
第４回審議会議事録

開 催 日：平成２４年７月２６日（木）午前１０時００分～午前１２時００分

開催場所：和光市役所６階６０２会議室

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

竹村委員

（欠席：木田委員、冨岡委員）

田中会長：これより第４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：それでは資料のほうを確認させていただきます。

（資料の確認）

竹村委員：この前もらった資料と差し替えということですが、どこの部分がどう替わった

のか。替わったところの説明をしてもらえますか。

事務局：④－資料５を新しく差し入れたので、それに伴って次第と④－資料６の資料番号

が替わっています。

田中会長：資料１－１から資料４までは前回６月の審議会で審議をしてその内容を踏まえ

て整理をしたと思いますので、資料１－１から資料４まで一括して事務局より

説明をしていただいてその上で全体審議をしたいと思います。それでは事務局

よりお願いします。

（事務局内容説明）

④―資料１－１ごみ処理の基本理念・基本方針、計画の体系図について（案）

④―資料１－２前回の会議資料から修正した箇所

④－資料２－１ごみ減量化目標について（案）

④－資料２－２ごみ排出量の推移について（案）



④―資料２－３リサイクル率及び最終処分量への搬入量の計画目標の算定に関す

る参考資料

④－資料３ ごみ減量化目標を達成するための市民・事業者・市の役割について

（案）

④－資料４ 部門計画について（案）

田中会長：前回の審議会で出した資料を審議会でだされた意見も踏まえて、改正したとい

うことなのでこの内容について、意見を伺いたいと思います。

竹村委員：資料２－１の１ページの市の計画目標の中で家庭系ごみ、事業系ごみ、集団回

収量と分かれているが、資源化を促進していくということなら、家庭ごみの中

で可燃ごみと資源ごみに分けているので、数値目標としては可燃ごみの減量目

標、資源ごみの減量目標というのを明確にして、市民が見てわかるようにして

もらいたいと思います。平成２３年度の１人１日当りのごみ排出量が６４７ｇ

となっていますが、平成３４年度の人口はもっと増えるわけですから、平成３

４年度のごみ排出量の５８２ｇというのは減ではなくて増える話になってくる

かなと思います。増えた中で６４７ｇから５８２ｇを引いて６５ｇ減というの

は人口がそれだけ増えるわけですから、減っているのか疑問に思いました。６

４７ｇかける今の平成２３年度の人口、それから平成３４年度の見込みの人口

をかけてそれで２３年度比で何グラム減るのですよと具体的に書いていただき

たいと思いました。それと事業系ごみでごみの組成はどうなっているのか。何

をどれだけ減らしたら事業系ごみがこれだけ減るのかというところがこれだけ

ではわからないと思います。現在事業系ごみの中で定期的に資源ごみを回収し

ているのかわかりませんが、その回収システムの上で１０年後の見込みとして

もっと減らせる見込みはあるのかなと思いました。それと集団回収ですが、市

の方針としてはリサイクル推進費補助金が１０円から５円、３円、０円という

風に向かっている中で、市民が集団回収に協力することができるかということ

だと思います。集団回収というのは福祉ではきずなづくりとか地域のコミュニ

ケーションづくりというのにも関わってくるし、高齢者が多くなってきて新聞

等お年寄りだとなかなか出せませんので、それなら自治会が協力して回収する

ことによって自治会も潤うことができますし、委託業者への委託料と市民団体

が回収するのと、どれくらい費用的に差があるのかということを伺いたいです。



それで差があって委託の方がいいということならば、集団回収の方をもっと減

らしていくということも考えてもらいたいです。また、家庭ごみと事業系ごみ

とごみの総排出量にしても、その全体的な数値を出していただいた方がよりわ

かるかなと思います。家庭系ごみ、事業系ごみということではなくて、可燃ご

みというところで、リサイクルの方だけ別にきちんと明確にしていただいた方

がどういう風に減っていくかということがわかるかと思います。あと資料２－

２のところで、家庭系ごみ、事業系ごみという表記がされていますが、資源物

ですので、ごみでないということをある程度自覚して資源物ということで明記

して欲しいと思います。それから資料３の生ごみの減量化策のところですが、

プラスチックでも炉に対する負荷というのはありますので、それをできるだけ

市民参加でどう動かして、分別して資源化にもっていくのかというのも考えて

いただきたいと思います。それから資料４の方ですが、現在リサイクル市民の

会が行っている食用油の回収で廃食油が資源化されていない現状の中で、もう

少し廃食油のせっけんづくりというのを市民に積極的にＰＲしてそれを取組み

に入れていただきたいということです。以上です。

田中会長：多岐にわたってご質問いただきましたが、大きくは計画目標についての意見。

資料２－１で１つは可燃ごみと資源ごみに分けて明示してはどうかということ

ですね。それから事業系ごみについては組成を明記した上でどれくらい減らす

かということを考えてみたらどうかということですね。それから３点目で集団

回収については市の方が補助金を削減しているので目標の立て方がどうかとい

うことと具体的には補助金の金額と委託に対する金額の差がどれくらい違いが

あるのかということが計画目標に関連してのご質問ということでよろしいです

か。

