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和光市総合振興計画審議会第６回会議（安全部会） 会議要旨

開 催 日：平成２５年１２月２５日（水） 午後１時３０分～４時００分

開催場所：和光市役所庁舎５階５０３会議室

出 席 者：金子正義部会長（３号委員）

３号委員（市内公共的団体の役員）松田廣行

４号委員（知識経験を有する者）長野基

５号委員（公募による市民）関口泰典、梅沢直、藤川和孝、泉常夫

欠 席 者：２名（加藤委員、中村委員）

次 第：１ 開会

２ 議事

重点プラン対象施策以外の施策の外部評価

· 施策５９ ごみ減量・リサイクルの推進

· 施策５８ 生活環境保全の推進

· 施策６０ 廃棄物の適正処理の推進

３ その他

次回の会議日について

４ 閉会

１ 開会

事務局

ただいまから「和光市総合振興計画審議会第６回会議」を開会します。

本日の会議は、市民参加条例に基づき、公開とし、傍聴を設けています。

なお、本日の外部評価の流れについては、次第の裏面にあるとおり進めていきます。

２ 議事

重点プラン対象施策以外の施策の外部評価

① 施策５９ 廃棄物の適正処理の推進

ア 施策評価表に基づく施策概要の説明

所管課（資源リサイクル課）が、資料１に基づき説明。

イ ヒアリング

泉委員

取組内容③「廃棄物のリユースの促進」では、リサイクル展示場で粗大ごみで出た

ものを再利用として展示、市民に提供しているとのことですが、再利用するものの選

別は、どこで、どのようにしているのでしょうか。

所管課

リサイクル展示場での展示品については２通りありまして、市民の方が直接持って

こられたものを展示する場合と粗大ごみとして集められたものの中から、業者や職員

がまだ使えると判断したものを選別して展示する場合があります。

泉委員

リユースするとして選別したものの引取率、つまり、何件持ち込まれて、何件引き
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取られているのかは分かりますでしょうか。

所管課

そのような数値については、把握していません。

泉委員

引取率をお聞きしたのは、展示場が手狭であるという意見がある中、展示場に多く

持ち込まれても引き取りが少ない場合、新たな展示ができなくなるのではないかと考

えたからです。保管方法はどのように行っているのでしょうか。

所管課

展示品の主な収集方法は、粗大ごみの中から選別する方法なのですが、市民の方が

これはいいものだと判断した場合は、比較的早く引き取られています。しかし、そう

ではないものについては、引き取られないで残ってしまうということはあります。

泉委員

引き取られないで残った場合、長い間残ってしまう物の管理、保管期限の基準はど

うしているのでしょうか。

所管課

明確な基準はありませんが、あまり長期間残っている展示がないようにしています。

また、反対に多くの展示品が早く引き取られてしまった場合は、入れ替えを早くする

ようにし、状況に応じて、対応しています。

藤川委員

リサイクル展示場の場所はどちらでしょうか。常設の建物の中なのでしょうか。ま

た、持ち込みも、引き取りも無料ということでしょうか。

所管課

清掃センターの道路を挟んだ反対側にあります。小さい建物で常設しています。ま

た、持ち込みも引き取りも無料です。

藤川委員

評価表に記載の費用は、展示場の運営の経費でしょうか。

所管課

こちらに記載の費用は、主に土日に展示場を開場する際の人件費になります。

藤川委員

着眼点のいい事業なので、もっと積極的に進めたら、リサイクルの推進の役に立つ

のではないでしょうか。人件費もすべて持ち出しではなく、引き取りについては、少

しでも有料にするといった検討はされないのでしょうか。

所管課

他市の例では、行政が修理等を行って、引き取りは有料としているところもありま

す。当市の現状としては、修理を行わないでそのまま引き渡すということで、無料で

行っています。

梅沢委員

総合評価と今後の施策の方向性に関係しますが、ごみの減量やリサイクルの推進に

は、市民の意識の啓発、高揚が重要という内容が記載されています。しかし、市民か

ら見ますと、市民の意識は行政の施策の先進性や合理性、熱意の反映ではないかと思

います。まずは、行政の意識改革が先にあるべきなのではないかと思います。市ホー
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ムページを見てもあまり書かれていません。また、事前質問をしたリサイクルの神奈

