがで

きるような方法を考えられないでしょうか。市内で

もいくつかの店ではポイントカードのようなもの

を作っていて、レジ袋が不要な人にはスタンプを押

して何かしらの還元をしているところがあるので

すが、そんな方法をさらに多くの店に広げていった

らいいと思います。

≪田村≫

　ご意見ありがとうございました。

　このままずっと話しが続いていきそうですが、そ

れから、まだまだ話し足りないという方もいらっし

ゃるとは思いますが、そろそろ予定されている時間

が過ぎてまいりました。　きょうはいろいろな方か

ら様々なご意見をいただきました。今ここで話しを

したことは、すべて後世の人々の為のものでありま

すから、これからもますます議論を重ねて、良いも

のを残していくようにすることが大切なことでは

ないかと思います。

　それでは環境分科会はこの辺で終わりとしたい

と思います。

　本日はみなさん、大変ありがとうございました。

―　終了　―


