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 (1) 小平市環境審議会 

【委員名簿】（任期：平成 29（2017）年 9月 1日～平成 31（2019）年 8月 31 日） 

職名 氏名 区分 職名 氏名 区分 

会長 奥 真美 学識経験を有する者 委員 小川 泉 事業者 

副会長 泉 慎一 公募市民 委員 鈴木 庸夫 事業者 

委員 阿部 直子 公募市民 委員 橋本 英明 事業者 

委員 飯島 千ひろ 公募市民 委員 市川 徹 学識経験を有する者 

委員 小倉 久美子 公募市民 委員 中島 裕輔 学識経験を有する者 

委員 竹川 敏雄 公募市民 委員 川道 克祥 関係行政機関 

委員 猪熊 勇一※ 事業者 委員 竹内 高広※ 関係行政機関 

※平成 31（2019）年 3月 31日付けで委員を辞任 

 

【開催状況】 

開催日 議題 

5 月 29日（火） 

(1) 市内の環境美化に関する課題解決に向けた有効な対策について 

(2) 生物多様性に関する取組について 

(3) 小平市公共下水道事業に係る社会資本総合整備計画の事後評価について 

(4) 小平市リサイクルセンターの工事説明会の概要について【報告】 

8 月 1日（水） 

(1) 小平市第二次環境基本計画（平成 29年度実績）について 

(2) 小平市地域エネルギービジョン中間見直し（平成 29年度実績）について                    

(3) 第二次エコダイラ・オフィス計画（平成 29年度実績）について 

(4) 小平市一般廃棄物処理基本計画（改訂）の数値目標等（平成 29年度実績） 

 について 

(5) 小平市みどりの基本計画（平成 29年度実績）について 

(6) 小平市下水道プラン（平成 29年度実績）について 

12 月 25日（火） 

(1) 市内の環境美化に関する課題解決に向けた有効な対策について 

(2) 生物多様性に関する取組について 

(3) カーボン・マネジメント強化事業について 

(4) 小平市リサイクルセンターの更新事業について【報告】 

(5) 小平市下水道事業の地方公営企業法適用について【報告】 

3 月 18日（月） 

(1) 平成 31年度環境部が担当する主な事業の概要について 

(2) 生物多様性に関する取組について 

(3) カーボン・マネジメント強化事業について 

(4) 小平市下水道総合地震対策計画（第三期）について 
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(2) 小平市廃棄物減量等推進審議会 

【委員名簿】（任期：平成 30（2018）年 6月 16日～令和 2（2020）年 6月 15日） 

職名 氏名 区分 職名 氏名 区分 

会長 山谷 修作 学識経験を有する者 委員 下條 隆久 公募市民 

副会長 渡辺 浩平 学識経験を有する者 委員 丹治 由紀子 公募市民 

副会長 滝沢 三千代) 公募市民 委員 中野 とし子 事業者 

委員 青野 敬吾 公募市民 委員 西成 典子 公募市民 

委員 伊集院 千津代 公募市民 委員 福原 葉子 市民団体代表 

委員 小川 泉 事業者 委員 古川 浩二 事業者 

委員 小栗 作郎 公募市民 委員 山本 智代 公募市民 

委員 木村 源一 公募市民 委員 吉浦 高志 事業者 

委員 小林 淳 事業者 委員 渡邊 朝樹 公募市民 

委員 坂倉 理恵 公共代表    

 

【開催状況】 

開催日 議題 

8 月 6日（月） (1)一般廃棄物処理基本計画の数値目標について（平成 29年度実績） 

12月 18日（火） 
(1)一般廃棄物処理基本計画について 

(2)家庭ごみ有料化及び戸別収集への移行実施計画について 

3 月 13日（水） 
(1)３Ｒ推進協力店（エコショップ）について             

(2)これからの市民協働について 

6 月 20日（木） 
(1)一般廃棄物処理基本計画の数値目標について（平成 30年度実績） 

(2)エコショップと市民協働について 

 

(3) 小平市緑化推進委員会 

【委員名簿】（任期：平成 30（2018）年 9月 1日～令和 2（2020）年 3月 31 日） 

職名 氏名 区分 職名 氏名 区分 

委員長 椎名 豊勝 学識経験を有する者 委員 白井 進 市民団体代表 

副委員長 山田 眞久 学識経験を有する者 委員 田中 稔 市民団体代表 

委員 市川 了一 市民団体代表 委員 千葉 康之 公募市民 

委員 大久保 忍 公募市民 委員 八田 史 市民団体代表 

委員 加藤 隆章 公募市民 委員 水野 昌子 市民団体代表 

委員 菊地 裕美 公募市民 委員 和田 淳 公募市民 

委員 栗原 道彦 公募市民    
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【開催状況】 

開催日 議題 

9 月 27日（木） 

提言書（案）の検討 

・提言の方向性について 

・具体的提案について 

11月 22日（木） 

提言書（案）の検討 

・生物多様性について 

・樹林と農地について 

1 月 31日（木） 

提言書（案）の検討 

・グリーンロードの利用について 

・用水路の通水について 

3 月 26日（火） 

提言書（案）の検討 

・農業公園と市民農園について 

・開発による緑の創出について 

 

(4) 小平市環境施策推進本部 

【本部員名簿】（平成 31（2019）年 4月 1日現在） 

本部長 副市長 

副本部長 環境部長 

本部員 議会事務局長 

本部員 企画政策部長 

本部員 行政経営担当部長 

本部員 総務部長 

本部員 危機管理担当部長 

本部員 市民部長 

本部員 地域振興部長 

本部員 
文化スポーツ担当部長兼

健康・保険担当部長 

本部員 子ども家庭部長 

本部員 健康福祉部長 

本部員 都市開発部長 

本部員 都市建設担当部長 

本部員 会計管理者 

本部員 教育部長 

本部員 教育指導担当部長 

本部員 地域学習担当部長 

本部員 選挙管理委員会事務局長 

本部員 監査事務局長 
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(5) 小平市環境部 

【組織構成】（平成 31（2019）年 4月 1日現在） 

部長  1人 

環境政策課 

公害対策、有害鳥獣・衛生害虫等対策、飼育動物等の適切な管理、

あき地管理適正化指導、専用水道等事務、環境美化推進、地球温

暖化対策 

8人 

資源循環課 
資源の循環、廃棄物の適正処理、廃棄物（ごみ・資源物）の発生

抑制と再利用促進、リサイクルセンターの維持管理及び運営 
12人 

廃棄物減量施策担当課長 
家庭ごみの有料化及び戸別収集、分別変更、収集日変更、廃棄物

の減量及び発生抑制 
1人 

水と緑と公園課 
公園・緑地・緑道の整備及び維持管理、緑化の推進、用水路の活

用計画・整備・維持管理、雨水浸透施設設置助成 
12人 

下水道課 

下水道使用料、下水道事業の計画・設計・工事監理、下水道の維

持管理、下水道の長寿命化対策、ふれあい下水道館の維持管理及

び運営 

16人 

  50人 
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