川モデルについても、できるできないは別ですが、課内で議論するということが大切

だと思いますが、いかがでしょうか。

所管課

この施策については、ごみの排出時点が重要と考えており、行政ももちろんですが、

市民一人ひとりの方に意識してもらい、ご協力、ご尽力をいただかなければ、ごみを

減らすことはできないと考えています。そのためには、まず行政がパイオニアとなり、

先進的であるべきとのご意見ですが、確かにおっしゃることは大切な考え方だと思い

ますので、財政状況厳しい中ではありますが、可能な範囲で考えていきたいと思いま

す。

松田委員

新聞販売店が新聞紙を回収してリサイクルし、トイレットペーパーにしており、こ

れは資源の扱いです。しかし、市民が廃棄したものは、ごみの扱いです。新聞販売店

が回収したら資源で、市民が捨てたらごみというのは、おかしいと思います。資源と

ごみの区別を明確にしてほしいです。

所管課

新聞などは資源ごみとして扱っており、リサイクルする資源ごみと焼却される可燃

ごみは最終的な処分方法が変わります。

金子部会長

資源ごみと可燃ごみは別々の日に回収していますが、資源ごみは市としてどのよう

に扱っているのでしょうか。リサイクル業者へ有料で処分しているのでしょうか。無

料で処分しているのでしょうか。

所管課

収集した資源ごみの処分に対しては、市がお金を支払って処分してもらうものと、

反対に業者からお金をもらって処分してもらうものがあります。

金子部会長

新聞紙は、どのようにしているのでしょうか。

所管課

新聞紙については、業者にお金をいただいて処分しております。

長野委員

施策指標の達成度を見ますと、「Ｃ」評価とされていますが、自己評価を厳しくさ

れていると思います。数値としては大きな数値なので、見方によればこの程度の差、

変化ならば、ほぼ同程度とも言えるでしょう。この点について、どのように数値を解

釈するのかお聞きしたいです。具体的には、相対評価、つまり進捗率で見れば「Ｂ」

評価でいいのではないか、一方で絶対評価、つまり絶対値で見れば「Ｃ」評価でいい

という気もします。どちらで評価しているのかお聞きしたいです。

また、施策名称「ごみ減量・リサイクルの推進」とありますが、リサイクルの推進

の達成度を見る施策指標がないのは、なぜでしょうか。設定しない理由があるのでし

ょうか。この点をお聞きしたいです。

さらに、施策の全体の方向として、意識の問題だとしていますが、ごみ袋の有料化

といった取組も方向性に入ってこないという理解でいいでしょうか。有料化や過料と
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いったことは考えないという前提で施策を組み立てられているのか、どのように解釈

したらいいでしょうか。

所管課

まず、ご質問の１点目ですが、「Ｃ」評価については、絶対値の観点で、評価をし

ました。

次に、ご質問の２点目ですが、事務事業評価表に「リサイクル率」という指標とし

て設定しておりますが、総合振興計画策定の際に、この指標が施策指標として設定さ

れなかった理由は把握しておりません。

次に、ご質問の３点目ですが、有料化について、埼玉県内では一部の自治体や組合

で実施されていますが、多くの自治体や組合では実施されていない状況です。確かに、

有料化もごみ減量の大きな方法の一つではございまして、大きな効果があります。し

かし、周辺自治体では実施されていない状況の中では、まずは市民の意識啓発を進め

ることが前提だと考えています。なお、家庭ごみは無料ですが、事業系のごみについ

ては、排出者に負担していただいています。さらに、過料についてですが、現状では

そこまで考えていない状況です。

関口委員

システムフローを考えますと、インプットに対してのアウトプットがありますが、

インプットのところが見えません。どういうことかというと、約２，０００個所のご

み集積個所があると思いますが、そこからリサイクルの減量というのは始まっている

と思いますが、施策５９に組み込まれていないのでしょうか。

所管課

施策５９はごみを排出する時点に重きを置いております。ごみ集積所については、

集積所の利用者の方々に管理を行なっていただいています。ごみを出す時点での意識

が大事だと考えていますので、意識啓発や情報提供が重要だと考えております。

関口委員

第五次和光市一般廃棄物処理基本計画には、４R、リデュース、リユース、リサイ
クル、リフューズとあります。インプットのところとなるごみの発生を抑えますとい

うところで、再生利用できないごみを受け入れないというリフューズがあるわけです。

３Rにリフューズを加えて４Rという考えがあるわけですが、インプットの部分につ
いて、どうお考えでしょうか。

所管課

一般的に３Rと言われていますが、第五次和光市一般廃棄物処理基本計画では、リ
フューズ（再生利用もできないものはごみとして受け入れない）を加えて、４Rを掲
げています。排出されたごみについては、何かしら処理をしなくてはなりませんので、

まずごみが排出されるのを減らす、つまりインプットを減らしていただきたいという

考えでいます。そのために、意識啓発であったり、例えばレジ袋を使わず、マイバッ

クを使用してもらったり、食べ残しを減らすというように、ごみを出す量を減らして

いただきたいと考えております。やはり、意識啓発を行っていくことが、この施策を

進めることになると考えております。

金子部会長

施策評価表の課題に「総搬入量の２倍」という記述がありますが、意味が分からな
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いのですが、どういうことでしょうか。

