
第５回審議会議事録

開 催 日：平成２４年１０月２５日（木）午前１０時００分～午前１２時００分

開催場所：和光市役所４階４０３会議室

出席委員：田中会長、佐野副会長、芳野委員、川添委員、木田委員、萩原委員、高田委員

竹村委員

（欠席：志村委員、冨岡委員）

田中会長：これより第５回和光市廃棄物減量等推進審議会を開催いたします。それでは資

料の確認を事務局よりお願いします。

事務局：それでは資料を確認させていただきます。

（資料の確認）

田中会長：第５回和光市廃棄物減量等推進審議会を開催させていただきたいと思います。

それでは８月２６日に意見交換会を開催いたしましたので資料１に基づいて確

認しておきたいと思います。事務局から資料の説明をお願いいたします。

（事務局内容説明）

⑤―資料１ 意見交換会について

田中会長：いろいろご意見をいただいたのですが、通常のごみ対策に関する意見や要望が

多かったように思います。これに関して何か確認することがあれば意見を伺い

たいと思います。

川添委員：参加したのですが、重要なものが抜けていると思います。というのはクリーン

推進員も輪番制でクリーン推進員になったが何をしたらいいかわからないとい

う人が多かったと思います。ということは市の説明が足りないのではないかと

思います。資料の中でも年１回クリーン推進員を集めて講習をしていますと書

いてありますが、何をやっていいかわからない人たちに何かをしてもわからな



いと思いますので、市の役目というのが相当大きくなると思います。自治会の

役員がわからなくて指導できない、クリーン推進員も輪番制でやったって何を

やっていいかわからない、そうしたら全然進まないと思います。だからそのた

めに市がどういう対策をとるのかというのが必要だと思うのですが、それが計

画の中に入っていないと思います。

田中会長：そういう発言がありましたか。

川添委員：ありました。それでこの資料をもらって自治会に持ち帰ってもそう説明したら

いいか説明を聞いてもわからないと言っていました。

田中会長：ちょっと確認ですが、今の発言は当日出席された方が資料説明いただいたごみ

処理基本計画の内容があまりよくわからなかったということなのか、クリーン

推進員の方々が分別指導等において自分の役割がわからないので、もうちょっ

と市の方から説明して欲しいということとどちらなのですか。

川添委員：両方です。

竹村委員：輪番制で役割もわからないままに、実際に年２回のごみの一斉清掃をしている

と、当番で仕方ないから出るのであって自治会の会員になったら何でやるのか

というのがいきわたってないのですよ。クリーン推進員というものを計画の中

に載せるのだとしたら、もっと市の方が役割とか、そこからクリーン推進員を

集めてごみ減量の啓発をしていないというのが大きな問題があるのであって、

だから今川添委員が言っているような計画もわからない、何を市が求めている

のかわからないというのが、現状だと思います。

川添委員：資料２の１６ページに年１回やっていますと書いてあるので、それでわからな

いというのは今年やったのとか思ってしまうのですが、資料の市の役割の方で

そういうことを明記するべきでないかと思います。

田中会長：これはぜひ本文の方で、今のご指摘のようなクリーン推進員対する役割の周知

といいますか啓発といいますか入れていただきたいと思います。



川添委員：これをやるにあたってそれが一番大切だと書いているわけですから。

佐野副会長：当初からクリーン推進員をやっているのですけど、初めは周辺の集積所を細

かくチェックするとか役割が結構あったのですけど最近はそういうこともな

くなるというか、この前出ていたクリーン推進員の方は初めてクリーン推進

員になってわからない、今日こういった手紙をいただいて意見交換会に来て

みたけど、これが役割なのでしょうかと聞いている人もいました。私がクリ

ーン推進員の方にお手紙出したらどうですかと提案をしたのですけど、この

前そういった人たちが２８名の中でどの位いたかわからないですけど、それ

でもあれだけたくさん推進員の人がいるのに２８名しか来ていないというこ

とはクリーン推進員の人はそんなに来ていないのではないかと思うのですが。

川添委員：２人、推進員だと言って意見を述べていました。あと自治会の役員らしき人と

一般の人で一般の人はほとんど役員の人の感じがしました。

田中会長：重要なご意見ありがとうございました。ぜひこれはこの資料に追加をして今ご

指摘いただいた点を本文に反映するようにしたいと思います。クリーン推進員

の意識、役割の確認といったことを強めていって、活用しなければいけないと

思います。他はよろしいでしょうか。

佐野副会長：生ごみに関していろいろ意見が出ていますが、生ごみを減らせたらごみの減

量化につながるのではないかという強い意見があったように私は思います。

ですからここには追加資料の中に入っているのですけど、もっと具体的にそ

ういったところを減らして欲しい。その辺のところを感じている市民がいる

というのを強く感じました。

川添委員：生ごみ処理機はどこら辺にあるのですかと言っていた人が、市の答えが１か所