竹村委員：もう少しそういうところも入れてもらいたいということです。

田中会長：あと表の方で細かいコメントをいただいたのが資料２－２の方ですか、資源物

の数値をどちらかに入れてもらいたいということですか。

竹村委員：そうですね。やっぱりきちんと家庭ごみ一括りだけではなくて可燃ごみと資源

ごみということできちんとわかるような風にしてもらいたいということです。



あと資料２－１の市の計画目標のところで、ここに家庭系ごみの総量と書いて

いますが、ここも可燃ごみと資源ごみを一緒ではなくてきちんと明確にしても

らえればと思います。

田中会長：資料２－１の１ページのところで、家庭系ごみと一括でなくて可燃ごみ、資源

ごみという区分があっていいのではないかということですね。それから資料３

の生ごみの減量化策のところで、市民参加をもってどういう形でこれを減らし

ていくという具体策がないのではないかということでよろしいですか。それと

最後、資料４のところで廃食油についての回収ですが、資源物としての回収を

考えたらどうかという提案だったと思うのですが。

竹村委員：それともう１つ資料１－１のところの２ページですが、最初の理念の適正処理

の確保というところで、今、炉の建設というのは聞くところによると７、８年

前から計画を持っていかないと１０年後を見据えてということはないと思うの

です。現在炉がすごく古くなっていて、それを修理して対応していますが、今

後炉をどうするのか、炉を新しくしなくても、皆で資源化を進めていくという

ことになるのかどうか、その結局炉を最小限度に建て替えるとしてもどういう

風にしていくのかということをもう少し審議会で審議してもいいことでないか

という風に提案したのですが。

田中会長：今、資料１－１の２ページの基本方針４の適正処理の確保というところで特に

焼却炉のあり方についてあまり議論がされてきていないが、老朽化が進む焼却

炉をどうするのかいうのも重要な問題なので、ぜひ意見交換あるいは現況説明

も踏まえてしたらどうだろうかというご意見だったかと思います。

事務局から私がとりまとめた点を中心に回答いただきたいと思います。

事務局：資料２－１の中で家庭系ごみ、事業系ごみに関して一括して家庭ごみでは１人１

日当たりのごみの排出量ということで提示いたしましたが、これを総量的なもの

も提示したらどうかということと、可燃ごみと資源ごみと分けて目標値を出した

らどうかということで、こちらに関しては検討した上で今後提示してきたいと思

います。また事業系ごみの組成についてのご意見ですが、細かい点について現時

点で把握していませんが、こちらに関しても再度詰めていきたいと思います。ま



た、３点目の集団回収量についてリサイクル推進費補助金が年々下がっている中

で、リサイクル補助金の費用とそれを行政が回収した場合の費用の差や今後どう

するのかといった意見ですが、費用に関しては資源回収を行ってもらった方が費

用は安く済みます。集団回収に関しては、意識啓発にもつながりますし、非常に

有効な方法であると考えています。従って年々減少しているということですので、

何とか啓発をしていきたいと思っています。また、補助金に関してですが、確か

に補助金については段階的に１０円から５円、３円となってきましたが、現時点

ではこれ以上の引き下げについては考えておりません。集団回収については登録

団体数を今後増やしていくためのＰＲを検討していきたいと考えています。次の

４点目のごみ総排出量について、総量だけでなくて可燃ごみと資源ごみというこ

とで分けて目標値を出したらどうかということで、こちらも再度検討していきた

いと思います。また、資料２－２の中で資源物という形で、載せてもらいたいと

いうことですが、資料２－２については資料２－１の検討するための資料という

ことで資料を提出させていただきましたので、今後同じような形で資料を作った

場合は検討させていただきたいと思います。続いて資料３の１、市民の役割の（ウ）

の生ごみ減量化の部分について具体的な施策がないということで意見がありまし

たが、こちらに関しては資料５の方でご意見等をもらいましたが、今回のこの基

本計画に関しましては、あくまで基本的な方向性について定めた形で出したもの

で、細かい具体的な事業については、今後この計画の中で計画に沿った形で進め

させていただきたいと考えています。また資料４の中で食用油の回収についてで

すが、こちらについても内部で検討させてもらいたいと考えております。最後に

資料１－１の基本方針４、適正処理の確保の中で、焼却炉についてこれまで議論

がされていないということですが、資料４の中で現状のごみ処理を踏まえた長期

的な施設環境の整備ということで掲げておりまして、現状の実態としては平成２

２年度に実施した精密機能検査において、全体的に消耗箇所は少ないという報告

を受けていまして、とりあえず平成３２年度までの稼動については長期保全計画

がございますので、現状ではこの施設を延命化していくという形で考えています。

以上です。

田中会長：なかなか今後検討していきますという回答が多くて、うまく竹村委員の質問に

答えられたかと思いますが、追加の意見はありますか。



竹村委員：今後の１０年後を見据えてという事なら、審議会の中で皆さんで検討していか

なければいけない問題ですから、市がやることにうんうんとうなづくというの

が審議会ではないので、市民参加条例もできていますし、審議会でもっとどう

するのかということを審議していくべきでないかということを申し上げただけ

で、今専門職の人がいない中で、丸投げで修理してもらって、業者がそういっ