所管課

記載が誤っており、正しくは「総搬入量の２割」です。

ウ 評価シート記入

各委員が評価シートに評価の記入を行った。

エ 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介

金子部会長

それでは、各委員より、評価結果を発表していただきたいと思いますが、まずは、

私から発表します。

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計

１１点です。

①については、施策指標名にリサイクルの推進とありますが、家庭ごみの排出量

と事業系ごみの搬入量だけの定量的評価になっており、主要な施策であるリサイク

ルの効果が示されていません。なお、家庭ごみの排出量並びに事業系ごみの搬入量

の目標に対する評価は、やや下回る程度で、「Ｃ」評価は厳しすぎると思います。

その他意見としては、家庭ごみの排出方法や分別の仕方について、自治会に入っ

ていない市民の意識が一般的に低いのではないでしょうか。その点の意識高揚を図

る必要があると思います。

また、ごみの減量化などのために、リサイクルの推進は大変重要な施策ですが、

リサイクルする物の中には、再利用するためには多くのエネルギーを必要とするも

のもあると言われていますので、その点に注意してリサイクルする項目を決めてほ

しいです。

松田委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

その他意見としては、燃えるごみは、バイオ燃料ではないでしょうか。市として

有効に使えるものは使えるように工夫するとよいと思います。

長野委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

９点です。

①については、所管課は絶対値で判断し、「Ｃ」評価にしたとのことですが、目標

値に対する進捗率で見ると、「Ｂ」評価でいいのではないかと思います。また、施策

名にリサイクルの推進とありますが、リサイクルについての記述がありません。事

務事業評価表には記述がありますが、市民への説明責任を果たすということから、

施策評価表にも記述する必要があると思います。

その他意見としては、意識啓発のみで解決できる問題なのか疑問に思います。和

光市は特殊で、若年層が増えているとのことですが、共働きでの若年世帯が増える
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ということは、一般的にはごみが増加すること考えられます。そうしたものに対し

ては、自衛隊官舎や大規模マンション群などの集合住宅群単位でのインセンティブ

設定を行わないと、ごみ減量についての問題解決は難しいのではないでしょうか。

関口委員

①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計

１１点です。

①については、厳しい評価がされているとは思いますが、妥当な評価だと判断し

ました。ごみ処理フローで、清掃センターでは、燃やすごみは焼却処理され、それ

以外は手作業の選別により粗大ごみ選別ラインにて素材ごとに行われます。清掃セ

ンターでの削減には１グラム単位で経費がかかるので、シビアなごみ分別、ごみ減

量を進める必要があると思います。

梅沢委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「総合評価の妥当性」は１点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

６点です。

③については、総合評価の理由として「ごみの減量やリサイクルの推進について

は、市民等の意識によるところが大きいことから、これらについての周知や意識の

高揚を図っていくことが課題である。」とありますが、市民の意識は行政の施策の先

進性や合理性、熱意の反映ではないでしょうか。また、市民等の意識によるところ

が大きいというのは抽象的です。インセンティブや具体的方策が必要だと思います。

その他意見としては、市政全体で「持続可能な循環型社会」を目指す考え、哲学

が見えてきません。日々の業務があることは理解できますが、市政全体で考えれば

循環型社会を目指す施策が可能だと思います。根幹を成す考え、意識が必要なので

はないでしょうか。

藤川委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

①については、リサイクルに関する指標を設けるべきだと思います。④について

は、リサイクル展示場の運営方法を再点検するとともに、もっと積極的にＰＲして、

利用を促進するべきです。

泉委員

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

８点です。

①については、実績を見るかぎり、「Ｂ」評価でいいのではないでしょうか。絶対

値での評価という説明もありましたが、評価表からは読み取れません。④について

は、市民等の意識の啓発を地道に行っていくとありますが、具体的にどう進めるの

か説明がほしいです。

金子部会長
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それでは、評価結果をまとめるとどうなりますでしょうか。事務局お願いします。