だけですと言っていたので、全部の公共施設に置いてくれたらどうですかとい

う案も言っていました。あと他の人が標語を作って少しは和光市をあげて減量

化の方をやった方がわかりやすいのではないかということも言っていました。

竹村委員：私は生ごみ市民会議の副代表をしていますけど、陳情書を出して今１か所しか



ないところを増やすようにと言ったのですけど、市の方で部長が代わったり担

当の方が代わる度に方針というのが後退的になっていっているというのが現状

なのです。前の基本計画を立てるときに、そのときも生ごみが問題になって、

生ごみを減らせばごみ減量につながるということで、市民会議も立ち上げてや

ったのですけど、議会で費用対効果の話をなさるものですから、議会の議員さ

んでもごみ減量に関して非常に無関心な方が多いなと思います。市民は何で生

ごみを堆肥化していたのにやらないのという人が多いのです。勤労青少年ホー

ムの方に生ごみ処理機が１台しかないのですが、周辺の７０名ぐらいの方だっ

たと思うのですが、結構それによってカラスの被害が減ったとか、環境がよく

なったというそういう声もあるのですが、そういった声は反映されないで後退

的になっていく。ボカシももらえなくなって、生ごみを堆肥化する、減量化す

るといったことが方法として何もなくなってきているのですよ。ぼかしを提供

してもらえる、電気式の生ごみ処理機の補助金もやめてという話ですから、基

本計画の中に生ごみを減量するにはどうしたらいいかということが盛り込まれ

ていないのです。クリーン推進員のことにしてもやるという姿勢が計画の中に

見えてきていないというのが基本計画の内容かなと思っています。

田中会長：ご意見いただいて、１つは生ごみ対策について意見交換会で意見が出ましたと

いうことなのでこれは少し本編の方でどんな形で反映可能かどうか検討してみ

ましょう。もう１つはクリーン推進員について具体的にご意見をいただきまし

たのでそのことも含めて提示していきましょう。それでは、資料１についてい

くつか修正の点、追加の点、ご意見をいただきましたので、これを踏まえなが

ら資料２、資料３ということになると思いますが、本編の方を少し見ていきた

いと思います。それでは事務局の方から一括して説明いただいて、目次構成で

みますと計画の形になりましたけど、いわゆる第１編の計画の概要、第２編の

ごみ処理の計画、ここまでは今まで議論してきましたし、まさに今ご意見があ

ったような生ごみの問題だとかクリーン推進員の問題があると、第３編につい

ては新しく今回追加されていますので、ここは議論の時にちょっとわけていき

たいと思います。

（事務局内容説明）

⑤―資料２ 第五次和光市一般廃棄物処理基本計画の骨子



⑤－資料３ 前回会議資料から修正した箇所

田中会長：とりあえず５１ページまでの生活排水のことを除いて、ごみ対策についてある

いはリサイクルについてまとめた議論してきたことを審議会の計画としてまと

めたということです。それでは第５回でもかまいませんので、このように強め

たらどうかとか、あるいはご意見をいただけたらと思います。

川添委員：ちょっと表現方法なのですが、３０ページの近隣市との実績と国・県の目標と

の比較で近隣市の実績しか入っていないのですが。国と県の計画目標との比較

がこのページにないのですが。

田中会長：前の方で計画目標の比較があるのではないですか。

川添委員：あるのですが、題と内容が違うので近隣市との比較だけでいいのではないでし

ょうか。もしやるのだったら目標値がここに入っていないと意味がわからない

と思います。あと４０ページなのですけど、市の計画目標のところで算出基礎

で数式みたいのが書いているのですけど、これは間違っています。数式的には。

マイナスかけるマイナスだとこういった数値は出てきませんので、数学的にい

うと間違っています。言葉で書いた方がいいのではないですか。誤解をうむと

思うので、言葉の方がわかりやすいのではないかと思います。わかっている人

が書いているのでそうだと思うのですけど、知らない人が読んでいるとおかし

いと思うのではないかと思います。マイナスとマイナスだからプラスになって

しまいます。これは言葉に書いてわかるようにした方がいいのではないでしょ

うか。１年間ずつ１パーセント減らして、１０年間で１０パーセント減らしま

すよと、それでそのグラム数が出ますよとした方がいいと思います。

田中会長：意味がわかりにくいですね。他の意見はいかがでしょうか。

竹村委員：先ほどもいったのですけど、１０年間の目標ですよね。すごく消極的な基本計

画かなと全体的には思います。というのは１０パーセント減で１年１パーセン

ト減というのはちまちまやっていけばいいけど、今計画を立てた職員の方は長

の方は定年退職でおやめになるし、将来目標に向かって努力したけど駄目だっ



たという話ならいいけど、小さくなってこれでやる気がある基本計画なのか、

後退した基本計画のように思います。今話を聞いていてクリーン推進員の話に

しても生ごみの話にしても市民参画を呼びかけるのだったら、そういうところ

