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 (1) 小平市環境審議会 

【委員名簿】（任期：令和元（2019）年 9月 1日～令和 3（2021）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 井内 真 事業者 

副会長 中島 裕輔 学識経験を有する者 委員 鈴木 庸夫 事業者 

委員 小口 治男 公募市民 委員 三島 雄介※ 事業者 

委員 中川 都 公募市民 委員 小柳 知代 学識経験を有する者 

委員 西村 守正 公募市民 委員 青山 一彦 関係行政機関 

委員 服部 千春 公募市民    

※ 令和 3（2021）年 3月 31日付けで委員を辞任 

 

【開催状況】 

開催日 議題 

6月 22日（月） 

(1) 生物多様性に関する取組について 

(2)（仮称）小平市第三次環境基本計画の素案作成に向けて 

(3)（仮称）小平市第三次みどりの基本計画の素案作成に向けて 

(4)（仮称）小平市第二次下水道プランの素案作成に向けて 

8月 3日（月） 

(1) 小平市第二次環境基本計画（令和元年度実績）について 

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

(3) 第二次エコダイラ・オフィス計画（令和元年度実績）について 

(4) 小平市みどりの基本計画（令和元年度実績）について 

(5) 小平市下水道プラン（令和元年度実績）について 

(6) 小平市一般廃棄物処理基本計画（改訂）の数値目標等（令和元年度実績）

について【報告】 

9月 25日（金） 

(1)（仮称）小平市第三次環境基本計画の素案の検討について 

(2)（仮称）小平市第三次みどりの基本計画の素案の検討について 

(3)（仮称）小平市第二次下水道プランの素案の検討について 

10月 29日（木） 

(1)（仮称）小平市第三次環境基本計画の素案について 

(2)（仮称）小平市第三次みどりの基本計画の素案について 

(3)（仮称）小平市第二次下水道プランの素案について 

2月 2日（火） 

(1)（仮称）小平市第三次環境基本計画の策定に係る答申について 

(2)（仮称）小平市第三次環境基本計画（案）について 

(3)（仮称）小平市第三次みどりの基本計画（案）について 

(4)（仮称）小平市第二次下水道プラン（案）について 

3月 25日（木） 

(1) 令和 3年度環境部が担当する主な事業の概要について 

(2) 人と動物の共生社会の推進について 

(3) 都市計画公園の整備状況について 

(4) リサイクルセンターの稼働状況について【報告】 



83 

 

(2) 小平市廃棄物減量等推進審議会 

【委員名簿】（任期：令和 2（2020）年 6月 16日～令和 4（2022）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 丹治 由紀子 公募市民 

副会長 渡辺 浩平 学識経験を有する者 委員 内藤 章 公共代表 

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 野口 信一 事業者 

委員 伊集院 千津代 市民団体代表 委員 林 周子 市民団体代表 

委員 出雲崎 暁子 公募市民 委員 山下 美弥子 公募市民 

委員 川里 賢太郎 事業者 委員 山本 智代 公募市民 

委員 木村 源一 公募市民 委員 吉浦 髙志 事業者 

委員 先山 厚子 公募市民 委員 渡邊 朝樹 公募市民 

委員 下條 隆久 公募市民    

 

【開催状況】 

開催日 議題 

7月 28日（火） (1)一般廃棄物処理基本計画の策定について（基本的事項） 

10月 27日（火） (1)小平市の廃棄物を取り巻く状況について 

3月 18日（木） 
(1) 研修「SDGsと食品廃棄物の発生抑制」 

(2) 小平市の食品ロスについて 

 

 (3) 小平市緑化推進委員会 

【委員名簿】（任期：令和 2（2020）年 9月 1日～令和 4（2022）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 中村 眞一 公募市民 

委員 市川 了一 市民団体代表 委員 八田 史 市民団体代表 

委員 小川 とあ子 市民団体代表 委員 船津 好明 市民団体代表 

委員 粕谷 英雄 公募市民 委員 米山 義茂 公募市民 

委員 菊地 裕美 公募市民 委員 和田 満夫 公募市民 

委員 塩島 高明 公募市民    

【開催状況】 

開催日 議題 

9月 30日（水） 

第 17期検討課題について 

・提言の方向性について 

・具体的提案について など 
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11月 6日（金） 

第 17期検討課題について 

・ナラ枯れについて 

・都市計画公園について など 

1月 22日（金） 

第 17期検討課題について 

・ナラ枯れについて 

・用水路について など 

3月 24日（水） 

第 17期検討課題について 

・「小平市におけるナラ枯れ病対策の緊急提言」について 

・公園の整備、管理について など 

 

(4) 小平市環境施策推進本部 

【本部員名簿】（令和 3（2021）年 4月 1日現在） 

本部長 市長 本部員 
文化スポーツ担当部長兼健康 

・保険担当部長 

副本部長 副市長 本部員 子ども家庭部長 

本部員 教育長 本部員 健康福祉部長 

本部員 環境部長 本部員 都市開発部長 

本部員 議会事務局長 本部員 都市建設担当部長 

本部員 企画政策部長 本部員 会計管理者 

本部員 行政経営担当部長 本部員 教育部長 

本部員 総務部長 本部員 教育指導担当部長 

本部員 危機管理担当部長 本部員 地域学習担当部長 

本部員 市民部長 本部員 選挙管理委員会事務局長 

本部員 地域振興部長 本部員 監査事務局長 

 

(5) 小平市環境部 

【組織構成】（令和 3（2021）年 5月 1日現在 令和 3年度組織機構図参照） 

部長  1人 

環境政策課 

公害に係る手続きや相談の受付、有害鳥獣・衛生害虫等対策、畜犬登

録・狂犬病予防注射事務、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 

7人 

(1)人 

資源循環課 

分別・収集、廃棄物の減量及び発生抑制と再利用促進、資源循環促進、

リサイクルセンターの維持管理及び運営、廃棄物処理手数料の減免、

ごみの組成分析 

12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 
13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、下水道の老朽化対策、ふれあい下水道館の維持管理及び運営 
15人 

合計 49人 

 



令和3（2021）年9月発行

編集・発行 小平市環境部環境政策課

〒187-8701

東京都小平市小川町二丁目1333番地

電話番号 042-346-9818

電子メール kankyoseisaku@city.kodaira.lg.jp

￥400

令和3年度　小平市の環境

（令和2年度実績）

mailto:kankyoseisaku@city.kodaira.lg.jp