事務局

それでは、資料４の「外部評価結果（安全部会）」をご覧ください。様式に従って、

結果を報告していきます。

１の「施策名」は既に記入されています。２の「評価点数（合計）」は６１点でし

た。３の「評価結果」は「妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評

価が行われている」という評価結果になりました。４の「評価項目詳細【参考】」に

ついては、「①施策の達成度の妥当性」は「１４点」、「②取組内容の評価の妥当性」

は「１５点」、「③総合評価の妥当性」は「１６点」、「④今後の施策の方向性の妥当

性」は「１６点」です。これに伴い、評価結果は、③及び④は「適正な評価が行わ

れている」、①及び②は「妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評価

が行われている」となりました。

（イ） 意見交換

金子部会長

では、最後に、４「部会の意見」をまとめます。これまで、様々な意見が出まし

たが、本部会として、この施策について、点数評価以外で何か市に提言すべきこと

があればまとめていきたいと思います。

松田委員

和光市のごみ焼却場は、平成２４年度に耐用年数を経過していると聞いたことが

あります。今度ごみ焼却炉を建設する際は、何でも燃やせるごみ焼却炉にしてほし

いです。分けるのも手間だという人もいます。所沢近辺では、そのようなごみ焼却

炉が導入されていると聞いていますので、和光市でも検討してほしいです。

金子部会長

評価している施策５９は「ごみ減量・リサイクルの推進」ですが、この後評価し

ます施策６０は「廃棄物の適正処理の推進」ですので、ごみ焼却炉の内容は、こち

らで議論したいと思います。

先ほど、その他の意見として、発言いたしましたが、自治会に入っていない方の

ごみの捨て方や分別に対する意識が低いと思います。自治会に入っていない方は、

ごみ集積に関しての当番のようなものがないので、ごみの捨て方が分かっていない

のではないでしょうか。意識の高揚について、特に自治会に入っていない人にもご

みの捨て方や分別が分かるよう、また、適切にごみを捨ててもらえるよう、その方

法を考えてほしいというのはいかがでしょうか。

また、分別については、資源として必要なもの、そうではないものを検討して、

現状の分別区分が適切なのか再度検証してほしいというのはどうでしょうか。と言

いますのは、プラスチックなどは日本では再資源で使われていないこともあります。

もちろん、ごみの減量という点では、環境にいいとは言えます。他に、燃やすごみ

が全て燃えない時にプラスチックを入れて、全て燃やすという使い方もあると聞い

たこともあります。プラスチックの他にも更に分別した方がいいものもあるかもし

れません。しかし、部会の意見とする必要がなければ、この点は入れなくてもいい

と思いますが。

分別の内容は検討はされているのでしょうか。例えば、資源ごみと分類されてい
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るものについて、本当に資源ごみとして区別することが適切かどうかという検証は

されているのでしょうか。

所管課

資源ごみの分類は、市民の方が分かる範囲にしており、現状では、リサイクルし

たいものを、分別していただいています。

藤川委員

先ほどお話があった、自治会に入っていない方の意識が低いという話について、

私はあまり実感がありませんが、どういうことでしょうか。

金子部会長

決まった曜日ではない日に、何でも捨ててしまう方がいるのです。

藤川委員

自治会に入っていないけれど、自治会の廃棄場所に捨てるのですよね。アパート

などに住んでいる若い人が、忙しくて、ごみの捨て方を気にせず、捨てているとい

うことでしょうか。

松田委員

私が、実感しているのは、ワンルームマンションや戸建てでも若い方が、ごみの

捨て方を守っていないと思います。若い人が忙しいというお話でしたが、夜のうち

に捨ててしまって、カラスが荒らしてしまうということもあります。

藤川委員

そういった問題は、地域の美化の問題になると思います。

金子部会長

ただ、このような問題に関しては、分別しないまま廃棄されると、リサイクルが

しにくくなってしまうという点は関係があります。

泉委員

ごみの集積箇所を設けるのがいいのか、悪いのかという議論にもなると思います。

大阪では、決められた曜日に自宅前にごみを出し、もし、決められたルールを守ら

ずに出した場合は、収集されないという仕組だと聞きました。

金子部会長

大阪では、夜に収集をするので、カラスの問題もありません。

藤川委員

部会の意見については、ごみの減量やリサイクル進めるという視点で、まとめた

らいいのではないでしょうか。

関口委員

市民、事業者、行政が一体となって、協働による循環型社会を作ることを、市民

に多く周知する、ＰＲするという点を部会の意見としてはいかがでしょうか。民と

民、民と官といったように様々な関係で話し合い、自助、共助によって、循環型社

会を作るということをＰＲしてほしいです。

金子部会長

そういった内容は大切だと思いますが、地元でそういった活動がありませんので、

特に必要ということでなければ、部会としての意見としてはどうでしょうか。

関口委員
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商工会では、企業市民という活動があると聞いています。鍋合戦や市民まつり等

でＰＲしているとは思いますが、より周知していただきたいです。

金子部会長

やはり、自治会に入っていない市民の意識という点に加え、全体のごみの捨て方

や分別に対する十分な意識高揚ということを部会の意見としてまとめていいでしょ

うか。

部会員一同

了承。

オ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は６１点で、評価結果は「妥当ではない部分はあるが、どちらかというと