に持っていかなくてはならないのにそういうことが一つも書いていない。川添

委員が聞いたようにクリーン推進員さんの自覚がないのだったら、クリーン推

進員さんの学習の機会を与えていかなくてはいけないと思います。クリーン推

進員と協力してではなくて、どのようにしたらクリーン推進員さんの資質の向

上を高めて、地区のごみ減量に速やかに対応できるようにできるかということ

を盛り込んでいただければ、クリーン推進員さんの役割というのが明確になっ

てくるのではないかなと思います。あと自治会で 1人か２人、クリーン推進員

がいるのだったら、そのクリーン推進員が中心になってより分別してごみを出

すように努力するとか、そういう活動をしていかないと計画を達成するのはな

かなか難しい話だと思います。この５年間みていても何も役に立っていなかっ

たということですから、段々やる気がなくなってということでしたので、１０

年後にはやる気の出るように基本計画に盛り込んでいただいた方がいいかなと

思います。それから市の施設のことについて検討しますとか改善しますという

ことではなくて、委員会のようなものを設けて審議していくとか、計画の中で

も広域処理も視野に入れた施設の整備等について検討していきますとすごく

弱々しいしいので、１０年後だったら悪くなるのは当たり前だと思うので、委

員会なり立ち上げて、そこのところで、施設のことについて市民も考えて、ど

ういう風に計画的に修繕でいいのか、建て替えるのかと検討する委員会を設け

て検討するというのを具体的に明記してもらいたいと思います。

田中会長：最後の点は確かに専門的な側面がありますので、しかもお金がかかりますよね。

竹村委員：そうなのです。だから慎重に、丁寧に検討していかなくてはならない問題だと

思います。

事務局：今、県の方で第２次広域化計画というのがありまして、示されているのが平成２

７年までに和光市が広域化する場合については、広域化計画の中で朝霞市とやっ

ていけば施設をつくった段階で補助金が出ますという話があります。朝霞市の方

は現状平成３３年まで延命の計画があると伺っています。県で第３次広域化計画



でどういう示し方が出てくるかということもございますので、そういった意味で

基本的にははっきり言えればいいのですが、相手方があるということも考えてい

ただきたいことなので、こっちがこういう風にしましょうといった時に、朝霞市

の問題もありますので、我々としてもそこら辺のところを調整させているという

のが現状でございまして、ここについてはやっぱりデリケートな部分になってし

まって、我々としては計画目標年度の平成３４年、また５年後の見直し等もござ

いますので、目安がついた段階でこの部分をはっきりと示させていきたいと思い

ます。

竹村委員：５年前の計画の時に検討したときもそうでしたが、その時も市の事情があって

財政難でということでしたが、ごみを減らせば寿命というのも伸びるのですが、

基本的には私達の努力が必要なのですけど、広域化することによって、ずさん

なごみの出し方になってしまうのかというのがちょっと懸念するところだと思

います。ですからもうちょっと重要課題としてとかいうぐらいの文々も入れて

いただきたいと思います。

田中会長：なかなか、広域化と施設の延命化が重なって少し微妙なので、今事務局から補

足の説明があって非常によくわかりました。ちょうど計画のタイミングが平成

３０年、平成３２年、あるいは平成２７年という県の方針もあるということで

すね。このあたりは表現を工夫してみたいと思います。あと他のところでも構

いませんので少し時間をとってご意見を頂戴したいと思います。先ほど私の理

解では４７ページあたりでクリーン推進員の役割を強める、資質の向上を図る

とか、学習機会を設けるとか具体的な方策を盛り込んだ上でごみの分別指導に

協力を得ていくとか活用していくとか、もう少し積極的なことをしていかない

と従来と同じようなことではないですかということなので、この辺は意見交換

会でもそういう意見が出たということであれば少し入れたらどうかということ

いうことですね。

川添委員：あとその時なのですけど、自治会の役員さん達が、市が減量とかやろうとして

も何をやっていいかわからないニュアンスで言っているのです。役員さんたち

がやろうって言っているのですけど何をやっていいかわからないということは

クリーン推進員だけではなくて、自治会会長、役員関係の人たち込みで何かや



った方がいいのではないかということと、先月の自治会報でごみゼロが３回だ

ったのを２回になったのに会長のところに話がなかったと書いてありました。

自治会に連絡が何もない、資源リサイクル課からの情報が少ないというのもあ

ると思います。

木田委員：実際にこれらについて自治会連合会と清掃センターとの具体的な話というのは

ないです。実際に補助金の関係も自治会の役員が出ているかどうかわからない

のですが、他で決められて補助金が減額されたということもあったり、ごみゼ

ロにしても２回にしたのも、決まったから、予算がつきませんから２回にしま

すということで、予算がつかないのは何なのかといったら、特別に回る業者の