ているから大丈夫ですよというふうでは、皆さんは担当課でいたら２、３年で

異動するからそれでいいかもしれませんが、全体的に市民にとってみればごみ

行政をどうするかというのは１０年計画ですから、しっかりと基本計画の中で

こういうことを検討していくとか、炉の問題について今後どうするかというこ

とを計画の中の文言に折り込んでもらいたいです。今回はこれでやっておいお

い考えていきますという風では、結局計画は細かいことは出ないですが、基本

理念の中に１０年後のために、この１０年間で検討していきますという文言を

きちんと入れてもらいたいということで、別に難しい話でなくて簡単なことで、

そうやっていくべきか、やっていくべきでないかということを皆さんに審議会

で諮っていけばいいわけです。

田中会長：これはまた後で皆さんのご意見も伺っていきたいと思いますが、ひとまず他の

委員の中で資料１－１から４まで内容についてありますか。

高田委員：資料２－１のところで、目標の数値の部分ではよくわかりますが、具体的にど

ういう方法で市民に提案して、ごみを減らしていくということがある中で、こ

のくらいの目標値になっているのだと思います。それで目標値を定めるには今

までごみ減量についての活動をどういう風にしてきたか、活動してきて現在こ

ういう状況で、こういう状況からもっと目標を立てて減らしていこうって気持

ちにするためにもこれから具体的にこうしようではないかという考えがあるの

かどうか。もしないのであれば一緒に考えていきたいなと思っています。それ

と資料３の（２）発生・排出抑制、資源化への取り組みの（ア）で市民団体に

よる集団資源回収活動を支援すると書いていますが、これは支援の方法という

のは具体的にどのようなことなのかお聞きしたいと思います。

田中会長：わかりました。それでは佐野副会長どうぞ。



佐野副会長：集団回収については増やす目的にありながら、実態としては減っているわけ

です。その理由は補助金が少なくなっているという実態があるようにも思う

し、例えば、新聞雑誌というのが再資源化の量や集団回収の量が減っている。

集団回収のあるところはそこに出してくださいと結構明記していますが、実

態としては新聞屋さん等に出しているところが私のマンションでも多いです。

子ども会を通じて協力してくださいというのをお願いしていますが、どうい

う風にその内訳がなっているのか。どうしたら集団回収の量が増えるのかと

いうことが具体的には高田委員がおっしゃったように実態と大分違っている

んです。どういうふうにしたらそういうことができるのかということがちょ

っと疑問に思います。それからクリーン推進員の話が出てきたのですけど、

それほど権限もない中でボランティアとして行っているのですが、アンケー

トが来るという程度の動きしかしていないので、まあそういう人達をどのよ

うに具体的に協力してもらえるのかということをこの制度を使ってもう少し

動かして欲しいという風に思います。あと竹村さんが言っていた廃食油の件

ですが、今のところの実態では市の方で委託して保育園の油を回収している

のですが、そこもコスト的に結構高いということで近年その辺がクエスチョ

ンマークで、保育園の回収がどうなのかと言う話も出てますので、ちょっと

私どもの方のそういうことを言っている人の一部としては米ぬか油のことな

のですけど、そういう実態もありましてどうにかそこを生かしたいと技術的

に考えながら進めているもので、コスト的なものだけで途切れさせたくない

なと個人的というか会の代表として申し上げておきます。以上です。

田中会長：他の委員はいかがでしょうか。

川添委員：資料２－１の市の計画目標の中で資料６のあとにこれが続くという形でいいで

すか。

田中会長：これは全体をまとめて構成すると計画案はそういう形になるでしょうねという

ことです。今までのまとめのようなことです。

川添委員：ちょっとそれなのですが、推移とかがありますが、計画目標と推移とかが合っ

ていないので。どうことを考えてこの計画をたてたかって言葉が足らないと思



うのです。すぐ計画とか目標とかあって、何でこの目標をするために市がもっ

とごみ対策を強化したいのでこういう数値にしましたよというものがあれば

わかりやすいのですが、何のためにこれがあってこれが出たかというのがわか

らないです。

田中会長：これはというのは何ですか。資料２－１のところですか。

川添委員：そうです。６の後ろのほうに事業系ごみの１０年後の推移があるんですが、そ

れと全然違う数値なのですよ。これはもっと前に挙げた数値なのかもしれない

のですが、ごみを減らすために市としてはこういう風に考えますよという言葉

があればまだわかりやすいのですが、急にここきてこことここの関係はという

どんどんいろいろな数字が出てきてどれがどれだか分からなくなっていくの

ですよ。

田中会長：わかりました。資料２－１と資料６の事業系ごみの数値の関係ですね。それは

あとで説明を受けます。

川添委員：言葉があればいいと思うのですよ。目標のところにすぐ数値がくるのではなく

て、何でこの数値があったのかという言葉が必要だと思うのですよ。

田中会長：川添委員のご指摘は、資料２－１の計画目標の見い出されて来た背景、考え方

をもうちょっと説明くださいとこういうことですか。

川添委員：せっかく文章にするのだったらそうやっていかないとすべて今読んでいくと符

合性がとれないことが多いのですよ。３Ｒから４Ｒにいった件の資料１－１の

ことにしても、それが書いていません。３Ｒでだめだったので今後減量するの

で４Ｒにしますというのがあればいいのだけど、急に４Ｒって出てきています。