適正な評価が行われている」となります。

また、点数評価以外の部会の意見として、「ごみ減量、リサイクルの推進のために

は、行政による取組ばかりではなく、市民、事業者のごみの捨て方や分別に対する意

識を十分に高めることが必要である。特に、自治会に入っていない市民の意識の向上

に努めてほしい。」とします。

② 施策５８ 生活環境保全の推進

（ア） 評価の紹介

金子部会長

それでは、各委員より、評価結果を発表していただきたいと思いますが、まずは、

私から発表します。

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計

１０点です。

①については、「路上喫煙指導件数」の指標からのみ評価を行っていますが、生活

環境保全として取組んでいる施策は路上喫煙に関することだけではありません。ま

た、数値の変化は区域の拡大が原因となっています。このことから、現在取組んで

いる施策全体で評価するべきです。また、「公共施設美化サポーター登録団体数」と

「生活環境苦情件数」の指標については、目標値と実績値がほとんど変わりません

ので、加味して判断しました。

その他意見としては、生活環境保全については、県の生活環境保全条例を基準と

していますから、県と十分連携を図りながら推進してほしいです。

松田委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

９点です。

その他意見としては、ごみの多いところに、ごみ箱を設置してほしいです。ごみ

を拾っても、捨てる場所がありません。ごみのないまちづくりを目指すなら、ごみ

をきちんと捨てられる環境を作ることで拾うことのできる環境を整えてほしい。

長野委員



10

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

７点です。

①については、施策指標の「公共施設美化サポーター登録団体数」と「生活環境

苦情件数」は、進捗率９０％であり、「Ｂ」または「Ｃ」の評価でいいのではないで

しょうか。特に「生活環境苦情件数」は意図通りの減少ができています。また、施

策指標「路上喫煙指導件数」については、計画時と平成２４年の対象地区が異なる

ため単純に比較ができませんので、「Ｄ」評価とは判断できません。可能ならば旧測

定地区分と新測定地区分の数値を併記することが望ましいと思います。④について

は、基本的には対処療法で処置していく方向性は特に問題がないと思います。

その他意見としては、産業公害を除いた他の「生活公害」がどこで、なぜ発生し

ているのか、誘発されているのか、要因の分析を行っていくことが重要ではないで

しょうか。民間外部委託は進められていますが、事業者にいかに動いてもらうかの

方向性を示すのは、市役所側の努力だと思います。

関口委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

９点です。

①については、定量的評価において、路上喫煙指導をして、どれだけ改善された

かの数値が示されておらず、現状が見えてきません。

その他意見としては、路上喫煙の指導については、直接注意しているのでしょう

か。それとも、指導員の格好をして歩くだけなのでしょうか。と言いますのは、以

前、和光市協働事業提案制度の行政提案「小学校周辺路上喫煙パトロール」、「第三

小学校交通指導員協働業務委託」等は事業として成立しませんでした。注意をする

とクレームやトラブルになったりすることもあります。難しいところもあると思い

ますが、このような点も対策して進めてほしいと思います。

梅沢委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計

７点です。

②については、放射線測定事業の廃止とありますが、福島原発１号機～４号機が

廃炉になるまで危険性は継続しています。機材を貸し出し、ボランティアに依頼し

て測定を継続できないでしょうか。④については、一次評価に「路上喫煙禁止区域

の看板設置などをより効果的に行い、啓発の効果の向上に努めたい」とありますが、

看板の効果としては、大きな目の絵や警官の絵が入ったポスターがポイ捨てに対す

る抑止効果があると認められています。喫煙者を敵視して封じ込めるのではなく、

行動学や心理をうまく活用して、マナー向上に結びつける手法を検討していただき

たいです。

その他意見としては、さまざまな市民参加が可能な施策には、ＩＣＴによるサポ

ーター制度は有効だと思われます。行政の努力だけではムーブメントになりえませ

ん。市民を巻き込む手法が必要だと思いますが、ＩＣＴ活用が有効だと思います。
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先日、総務省のホームページにＩＣＴ地域マネージャーの派遣について、掲載があ