費用の関係だということです。逆に市の方からごみゼロの時に余計なごみを出

してくるということです。だから出てきたものがこういう風になっていますよ

と状況もわからないままに出てきているというのが現状かなと思います。です

から市との協力と言いながらごみの関係で自治会連合会の理事会なりで協議し

ていることは事務局長をやって１０年になりますが、出てきた結果を聞くだけ

であまりないです。

田中会長：はいわかりました。おっしゃるとおり自治会との連携ですね。あともう少し情

報提供をしたり、意見交換の場を持つとか、もし市民の皆さんに参加していた

だいて減量方策をしていくというのであれば、そこを丁寧にしていかないとな

かなか浸透していかないということもあると思います。

事務局：市民環境部の資源リサイクル課の担当と自治会の方は市民活動推進課とそれぞれ

連携がありますので、先ほど言いましたように２回ということで今回なっている

のですが、来年以降もう一度、市民活動の点で考えればやることによっての地域

の交流というのがあるのですが、資源の部分での意識改革であったり、なかなか

その辺の連携ができていなかったという話を伺いまして、来年は３回予定してい

るのですけど、お互いがちょっとずれてしまっているので、自治会連合会と資源

リサイクル課と話をして３回を有効にできると、不法投棄をなくす、美化推進を

するという目的を持って、来年に向けてはそれをやっていきたいと思います。

田中会長：来年の話はよくわかりました。３回になるということで。今後強めていきたい



ということですが計画書の中にもう少し強く書きましょう。

竹村委員：一番は自治会がごみをやるわけですよね。その中で市の中でネットワークと言

いますか、生活環境だけで来るのではなくて市民活動推進課も加わって協議し

ていくというようなことをしていかないとなかなか難しいのではないかと思い

ます。

川添委員：４６ページの方にお届け講座・分別説明会として、希望する市内の団体となっ

ているのですが、希望しないと来ないとなってしまうといけないので、積極的

にやりますというのがあればいいと思います。

田中会長：今自治会との連携、あるいは情報提供あるいは、相談、協議ということを強め

ていかないと、そこは自治会というのが基本単位なのでそこを通じて協力を得

ていく、それからクリーン推進員制度の活用まで図っていくと、とりあえず自

治会の項目を１つ入れたらどうですか。具体的には４６ページ、４７ページ（ア）

から（カ）まであるのですけど、クリーン推進員制度の活用の中に自治会との

連携を密にしてとか、これだけ意見が出たので何行か追加したらどうでしょう

か。

木田委員：今言ったごみの減量についても、婦人会や自治会や消費者団体の人達だとか私

達も資源ごみを集めているのは、資金源としてやっているというのもあるので

すが、そういうメリットをある程度理解させる必要もあるのではないかと思い

ます。ピックアップしてはいけないというから今取っていないという人がいっ

ぱいいますが、それが１つの資源ごみの活用になるのであれば、それをどうい

う風に動かしていくかということだと思います。それから生ごみの関係も、集

めたごみの重さに換算してそういう補助金を出してあげるとか、それを生ごみ

として活用できるのであれば、燃やして収集された重さにカウントされない分

を、そういう風に振り替えてあげればまた１つの方法としてあるのかなと思う

のです。ですから資源ごみも、業者が集めて市に入ってくる。これらのバック

している費用と集めている費用とそこら辺のバランスを考えて自治会が集める

と活動費になるという、そこらをもう１回洗い直した方が市としていいのでは

ないかと思います。だから自治会も入れてもらうのであれば、協働的なものは



やりますといっているのですから、少なくとも市との連携ですとか、ごみの減

量に向けたお互いの協働ですとかそういう風にしてくれればこれは理解できる

のだと思います。ただ自治会に一方的にやってくれといっても何もないのであ

ればできないということです。

竹村委員：今協働事業制度もありますので、自治会の方も出るし、市役所の方も今の回収

の方法よりも、自治会の方が協力すればもっと安くコスト的には済むという他

のところもそういう例もあるわけですから、そういうところもやっぱり考えて

ぜひ自治会と協働してクリーン推進員をおいてきちんと活用するという文々だ

とか、そこのところを入れていただいた方がいいのかなと思います。

田中会長：そうですね。その点を強調しましょう。自治会との連携として。ありがとうご

ざいました。４７ページのこれからのごみ減量を進める上での市の役割、これ

は市の施策として取り組まなければいけないなと、それからクリーン推進員の

ことも少し、学習機会の提供であるとかそういうことを通じてできるだけ意識

を向上させていくと、あるいは積極的な役割を認知していただくとそういうこ

とも気をつけた方がいいかなと思います。

竹村委員：それと発生・排出抑制、資源化への取り組みの中に今自治会との協働だとかを

１番最初に持っていった方がよりいいかと思います。自治会と協働してもう少