言葉をもう少し考えて市としてはもっと減量するのでこういう風にしたいの

ですよというのがないような気がするのです。

田中会長：それでは、何点かいただきましたので私の方で理解したいのでお話しますので、

そこのところを中心に事務局に考えがあれば現状こうなっているということ



を説明ください。高田委員の方から川添委員のご指摘と同じようなことだと思

うのですが、減量化目標をたてるという中でどういう形でやるとこの目標に近

づくのかという具体策を示して欲しいというのが第１の高田委員からのご意

見だったかと思います。従って目標を出す以上はきちんとした活動メニューと

か取り組みの方向性を出していって欲しいと。むしろ川添委員からこういう目

標を生み出すにあたってのもっと前提となる考えであるとか背景を説明して

くださいとかいうことだったと思います。それからあと高田委員から、これは

佐野副会長からも同じようなご意見がありましたが、集団回収への支援につい

て市の取り組みの中にそういう話がありますと。資料３の３ページあたり、市

の役割・支援というところにリサイクル活動推進費補助金のことが書いてあり

ますが、ここの中に集団資源回収活動を支援するとあるが具体的にどういう支

援を考えているのか。あるいはお金は減らしすぎていることについての整合性

はどうなのですかということを佐野副会長から意見をいただいていると思い

ます。併せて佐野副会長から具体的な数値資料２のデータ集の関係で特に新聞

量が減っていると矛盾点がみられるのだけども、どういうところで分析してい

るのかと、紙ごみの減量、減少の状況と回収量等が減っていると。こういうと

ころですかね。それから２つ目にクリーン推進員が自治会に置かれているわけ

だけど具体的にどういう対策で活用していくのかお考えがあればお聞きした

いということですかね。それから３点目は廃食油のリサイクル石けん化の取り

組みをしているけれども特にコストの関係で補助金が削減されるという方向

の中で特にこのことについては考えがあるのかということで伺いますと。大体

私が把握している限りではそのようなご質問だったかと思いますが、それでは

事務局の方からお考えをお願いします。

事務局：資料２－１のところで資料６に関しては骨子ということで第１回と第２回の会議

提出し、委員さんの中で審議していただいたものを修正して今回資料として配布

させていただきました。ご意見のとおり資料６のあとに今回資料で提出させてい

ただいた資料１－１、資料２－１、資料３、資料４が続くことをイメージしてい

ます。この資料２－１でいきなり目標値が出ているということでこの前の資料で

推計値を提示させていただいた中で、今日の関連はどうなのかということで出さ

せていただいた数値はあくまで現状のトレンドを踏まえた中で推計値を出させ

ていただいております。これに関していろいろな施策等をうっていきながらこの



目標値を目指していきたいと考えております。総括的な部分について文章がない

ということに関しては総括的な文書を付加する形で検討させていただきます。そ

れと資料２－１の中で具体的にどのような部分の中で減量を含めていくのか提

示がないということでしたので、それに関しては先ほどのご意見の中で内訳等を

もう少し細かく提示したらどうかというご意見もいただきましたので、これにつ

いては検討させていただきたいと思います。あと資料３の中で市民団体の支援と

いうことで補助金が削られていく中で具体的にどういう形で支援をしていくか

ということですけど、こちらに関しては現状の水準を維持していきながら支援し

ていきたいと考えています。また相対的な集団回収に関してですが、この制度自

体は非常に有効なものですので、団体の数を増やしていく方法でいろいろＰＲを

行っていきたいと考えています。また資料２－３の中で新聞・雑誌等が減ってき

ているのがどういうことなのかという質問ですが、表１ですが集団回収の内訳で

はなくて行政回収の内訳について示させていただいたものであります。行政の回

収に関しても新聞・雑誌等に関しては、インターネットや電子化という流れを受

けて購読者数が減ってきているといったことやあるいは新聞については新聞屋

が回収しているといったこともございまして数値が減っております。そういった

中で集団回収の量をどういった形で増やしていくのかということに関しては、集

団回収を行っていただく団体の数を増やしていきながら集団回収を広めていく

といった形で目標値である１０％増を目指していきたいと考えております。また

クリーン推進員について具体的に生かしていくのかといった質問でございます

が、確かに現状ではクリーン推進員にご活動いただいている形の中でこれを強化

していきたいというのが実態なのですが、具体的にどうしていくのかといった部

分についてはこれから具体的な施策を展開するなかで検討していきたいと考え

ています。また廃食油についてですが、確かにリサイクル市民の会の方で尽力い

ただいている中でこちらに関しては、今後のあり方についてはいろいろと検証し

ていきたいと考えています。以上です。

高田委員：資料４のところですけど、お答えいただきましたけど、資源回収活動を支援す

るということで、結局は前年度と同じように補助金を出してやるという話だっ

たのですけど、それだったら現状維持にはなるかもしれないのですけど、そこ

からどう減量化といったことにつながっていくのかなということがどうも見

えてこないのですけれども、もう一歩進んで減量化といったことを目標に定め



るのであれば何か方法といったものがないものですかね。