りました。こういったものの活用を和光市でも検討したらいいのではないでしょう

か。

藤川委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計

１０点です。

①については、施策指標の立て方及び評価の仕方が疑問です。路上喫煙の対象地

区が拡大されたことにより、指導件数が大幅に増えたということで「Ｄ」評価とし

ているのは疑問に感じます。②については、事務事業評価表において、荒川河川敷

一斉清掃参加者及び美化推進員ごみ回収量が減少していますが、市民ぐるみの活動

が増えるように進めてほしいです。③については、市民の自覚やマナーが基本とな

る施策なので、行政が関与して効果を上げるのは難しいですが、課題によく対応し

ていると思います。

泉委員

①「指標の達成度の妥当性」は１点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

７点です。

①については、施策指標の読み方が理解できないところがあります。施策指標「路

上喫煙指導件数」については、指導件数は２倍になっていますが、監視地区も２倍

になっているのか、また監視の仕方もどうなったのか不明確です。また、その他の

施策指標については、ほぼ目標値に近づいていますので、「Ｄ」評価とは言えないと

思います。③については、施策への取組が対処的で受身のように感じられます。課

題について予防的な取組をするべきではないでしょうか。④については、生活環境

保全の推進策は看板の設置のみにクローズアップしていて、それで啓発の効果が上

がるのが疑問です。その他の具体策を示す必要があると思います。

その他意見としては、悪臭の問題が長期化しているとありますが、市の取組とし

て、どのように対応しているのか、評価表においても取組内容を明確にしておくこ

とが大切だと思います。

金子部会長

それでは、評価結果をまとめるとどうなりますでしょうか。事務局お願いします。

事務局

それでは、報告します。資料４の１の「施策名」は既に記入されています。２の

「評価点数（合計）」は５９点でした。

３の「評価結果」は「妥当ではない部分はあるが、どちらかというと適正な評価

が行われている」という評価結果になりました。４の「評価項目詳細【参考】」につ

いては、「①施策の達成度の妥当性」は「１１点」、「②取組内容の評価の妥当性」は

「１６点」、「③総合評価の妥当性」は「１７点」、「④今後の施策の方向性の妥当性」

は「１５点」です。これに伴い、評価結果は、②及び③のみ「適正な評価が行われ

ている」となり、その他の項目は「妥当ではない部分はあるが、どちらかというと

適正な評価が行われている」となりました。
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（イ） 意見交換

金子部会長

では、最後に、４「部会の意見」をまとめます。これまで、様々な意見が出まし

たが、本部会として、この施策について、点数評価以外で何か市に提言すべきこと

があればまとめていきたいと思います。

生活環境保全というのは、たばこ、ポイ捨て、排気ガス等の負荷に対する取組に

なり、大変範囲が広いです。市が扱えるものは、評価表に記載の内容のたばこ、ポ

イ捨てといったものに対する内容になると思います。例えば、車のアイドリングに

ついて、市民にお願いしていくということも考えられますが、市外からの車も通り

ますので、市だけでは難しいと思います。

荒川河川敷での一斉清掃について評価表に記載されていますが、道路の交差点で

渋滞するところでのポイ捨ても多いのが現状ではないでしょうか。こういったとこ

ろも同様に清掃したらいいと思います。きれいにしているとポイ捨ても減ると言わ

れています。こういった点を部会の意見としてもいいのではないでしょうか。

泉委員

ポイ捨てが多いとされる交通量の多いところは把握されていると思いますので、

定期的なクリーン活動を重点的に進めるという取組も考えられます。人は、ごみが

溜まっているところに捨てますので、このような捨てやすい個所を調査研究して、

重点的に対策してほしいです。

梅沢委員

以前、テレビの実験で、目玉の大きいポスターをはるだけで、ポイ捨てが５割か

ら７割減る効果があるというのを放送していました。ポスターを作るのなら、文字

ではなく、視覚的に効果のあるものを検討したらいいのではないでしょうか。

金子部会長

市では、河川を強調して、清掃していますが、河川だけではなく、道路も対策し

てほしいということではないでしょうか。

松田委員

最近、コンビニで買った物を外で食べて、それを捨てているのをよく見ます。

関口委員

路上喫煙の条例がありますが、注意して、違反した場合の罰金を実際に取ったこ

とはあるのでしょうか。

事務局

事例はないと思います。

松田委員

路上ではなく、私有地に入って喫煙するという方もいると思います。また、夜、

ポイ捨てする方が多いと思います。

梅沢委員

表通りに、産業廃棄物が捨てられていました。暗いですので、意識的に捨てに来

る人がいると思います。

金子部会長

それでは、荒川河川敷の一斉清掃に加え、普段目に付く道路でも取組を展開して
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ほしいということを部会の意見とすることでいかがでしょうか。

一般の公衆に影響があることで、現在やっていないことがあれば、部会の意見と

してもいいと思います。

藤川委員

マナーに関することは、学校でもやられていると思うのですが、清掃活動に子ど

もに参加してもらうことで、子どもから親への意識へつなげたらいいのではないで

しょうか。

松田委員

荒川河川敷で多いのは、犬の糞の問題です。また、道路サポーターがいて、清掃

している個所はあると思います。

金子部会長

県道においては、道路サポーターという制度がありますが、特定の場所に限られ

ています。また、県の職員が年に数回清掃しています。

泉委員

桶川では、路上喫煙に対して、朝から夜までバケツを持って注意していて、積極

的に進めていると聞きます。

金子部会長

荒川河川敷で実施している一斉清掃の活動を、普段目に付きやすい道路でも定期

的に行ってほしいということと、また、路上喫煙やポイ捨てを防ぐために、設置す

る看板については、文字よりも視覚的に効果のある絵を使う工夫を検討してほしい

ということを部会の意見としてもいいでしょうか。

松田委員

市内でよく目にする看板は、犬の糞の始末をするように注意する看板です。

金子部会長

それでは、啓発の部分も大切ですが、やはり、荒川河川敷で実施している一層清

掃の活動を、普段目に付きやすい道路でも定期的に行ってほしいということ一点に

部会の意見を絞るということでいいでしょうか。

部会員一同

了承。

イ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は５９点で、評価結果は「妥当ではない部分はあるが、どちらかというと