し減量化に取り組むという姿勢から、リサイクル活動推進費補助金とかの対策

が出てくるのだと思いますが。

田中会長：今のところは４６ページの（２）の１番上の取り組みのところに自治会等との

連携等を入れていただいた方がいいということですかね。これはちょっと事務

局と調整させていただきますが、補助金、生ごみ、フリーマーケットとそれと

紙、こういった順番もあると思います。段階があってこういった項目になって

いるのか、あるいは市として事務手続き的なものから報告されているのか、多

分意図があろうかと思いますので事務局と調整してみます。何らかの形で位置

づけるということにしたいと思います。

佐野副会長：今自治会離れが結構あるのですよね。私はマンションですけど、建った時か



ら自治会に入っていたのですけど、新しいマンションは入りたがりません。

個人情報がすごく強くて、そういうところを自治会に入れるというのがすご

く大変になっているのですね。ごみに関していえば市民として出すものです

から、必ずしも自治会中心というわけではなくて個人ということですから。

竹村委員：ごみは皆出すものですから、そういう意識を持っていけばより絆づくりではな

いですけど、そういうことで自治会の方も１人でも多く増やしていけるという

ことが出てくるので、今現状にして少しずつ増えつつありますが、ごみ減量も

その中の一環としてやっていくということでないと今後のところはできないと

思います。この前もごみゼロで初めてみんなでやりましょうと言った時、よか

ったということで自治会に若い人が入ってくれたという事例もあります。

田中会長：他方で自治会に入りたがらないということもあると思うのです。

木田委員：高齢化が進んでいるという意味から、１軒、１軒収集するということもどこか

に書いてあったと思うのですけど、基本的にはごみ停があってそこで協働して

お互い掃除してやるのが、１つのルールだと思います。うちのところも話し合

いがつかなくて、１個１個ごみ停を回ることになってしまいましたが、その辺

の意識から今自治会も１０３団体も入ってきています。マンションの中でも自

治会に入る人と入らない人がいるが、防災・防犯の他にごみ問題も自治会活動

の１つとして入れていかないといけないと思います。違反ごみというのがあっ

て、それを見てクリーン推進員ではないですけど、個人の人の家に行くという

人もいるわけです。やっぱりその辺の意識を上げていただくには、自治会の中

に入るようにしてもらわなければいけないし、そのために自治会連合会も一生

懸命やっているわけです。

竹村委員：もう１つはごみ屋敷的な事件がありましたが、和光市の中にもそういうところ

があります。やっぱり手が出せない状況というのがあって、足立区か何かが条

例を作ったということですけど、もう少しそういうことも今後考えていかない

といけないと思います。和光市は転入率がすごく多いのですが、うちのマンシ

ョンでも粗大ごみとかそういうのを平気で置いていってしまうので、結局は管

理組合で処理していますが、そういう問題はごみ問題でも検討していかなくて



はいけない問題ではないかなと思います。

田中会長：市内の実態としてどうですか。ごみ屋敷問題とか不法投棄問題であったり、周

りに迷惑をかけると。虫がわいたり、猫が寄ってきたりそういった話ですよね。

だからそういうのも実態があればそういう対策も講じなければならないと思い

ますが、あまりないですか。

事務局：何件かはあります。

田中会長：生活環境とか居住環境に迷惑がかかってくると大きな問題ですので、大変困る

と思います。不衛生であるし、虫が湧くし、臭いし、場合によっては猫が来て

騒音問題になると。それはもし深刻な問題であれば個別の対応で。

木田委員：あの少し戻ってしまうのですが、焼却場を平成１３年から平成１５年くらいで

建て替えなければいけないという計画があったと思います。今もつようになっ

てきているのかもしれないですが、それにしても３０年というのはかなり危険

だと思いますが、それが計画の中に何も書いていないということは１０年見通

した場合どうかと思います。それと先ほど言った平成２７年の広域行政の中で

やるということを入れないとおかしいのではないかと思います。ここに連携し

て、３８ページの基本方針の中に効率化の推進とかダイオキシン対策とか、１

箇所に施設を集めるよというような言い方をしていないのですが、広域化を考

えるのであれば、その辺も意識した中で、県の方針も実際に出ているのだから、

朝霞市がどうのではなくて、朝霞市を書かないにしても、やっぱりそこら辺を

意識してますよというのを入れた方がいいと思います。

事務局：基本計画の中でこちらが先走って２７年度にやりますという話をしてしまうと、

朝霞の計画がある以上なかなかそこら辺ができないということでありますが、お

っしゃるとおりの部分も当然あるので、我々の方でもそこに向けた話し合いとい

うことで、先ほど竹村さんが言ったように重要課題として検討していくというこ

とであれば、全然問題はないかなと思います。ただあくまでも何年にどうと言わ