竹村委員：ちょっと同じような質問ですけど、資源をできるだけ４Ｒを推進してごみゼロ

に進めていく理念の中のものだったら現実問題今お答え聞いていると現状維

持です、現状維持です、そのままですと言って、だったら現状維持でこの目標

に近づけられますかということなのですよ。予算はかかることですけどお金の

配分として、例えば集団回収で市民団体に委託した場合と事業者が回収して委

託事業者に委託料を払って事業者は潤う部分はあるのですけど、市民団体も自

分達の収入になれば一生懸命やりますけどただでやってくださいだけでは増

やすという部分で潤いがなければ市民団体は減っていくのだと思うのですけ

ど、減に減っているのですからそのところをどうするのかというお話をやって

いくのだったら、どうやっていくのかというところを計画の中に盛り込んでい

くということをしていかないと現実的に、責めているわけじゃないのですよ、

現実を踏まえて、こうやったら減るのかというところのそういうものが基本計

画の中できちんと説明があれば見えてくるのではないかなって思います。

田中会長：他に何かありますか。

川添委員：集団回収のシステム自身がどういう感じでこちらでやっているのか自分達も実

際のところわからないので、自治体があって自治体が業者に売って金をもらっ

ていた感じがするのですけど和光市はどうやっているのかわからないので。

田中会長：それは個人的な関心ということで。他に資料の中で、これはかなり計画の本体

の中の重要な話になるかなと思いますので資料１から４までの間でこの部分

をもっと補強した方がいいとか、この数値については見直すべきだとかご意見

をいくつもいただいておりますけど、このことについて一先ずよろしいですか。

川添委員：もう１つ。資料３の市の役割の３ページなのですけど市の方の発生抑制はない

のですけど、市のほうはどう考えているのですか。

田中会長：市役所のことですか。



川添委員：市役所っていうか全部です。市役所の職員の意識改革をしないとこれは減って

いかないだろうし、市役所自身がどう考えてどう抑制していくか市民の模範に

なってやっていかないとならないと思うのですけど、市役所自身がどう発生を

抑制していくか。

田中会長：それでは、高田委員、川添委員からのご質問、ちょっとお答えいただけますか。

事務局：まず、補助金に関しては段階的に減額していった中で、現状の３円といった形の

中で、この金額を維持していきながら支援していくという形になります。それで

集団回収をどうやって回収量を増やしていくか見えないということですけど、こ

ちらに関しては集団回収は団体に対しての活動資金という形でもありますので、

これらについて周知・啓発を進めていきながら団体数を増やしていきながら活動

の場を広めていくという形で取り組んでいきたいと考えています。あと川添委員

からの質問で市役所としての発生抑制がないということでどうなのかというご意

見でございますが、市としての発生抑制については資料３の３ページの中で市と

しての取り組みについては記載させていただいております。それで市役所という

意味でのことに関してですが、これに関しては一事業者という形にはなりますの

で、事業者としての役割の中で進めていくということになります。あと現状の集

団回収についてですが、登録していただいた市民団体が回収を行っており、それ

に対して補助金という形で交付する形で行っております。

竹村委員：市が回収しなくても、補助金を少なくしなくても、団体にはそのお金がいくと

いうことで、コストがどうなのかということが明確に知らされていない。

志村委員：集団回収とそれから通常のごみステーションに排出しているものをに回収して

資源化するということは確かに両輪ではありますが、今参加団体の団体数です

とか全市民における割合というのは大体どれくらいになりますか。

事務局：全部資料は持っていませんが、集団回収の参加団体は自治会とかマンションの管

理組合等を含めまして現在６３団体です。そのうち自治会は今資料はありません

が全自治会で１００位ありますからその中で２割、３割程度と考えております。



竹村委員：それを増やすということですね。

事務局：そうです。もちろん加入していない自治会をＰＲ等で増やすというのもあります

し、マンション管理組合や育成会でも加入されていないところありますのでそう

いったところを増やしていこうと考えています。

芳野委員：何回か審議会をやってきて訂正・修正、我々の意見というので審議してきて私

は計画書はこれでいいと思うのです。ある程度細かいことを全部載せた計画書

というのは載せてしまうとそのまま動いてしまいます。そうではなくて市民に

どれだけのものを伝えていくかということだと思います。この中から市民に関

係するもの、この骨子というのを基本計画というのは作るべきだと私は思って

います。ですから皆さんが言ってきたことが全部この中に入ってくると思いま

す。将来計画とか今までずっとやってきて現状はこうです、今後はこうですと

いうことで、計画書ができる中で市民に直接生活的に関係があるものだけを作

っているわけです。ただ我々の考え方、我々はこういう風な意見がありますと

いうことを審議会意見として出していくことは必要だと思います。ただ冊子と

して、ここら辺を全部を載せるというのは不可能だと思います。他市がこうや

っているからこうだというのは載せられないのです。

竹村委員：それはおかしいと思います。私達は５年前の時に４次を作りましたが、背景総

括、５年間やってきてこういう風だから更にこういう風に進めようという目標

がないので、ただこれだけ書いてもらってもわからないということです。基本