適正な評価が行われている」となります。

また、点数評価以外の部会の意見として、「ポイ捨ては交通量が多い渋滞交差点な

どで多くみられるのが現状である。きれいに保つことがポイ捨ての予防につながるこ

とから、交差点などポイ捨ての多い場所については、荒川河川敷で実施しているよう

な一斉清掃を検討していただきたい。」とします。

③ 施策６０ 廃棄物の適正処理の推進

ア 各委員評価の紹介・意見交換

（ア） 評価の紹介
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金子部会長

それでは、各委員より、評価結果を発表していただきたいと思いますが、まずは、

私から発表します。

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計

１１点です。

①については、最終処分場への搬入量も不法投棄の処理量も「Ｂ」の「目標をや

や下回る」でいいのではないでしょうか。また、基準となる目標値が一定ではなく、

設定にも問題があるのではないでしょうか。②については、焼却施設が２０年以上

経過している焼却炉を使用しているので、記載のようなことしかできないと思いま

すので、適当だと判断しました。

その他意見としては、焼却灰にはダイオキシンや有害な重金属が含まれているた

め、多くの自治体ではその処分に苦労しています。そのため、自治体の多くは、全

国を対象にその処分場を探しているのが現状ですが、その処分場も統計上ではすで

に満杯になっています。現在、最終処分場の新規の建設は、住民の理解が得られな

いため、全国的にもほとんど行われていないのが現状です。このため、既存の焼却

炉に替えて、比較的有害物質の除却が可能な溶融炉の建設について、早期に検討す

る必要があると思います。なお、建設には、予算などさまざまな問題があると思い

ます。

松田委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計

７点です。

④については、老朽化した施設に対する課題があるものの、対応について内容が

記述されていませんので、１点としました。

その他意見としては、なるべく早く焼却施設の更新、新設をしてほしいです。

長野委員

①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

１１点です。

①については、あまり成果が上がっていないという評価もあり得ると考え、「Ｃ」

評価は適切と判断しました。②については、状況の記述、方向性の優先度判断に特

に問題はないと考えます。なお、焼却施設の建設については、他市の事例を見ても

住民の意見が割れることもあります。どういう施設にするかということ以上に、ど

うやって決めるのかということを決定する必要があります。④については、特に問

題はないですが、施設の更新のあり方はできるだけ早く市民を巻き込むことが重要

だと考えます。

関口委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は３点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は３点で、合計

１１点です。
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①については、不法投棄を施策指標に上げるのは、どうなのでしょうか。違法行

為を正当化しているように思えます。④については、建設時に、和光市の焼却施設

は、不燃ごみと粗大ごみを同じ建物で処理できる全国初の施設だったのです。しか

し、平成１９年の爆発事故があったように、現在では騙し騙し焼却施設を使ってい

る状況です。焼却灰は使えるものは使うが、最終的に出たものは、２箇所に埋め立

てています。隣の光が丘では建替え計画が出ていますが、今後和光市でどうしてい

くか細かく検討してほしいです。

梅沢委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は１点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は１点で、合計

６点です。

②については、平成２４年１２月に１号炉の故障があり、同時期に２号炉も故障

していて、１号炉を復旧させるまでの２日間ごみの焼却ができない時間が生じたと

あります。このように維持管理、運転管理に支障が出たのは、焼却処理を行う施設

が建設されて２０年以上経過したため、老朽化が進んでいるのが原因でしょう。③

については、「施設の老朽化や経年劣化が進む中、施設の整備が進んでおらず、中長

期的な視点のもと、今後における施設の整備のあり方等について検討していくこと

が課題である。」とするのであれば、施設の理想的な形を提示することによって、市

民や行政間での議論を通じたコンセンサスを作ることが必要ではないでしょうか。

私としては、発電が可能な炉がいいのではないかと考えています。コストの安いエ

ネルギーとなります。新設の際には、検討してほしいです。④については、具体的

な課題が出てきているので、今後の方向性としては、新たな焼却炉建設になると思

いますが、その部分を示すことが重要だと思います。

藤川委員

①「指標の達成度の妥当性」は２点、②「取組内容の評価の妥当性」は３点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