れてしまうとちょっとどうかと思います。ただ単独でやりますと相当な額がかか

るものでございますし、それでその先何１０年ということが出てくるわけですの



で、広域化のメリット、デメリットというそういうものをこれから検討していく

ということです。

木田委員：私は大型焼却場を作って、全部燃やしたいという主義だったのですが、ごみ減

量になってきて、他の市で１５０トンの焼却施設を作ってだめで、阪神淡路大

震災の時にそこで燃やしているということもあるので、減量化になってきてい

るから小さい焼却炉でいいと思います。昔、し尿処理場がなくなるのであそこ

に建てようではないかという話まで出てきた時がありました。和光市の焼却場

が壊れた時に、朝霞とか富士見に手伝ってもらって燃やしてもらったという経

緯があるのですよ。３０年というのはかなり危険なので、その辺の文々を入れ

ていかないと、壊れないかもしれないですが、万が一の時の見通しとして耐用

年数が切れているのではないかなという気もしないのではないですが、３０年

までその耐用年数が持つかという、大丈夫だからこういう計画でいきますよと

いうならいいですが、それでないのだったら広域化の中でそういうものを見通

した文々を作っていかないといけないと思います。

竹村委員：最初処分場とかいろいろな問題が出てきて、昔大きなものを作ってみんないれ

てしまうということですが、和光市の方でも２基あっても２基がまだ余裕があ

るぐらいのところですので、そういうことも含めてただ広域化でばっかりでな

くて、自区内の方でもやれるように積立金というか基金づくりをしていかない

といけない、そこのところを計画的に検討していくようにやっていかなければ

いけないことではないかと思います。

田中会長：なかなか費用がかかります。また朝霞市との広域化ということになると相手の

都合もあります。なかなかデリケートな問題なのも事実です。ただ延命化する

のは構想的にいいかもしれませんが、コストとか、災害が起こった時のことを

考えると、そこはそこできちんとした保守管理、安全点検というのもしなけれ

ばいけないと思うのですよ。ですからそこは少し強調しましょう。この中にも

例えば５０ページのところで「２０年以上経過し老朽化しています」と書いて

いるのですが、事故といっても別の話で粗大ごみの事故の話なので、施設の維

持管理を踏まえた安全の確保とか、事故の予防などを徹底するとともに、延命

化を図っていくと。あともう一つ広域化の話は基本方針の中にもあるので、基



本方針とも整合しなければいけないと思います。だから、５１ページの「広域

処理も視野に入れた施設の整備等について検討していきます」と書いていると

ころを、もう少し前の３８ページと少し表現を合わせつつ、施設整備のあり方

について検討していくとか、だから広域化がいいのか、延命化で単独がいいの

か、建て替えの方針がいいのか、そういうことの施設整備のあり方についても

検討していくというのがいいのではないかと思います。それから先ほどの施設

整備の延命とかを図る場合には専門的な知見だとか技術的なこともありますの

で、そういう点からも検討を行うのだというキーワードも入れるのが大事では

ないかと思いました。

竹村委員：今アグリパークの管理をしているのですけど、水道道路とか２５４号線とか、

すごく便利になって結構不法投棄が絶えないくらい毎日あります。それを今道

路安全課の方と産業支援課の方とやっていますが、不法投棄についてどうする

かということが計画の中に入っていないのですが。

田中会長：４７ページあたりの支援の方に不法投棄のことが書いていないのではないかと

こういうご指摘ですね。

竹村委員：そうですね。皆が困っているのに。

川添委員：何か現状のところに入れたらどうですか。

田中会長：確かにこれは現状だけでなく、不法投棄パトロールを強化するとか、不法投棄

を置きやすい場所については監視を強めるとか、少し市の役割の４６ページ、

４７ページの市の役割の中でもう少し考えましょう。

川添委員：これは案なのですが、ごみゼロ運動を２回か３回やるということなので、そこ

で不法投棄防止の広報活動をすればいいと思います。コストがかかということ

であれば、市民の方にやってもらってこれを防ぎます。市としてやる時にパン

フレット配るなどして、市民の方が監視の目を持てば減ってくると思います。

だからそれを金がかかるからでなくて広報するためにコストがかかるわけだか

ら、そういうとこをうまく使う、それを防ぐために皆がやりましょうというこ



とにすれば一石二鳥というかそういう風になるので、集団回収の時でも皆が集

まる時に広報することによって少しずつ減らしていきましょうとなるので、そ

の時に有効利用した方がいいと思います。

田中会長：不法投棄の対策の１つとして、市民に意識啓発をする時に機会を捉えてやって

みるということですね。これはとてもいいことだと思います。本来ごみゼロ活

動もできるだけ多くの市民に参加していただいて、自分達で管理するというか

意識づくりも大きいと思うのですよね。他のご意見はいかがですか

竹村委員：不用品交換の件で、消費者団体でもくらしの会の方が３０年、４０年近く不用