計画は大まかでいいというのはいわゆる行政の考え方だと思います。市民と一

緒に市民参加でこの計画をたてていこうという審議会ですから、ここに盛り込

まなくていいと言ってもその方向性を検討していくという文言くらいは入れた

方がいいと思います。

芳野委員：私が最初に言ったのは、４次はどういう結果でどういう経過ですかと、それに

基づいて５次を作りましょうということです。その５次の中に骨子としてずっ

と話し合ってきてこれだけのものができたのですけど、細部にわたったものま

で計画書に盛り込むというのは数字的に無理かなということもあります。私と

してはその中で必要な文言は入れていってある程度のなかで市民にわかる範囲



のものを冊子として作ってお渡しするということを我々審議会としてやってい

く必要があるのかなと思います。細かいことを書いてこの本を配られても市民

の方は読まないかと思います。

竹村委員：いや違いますよ。基本計画というのは市民参画で作るというのが市の方針だと

思います。読まないから書いておけばいいというそういう姿勢は私ちょっと憤

りを感じます。

佐野副会長：意見交換会の時にたぶん集団回収のことも出てくると思うのです。だからこ

の中で意見としてあるということは捉えておかなければいけないと思います。

それを具体的にここに載せるかというと、例えばパンフレットを作る時に集

団回収があるとか積極的に出してくださいとかそういう具体的なもので目標

を書いていくという風な形でしかここの場で言えないと思います。

竹村委員：だから審議はしなくてはいけないと思います。今の現状で集団回収については

今ものすごく課題が多いわけです。

芳野委員：こういう課題がありましたよというのは出せると思うのです。

竹村委員： 課題がありましたよではなくて、現実を、現場主義でやって欲しいと思います。

市民団体の中で現実にやっている方、今日木田委員はお休みですが、集団回収

をするということは地域福祉にものすごくつながる問題だと思います。そうい

う大局でもう少し考えて集団回収を推進しますとか、積極的にぐらい言葉とし

て入れてもらってもいいと思います。助成金を１０円から５円、３円となって

０円になったら誰がするのかと思います。市が回収するとキログラムあたり２

２円かかりますが、市民の団体がやると３円で済むということで、そのうえ市

民にごみ減量に対しての啓発とか啓蒙もできるわけです。紙の方だって可燃ご

みに出してしまっているのが現実なのです。その現実を踏まえて積極的に推進

いうことでなくても、もっとより増やすとか何かの方法で市がやってほしいと

思います。いつもいいことが書いてありますが、実質的には施策をやめていっ

てしまうのが和光市の現実です。



田中会長：行政に関する色々なご指摘もあったかと思います。今議論が出ましたので資料

６ですかね。もし全体図がどうなっているかということを簡単に説明していた

だけますか。

（事務局内容説明）

④―資料６ 第五次和光市一般廃棄物処理基本計画

田中会長：ちょっと私なりの理解を申し上げますと、資料６、目次構成があります。目次

構成のところはただ単につけてあるだけですかね。前段の方はいわば基本計画

の概要とこれまでの経緯特に第４次計画の関係のことが書いてあるんですね。

それで、このごみ処理の課題というか第４次計画に基づいてこれまで取り組ん

できた集団回収であるとか、あるいは循環とか、場合によっては焼却処理の問

題もあると思うのですね。そういう問題がこの２９ページのところに書かれて

いるのだと思います。その上で目次構成の方にいくと、今後どういう形にいく

のかとていうことで基本理念と基本構想と減量化の目標があるということだと

思うのですね。それで今回お出ししているところは理念、減量化の計画目標、

それから市民の役割、事業者の役割、部門計画、このところを今本体のところ

を議論しています。そこで今までの資料の１－１から資料４を中心に意見交換

をしていただいた中で私も委員の方からご指摘を受けたことを踏まえて、１つ

は市のこれまでのごみ対策の取り組み、例えば集団回収、あるいは再資源化、

こういう問題についてもう少しその現状分析をした上でまだまだ課題があるの

でそうした課題を乗り越えるような方向性、次の５ヵ年計画に向かっての方向

性が必要ではないかとご指摘が多かったように思います。そういう点ではこの

計画目標のレベルやたて方についてのご意見もちろんありましたが、現状認識

のところで、現状分析のところでどうなのだと、そこのところある種の甘さと

いうかもう少し突き詰めて分析をしていく必要があるのではないかとこういっ

たご指摘があったかと思います。その上で２つ目は今度は市の取り組みなり、

あるいは市民の取り組みということで施策を展開していく時にどういう形でど

ういう施策を行うことでこの計画目標を実現するのだと。目標と施策と間のつ

なぎ、あるいは具体的な施策メニュー、事業メニューといったものをもっと書

き込んでもらわないとどこまでやることでどういう目標が実現できるのだと、

そういったところのメカニズムがよく見えないということで、表現ぶりの強化



というものを２つ目にしてもらいたいと。３つ目は計画目標のたて方、水準に

ついて竹村さんから可燃ごみとか資源ごみとかいくつかの分類の仕方もあるの

ではないかということもありましたが、おそらくこれは現状の中で第４次計画

の中にはご指摘のような、例えば分析をしているわけですね。お持ちの方はわ

かるかと思いますが、例えば９ページを見ますとごみの種別ごとに可燃ごみ、

不燃ごみ、事業系ごみ、粗大ごみ、資源ごみとこういった形で過去５年間の排