９点です。

②については、老朽化している中では、頑張って取組んでいます。③については、

旧焼却施設による非効率、不十分な処理を続けており、焼却灰の処理の問題もあり

ますので、早く新しい施設にして、効率化を図ってほしいです。④については、老

朽化した焼却施設の更新により積極的に取組むべきです。

泉委員

①「指標の達成度の妥当性」は３点、②「取組内容の評価の妥当性」は２点、③

「総合評価の妥当性」は２点、④「今後の施策の方向性の妥当性」は２点で、合計

９点です。

金子部会長

それでは、評価結果をまとめるとどうなりますでしょうか。事務局お願いします。

事務局

それでは、報告します。資料４の１の「施策名」は既に記入されています。２の

「評価点数（合計）」は６４点でした。

３の「評価結果」は「適正な評価が行われている」という評価結果になりました。
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４の「評価項目詳細【参考】」については、「①施策の達成度の妥当性」は「１６点」、

「②取組内容の評価の妥当性」は「１７点」、「③総合評価の妥当性」は「１７点」、

「④今後の施策の方向性の妥当性」は「１４点」です。これに伴い、評価結果は、

①、②及び③は「適正な評価が行われている」となり、④は「妥当ではない部分は

あるが、どちらかというと適正な評価が行われている」となりました。

（イ） 意見交換

金子部会長

では、最後に、４「部会の意見」をまとめます。これまで、様々な意見が出まし

たが、本部会として、この施策について、点数評価以外で何か市に提言すべきこと

があればまとめていきたいと思います。

ご意見が多くありましたが、一日でも早く焼却炉の老朽化に対応し新たに有効な

炉を検討して、施設を建設されたいという意見でいいでしょうか。

なお、炉の発電に関してですが、１００トン以上の規模の炉であれば、溶融炉を

動かす電力を発電することができると言われています。

松田委員

平成１７年にエネルギービジョンというのがありまして、その時にごみ焼却炉で

の発電について検討されたのではないでしょうか。その結果は市単独ではできず、

４市で一緒にならないと難しいという結論でなかったでしょうか。

梅沢委員

技術革新は日進月歩ですので、もう一度確認して、ごみ発電ができないか検討し

てほしいです。

金子部会長

例えば、４市で一つ溶融炉を設置して、各市の焼却灰を溶融するということも考

えられるかもしれません。どういった方法がいいかは検討していただく必要はある

かと思います。

焼却灰の処理について調べましたところ、広島県でしているようですが、近いう

ちには焼却灰を処理する施設の設置が必要になってくると思います。ただ、設置の

際には、住民に嫌がれて、了解を得られないという懸念はあります。

松田委員

北インター辺りで、設置できたらいいのではないでしょうか。

金子部会長

溶融炉を建設しないのならば、焼却灰をどこかに廃棄しなくてはなりません。溶

融炉を建設するという前提であれば、和光市なのか４市で一つ作る必要があるかと

思います。どちらにしても、有害物質を処理できるような焼却炉の建設を早急に検

討してほしいということでいいでしょうか。

泉委員

そのような内容は、第五次計和光市一般廃棄物処理基本計画に記載されているの

ではないでしょうか。

事務局

焼却炉は、３０年は修理をしながら使用するというのは言われています。

泉委員
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もし、計画に記載されていないのであれば、部会の意見としていいのではないで

しょうか。

松田委員

建設までに時間もかかることだと思います。

事務局

国の施策では、広域で建設しないものには補助金の対象にならないといった制限

があり、また広域で建設した場合も、１００億円というような大きな事業規模に対

しても、補助金は少なく、なかなか難しいのが現状です。このような中で、今後は

市単独でも補助対象となるという情報もあり、国の施策がはっきりしないところも

あります。

金子部会長

川口市では溶融炉を建設したと聞いています。

それでは、一日でも早く焼却炉の老朽化に対応し新たな炉を検討してほしいとい

うことと、その際には、有害物質を含む焼却灰を処理できる炉を検討してほしいと

いうことを部会の意見としたいと思いますが、いかがでしょうか。

部会委員一同

了承。

イ 評価結果のまとめ

金子部会長

評価点数は６４点で、評価結果は「適正な評価が行われている」となります。

また、点数評価以外の部会の意見として、「焼却施設の老朽化に対応し、早急に新

たな炉の建設を検討してほしい。なお、新たな炉については、有効な炉になるよう、

発電施設を設けることや有害物質を含む焼却灰を処理できる溶融炉にすることなど

も含め、検討してほしい。」とします。

その他

① 次回の会議日について

事務局から、次回の会議の日程（１月３１日（金））について、連絡した。

４ 閉会