品交換をしているのですが、福祉の方も、ゆめあいだとかが常時持ち寄って不

用品交換をやっているのですが、市のリサイクル展示場は随分外れにあるので、

なかなかそこまで行けないという人がすごく多いです。それでゆめあいに来る

人もいますからそこで結構リサイクル交換もできているのですが、不用品交換

とかのあり方も、福祉関係だとかそういうところもあるわけですから、そうい

うところと連携してもう少しやっていくということも今後必要ではないかなと

思います。

田中会長：４７ページでフリーマーケットの支援ということでありますが、フリーマーケ

ットというのは１つですから。不用品交換も通じた、できるだけ資源の有効利

用とごみになるものは減らすというということもありますのでその点で少し書

き加えたらどうですか。

佐野副会長：フリーマーケットをしているのですけど、子供への支援というか子供との連

携もこの春はやっています。そういう関係も入れてはどうですか。

田中会長：その点も先ほどありましたが、ごみ減量化に向けての関係課との連携も入れた

らどうですか。

竹村委員：フリーマーケットの機会をもうちょっと作ってあげると言うともう少し増える

のではないかと思うのですけど。



田中会長：地元の地域で展開するといいのでしょうけど。

竹村委員：場所を提供してあげるとか、定期的に市役所の広場のところに月１回フリーマ

ーケットを開催しますとか。

田中会長：いろいろ多岐にわたって意見をいただきまして、市の役割の中で施設のあり方

ですか、焼却施設については少し加筆をする、あるいは加えるというのも考え

たいと思います。これは少し言い方が悪いのですが、会長の方に一任していた

だいて事務局の方と調整させていただくと。でき上がったものについては皆さ

んの方に一回戻します。次の審議会は年明けになってしまいますけど、ある程

度盛り込まさせていただきますので、このことについては会長の方に一任させ

ていただければと思います。さて５１ページ以降についてはまだ充分議論でき

ておりませんで、生活排水問題は、下水道、浄化槽、し尿、汲み取り、そうい

った問題がございます。若干ここは取り残しておりますが、もし今の時点でお

聞きしたい点があれば今いただきますし、場合によってはここのところだけは

ちょっと持って帰っていただいて、何かこうした方がいいよということであれ

ば、ご指摘をいただければと思います。私の理解では下水道普及率はほぼ９０

パーセントにいっていて、ほとんど下水道になっていると。でも一部に浄化槽

とか汲み取りが残っているのだけれども、一応これは廃棄物処理計画というの

が水というか汚水問題もごみに入れるということなので、入れているのですが、

大元は下水道計画で出しているということもございます。ちょっと見ていただ

いて、少しお聞きしたい点があったら伺いたいと思います。それからここのと

ころは後ほどでも構いません。それから今後のスケジュールを少し確認させて

いただきたいと思います。資料４についてざっと話をしてください。

（事務局内容説明）

資料４ 今後のスケジュールについて

田中会長：計画案の調整を私と事務局の方でさせていただいて一応案を作ります。このあ

ともう１回みなさんに報告するとこういう段取りでいきたいと思います。それ

で早ければ１１月末ぐらいから、場合によっては１２月になるかもしれません

が、計画案を公表してパブリックコメントを受けるということになると思いま



す。市の規定ですと最低でも２０日間ということですので、２０日間以上日程

を確保していただいて公表し、その間に意見を聞くということを受けたいと思

います。そうすると年内１２月ぎりぎりになるかと思いますが、いただいた意

見をもう一度整理をして計画案にどのような形で反映するかということで段取

りをとることになります。そうなりますと次回の審議会が１２月中に開ければ、

一応詳しい形でできると思うのですが、場合によっては１月の早いタイミング

で審議会を開いて今回ご意見いただいて反映した計画案、パブリックコメント

に対する意見の対応、こういうものも含めて最終案の審議をいただくというこ

とにしたいと思います。このあと収まらなければもう１回考えますが、おおよ

そこれで方向性が固まればあとは恐縮ですが会長の方に一任いただいて最終的

に計画をまとめると、そうすると１月の終わりか、２月の初めには市長の方に

答申をしたいと。そうすると、２月の終わりに議会の報告だとかが何とか間に

合って今年度中には計画案として取りまとめ、印刷ができると。いまのところ

事務局のスケジュールでございます。

何か要望があればどうぞ。

竹村委員：ちょっと私、生活排水の方で、私達が流す排水をよりきれいにしなければいけ

ないという努力をしなければいけないところですが、そういうところも含めて

考えたもの方がいいものなのか。

田中会長：私の理解ではいわゆる水質問題ですね。これは環境問題とからむので、ごみ問

題としては、どちらかというと今言ったような適切な処理、適正な処理、あと

安全ですかね。ただその結果としてきれいな環境、いい水質が確保できるとい