出量の推移の分析をしておりまして、その上で目標値は結果として事業系ごみ

と家庭系ごみとたてているのですが、この表を再掲をして計画目標をたてる上

での前提条件、あるいは基礎資料にしたらどうかと私は思います。おそらくご

指摘の点はそのとおりだと思います。その上で目標の水準のあり方のところで

すが、私自身は資料２－１の１０パーセント削減とか事業系ごみ２７パーセン

ト削減とかあるいはリサイクル率の向上、毎年１パーセントずつ４パーセント

とか非常に少ないのですがなかなかこれは少しこれまでの和光の実績をみると

確かに資源化量もいつも伸びていないのでこれでもかなりがんばって市の方は

目標値をたてているなと思います。ただ市民の側からみるとがんばらなければ

いけないのではないのと、例えばリサイクル率が本当に４パーセント増でいい

のか、もっと増やす必要があるのではないか、これはこれでご指摘のとおりな

ので、、近隣市でリサイクル率の高いところがあるとすればどういう構造で高い

のか、そういうところを応用することはできないかと、そういうことちょっと

分析をしてみたらどうかと思います。その上でやっぱりある種の和光の特性、

あるいはこれまで培ってきた水準があるのでそういう中で近隣市、先進市との

比較をしながら和光市としての地域性を踏まえて目標水準を決めていくと。理

想はあるところまでいくのがいいのだけれどなかなか行政計画という側面があ

るとすると行政も、もちろん市民の協力を得ながら進めていくのですが、やっ

ぱり一定の取り組みをしなければいけませんので、そういった点では、資源、

施設整備の関係、リサイクル施設を本当に整備できるのかどうかとか、あるい

は先ほどもちょっと出ましたけど補助金をどうやってどこまで増やせるのかと

か、そういう資源、財政面、施設面それから人員面、こういうこともあります

ので、重要課題ではありますけど、それなりに限界もあるということですね。

そういう中で高い目標を目指しつつ、ある程度現実の資源配分のところを考え

てやっぱり最大限のところを目標にしていくというのもあるかと思います。こ

れはひとまずこういった形で提案されているので、これを前提にしながらもう



一回精査してみたいと思います。一応そんな風に考えます。それからあと竹村

委員から先ほど議論が出た焼却炉の問題、これはなかなか重要な問題で焼却炉

をどう扱うのかと。これは市としてもいろいろ財政負担もありますしね。場合

によっては止められた時にどう対応するのかという、いろいろ市民生活に波及

もありますので、これは重要な課題だと考えます。私はその問題はちょっと書

いたほうがいいと思いまして、資料４に部門計画というのがありますね。資料

の部門計画の中に２ページから３ページにかけて中間処理計画というというの

があるわけですね。この中間処理計画が（２）ですか。現状のごみ処理を踏ま

えた長期的な施設環境の整備ですね。これはある意味施設のあり方を考えてい

かなくてはいけないという問題があるのですね。ある程度延命をしていきたい

と、しかし延命するのにもコストがかかるとか場合によっては市民に協力を得

なければいけないということもありますので、そういう考え方をもうちょっと

書き込んでいったらどうですかと。最終的に広域計画を練っていくとかそうい

ったこともあるかもしれませんけど少なくとも現状ある焼却施設のことを、老

朽化してますと書いているだけで今後どういった方向にもっていくかというこ

とをちょっと書き込んだらどうですかと。必要があれば市民の意見を聞く機会

を設けると場合によってはそういったパブリックコメントではありませんが市

民討議という方法もあるかもしれません。という風な形でこれはぜひ取り組ん

ではどうですかと思います。いずれも委員の皆さんからいただいた意見は計画

目標それから役割あるいは基本理念、減量化、計画目標、それから市民・事業

者・市の役割そして部門計画というところにできるだけ取り入れて内容面とし

ては審議会の意見を盛り込まれた形にできるだけしたいと私は思います。ただ

限界がありますので行政がもっている立場からいろいろ限界があるけれどもそ

こは会長の方が皆さんの意見を調整させていただいてこの案作りに向かってい

いとすれば会長に一任をしていただいて事務局と調整をさせていただきたいと

思います。それでもう１回案としてそれがおそらく９月になりますか、９月の

段階でもう一度計画案を現状認識から始まって、資料６のいわば最初のイント

ロから始まって現状分析、そして今後の計画目標とか予定いうのを一式を出し

てご議論いただきたいと思います。いかがでしょうか。今までいろいろご意見

いただきましたので総括して会長の方からということで取りまとめ的な対応、

意見についてちょっと発言させていただきました。

どうぞ追加のご意見がありましたら。



竹村委員：すごく会長が的確にまとめていただいて、私はぜひそれで進めていってもらえ

ばと思います。生ごみの減量化にしても堆肥化にしてもリサイクルにしても市

が助成金を出すことが好ましくないということが議会の意見として出てきてい

るのですよ。だけど本当は市民がごみ行政をどうするか生活に根幹なところで

すので今会長がおっしゃる方向で進めていっていただきたいというのと、それ

から１回５年位か何かに進捗状況、中間の検討を行うとかもう少しここの中で

盛り込んでいただければどうかなという風に思います。

田中会長：ありがとうございます。他にどうでしょう。せっかく芳野委員からできるだけ

わかりやすく市民にメッセージが伝わるようにしなくてはいけないと、これは