うのも、もちろん目指していかなければいけないので。市としては下水道を活

用してもらいたいということと、下水道から漏れている浄化槽だとかは、生活

排水になりますので、そこへの対応ということになるのですかね。

竹村委員：和光市はディスポーザーは禁止ですか。結構問題になっていて、排水菅の太さ

がディスポーザーの流動物を処理できるようになっていないからということで、

市によっては禁止しているところもあって、訪問販売においても問題が出てき

たのです。最近市は変わったのかなと。ディスポーザーをいいと言っていると

聞いたことがあるものですから。でも関係あるようで関係ないのですか。



事務局：下水というのは生放流でそのまま行ってしまいますので、最終的に処理場の方で

汚泥として出てくるということになります。和光市の場合は下水の処理を広域で

やっています。

竹村委員：それが排水処理計画と関係があるわけですか。同じではないのですか。

田中会長：問題は設備、マンションとかつくりますよね。設備が詰まってしまったりトラ

ブルを起こしたりすることが多いので。

竹村委員：環境問題としてディスポーザーというのが出てきて、何かあればディスポーザ

ーに流せばいいのだと言う業者もいたので、使える所、使えない所もあるので、

環境だったら生活環境の部分になるし、ということだと思うのです。だからこ

の排水処理計画の中だったらそういう問題も当然入ってくることかなって思う

のですが。

田中会長：ちょっとその扱いを確認してもらいましょう。使えないということであれば、

それはそれで、もし、ディスポーザーが許可されているということになれば生

活排水対策としてディスポーザーの扱いについて、何らかの形で影響するかど

うか。

竹村委員：家庭から出す汚水の出し方や何かがこれには全然書いていないので。前の計画

の時はごみの方だけでこれを全然やれなかったのですよ。今回初めて見てその

費用というのは出てこないのですか。

田中会長：５６ページあたりに、し尿・浄化槽汚泥の運搬費が書いてありますね。

竹村委員：結局そのし尿処理のことだけなのですけど、台所の排水というのがここに書い

ていないわけなので今の生活実態からするとどうかと思います。

木田委員：確かにこれ、生活排水処理計画というが根拠みたいのが全然わからないですね。

田中会長：廃棄物処理法には生活排水、し尿もごみだという規定があるのです。それでご



み処理基本計画の対象になるということです。

竹村委員：いつ頃からなっているのですか。

田中会長：それは最初からそうなっているのです。

竹村委員：そうすると今の生活排水実態とはなじまないということですか。ディスポーザ

ーの問題とか。

木田委員：し尿処理の関係、出てきたものだけを考えればいいということですか。

田中会長：私の理解では生活雑排水もごみの扱いになっています。つまり５３ページに生

活排水処理体系がありますね。雑排水も対象、点線で囲っているところが対象

ではないかと思うのです。ですからし尿と生活雑排水、それぞれの、公共下水

であったり、汲み取りであったり。

木田委員：そうすると先ほど言った廃油の問題とかをここにも取り上げていかないと。あ

と事業所の浄化施設の整備だとか、そこらをやっていかないと何か片手落ちに

なってしまうのですよね。ただし尿だけをやればそれで終わりと。

田中会長：別途生活排水問題が厳しいところは、生活排水処理対策とか、処理計画とか作

っているところもあるのですよ。和光市は作っているのですか。環境基本計画

の中に取り込めることですか。

事務局：し尿はこの計画、浄化槽は環境で、下水は下水道いう風になっています。

竹村委員：やっぱり生活雑排水は、川の汚染とか、そういうことにつながっている問題だ

と思うのですよ。

高田委員：そのことと、ペットの排泄物について、私はそういった排泄物はトイレに流す

よという方もいらっしゃるし、いや生ごみで出すわよっていう方もいるのです

ね。あと猫には猫砂というのが必要なので、それも流していいのと、流してい



けないのとあるのですけど、ごみで出すと。それがごみ分別表に記載がないの

でやっぱり市民の方が迷われるのかなと思う部分があります。

田中会長：それは確認してもらいましょう。どういう風に出しているのか。もし和光市内

で決まっていなければそういう事例があるか調べてみましょう。

いろいろな意見をいただきましたので、これは整理しまして計画書の方に反映

するようにしましょう。それと今言ったような具体的なディスポーザーの問題、

それからペットの排泄物の問題、そこら辺の扱いが市の方でどういう風になっ

ているか、資源リサイクル課もそんなに詳しくないと思うのですよ。ちょっと

環境の方に確認していただいて、実態がどうかということをこちらにうまく戻

していただくと。そんなことで取りまとめて日程等がありますので、調整しな

がら計画案として固めてパブリックコメントにいきたいと思いますのでどうぞ

よろしくお願いします。

事務局：次回の会議については欠席委員もいますのでメールで候補日を知らせますので、

そのやりとりで設定したいと思います。よろしくお願いします。