ご指摘重要な点だと思いますので、あまりだらだら書くというか、必要なこと

は盛り込む必要がありますがポイントをきちんとわかりやすく伝えるような工

夫というのはさせてもらいたいなと思います。

川添委員：それなのでどうしてもわかっている人が書いているので端折っているのだと思

います。わかりやすく。市民の人が見てもわかる感じを書いて欲しいのですけ

ど。

田中会長：具体的なご提案で１０年間の計画だけではなくて中間時点での検討も、あるい

は強化ということも考えたいということでそれはご指摘のとおりだと思います。

１０年で一律動かすというのも社会情勢の変化もありますしね。その中間点の

評価についてはちょっと考えたいと思います。他にありますか。

そうしたら資料６の後ろにこれをつけると、しかし全体的には集中的にご議論

いただいた資料１から４までのところが今回の計画の総本体ですという風にご

理解いただきたいと思います。そして資料５で要望の意味を意見のところを中

心にご質問いただいてよろしいですか。

竹村委員：一応は意見というよりも審議会でもう少しこういったところを検討するべきで

はないかということで懸念していたものですから、それで私達である程度調べ

ていったところもありますので近隣市や何かから調査しています。３３パーセ

ントというのは４次で達成できなかったけど隣の朝霞市のリサイクル率という

のは３６パーセントなのですよね、隣ができて何でうちができないのかという



ところがあるというところで先ほど先生がおっしゃったように近隣市と比較し

てももう少し目標値も目指せるのではないかということがありました。それか

ら市民団体補助金の資源回収の話もさっきから何回も言ってますけど今市が回

収している可燃ごみの中に紙類の混入率というのは６０パーセントなのだそう

です。すごく高いですから、この６０パーセントを市民団体がいるところで補

助金をプラスしてもっと新聞とかそういうものを資源ごみとして促進していっ

て欲しいというところです。それから隣の新座市は資源化をどういう風に推進

していくかというところで、新座市は紙とアルミは自治会が回収するというこ

とになっているのだそうです。それから戸田市の方は生ごみを出すと花の苗と

交換してすごく市民の方が活性化しているというところもあります。それから

朝霞市はリサイクル補助金を３円ではなくて１０円にしているということで工

夫すれば何とかなるのではないかということです。もう１つは事業系ごみにつ

いて和光市の場合は中小の事業者の方が多いということなので商工会が中心と

なって回収するシステムということは難しくないということだと思います。も

う少し商工会の方でも協力していただいてもうちょっと効率よく回収できる方

法を図れればということで、戸田市では事業系ごみのピンクとか色を違えて識

別して一般ごみと一緒に回収しているところもありますのでそういうところも

やっぱり近隣市のいいところとかやっていってもらいたいというところです。

生ごみの減量対策というのも私は生ごみ市民会議の副代表なのですけど、今勤

労青少年ホームにある処理機に７０世帯くらいの人が投入しているのですけど、

そこの住民の人は積極的になってきています。生ごみを出さなくなってカラス

がいなくなったということで、それで関連しているということで、先日も私達

市民の方により進めるためにできたじゃがいもを無料配布させていただいたの

ですけどこういったことも市の方が協力していただきたいと、やりやすい環境

づくりをしていただきたいというのがここのところのお願いです。最近紙おむ

つが増えてきて、和光市は若い町ですので紙おむつの回収もリサイクルができ

ると聞いていますので、その辺のところも今後検討課題ではないかなと思いま

す。それから焼却する場合とリサイクルする場合とどういうふうなのかと比較

しながら市民に訴えていけばもっと市民の方もやっぱり自分達でやったことが

メリットがあるということだったら、協力していく人も増えていくことだと思

います。もう１つ粗大ごみがあるのですけど粗大ごみというのは現状がリサイ

クルセンターというのは市の端っこにあってなかなか行けないのですよね。そ



れでもう少し気軽にいけるようなところの風にしていただきたいというかもっ

と活性化して粗大ごみが皆燃やすのではなくてもっとリユースの方に回せるよ

うな工夫をしていただければと思います。

以上です。

田中会長：いろいろ多岐にわたってご審議いただきました。おそらく審議会の中で限られ

た時間なので、あらかじめ、あるいは前回の審議会を踏まえてまとめさせてい

ただきます。これは意見として整理させていただきたいと思います。他に何か

追加のご意見ありますでしょうか。

田中会長：ありがとうございました。今日白熱した皆さん厳しい、あるいは具体的な部分

をいただきましたので、事務局の方と調整させていただいて、整理させていた

だきたいと思います。併せて８月に市民意見交換会をさせていただきたいと思

いましてそこでのご意見を計画の方に反映させていただきたいと思います。ち

ょっとこの予定を事務局から紹介していただけますか。

（事務局意見交換会について説明）

竹村委員：委員が市民として出席してはいけないのですか。

事務局：一般市民ができるだけ意見をいう機会ですので、審議会委員さんについてはオブ

ザーバーでお願いします。

田中会長：市民のお立場で発言するのはよろしいのではないですか。審議会の委員が一個

人として意見しても言いように思いますけどどうですか。

事務局：一般市民の発言を優先させるという前提なら。

佐野副会長：どういったものを市民に資料としてお渡しするのですか。

事務局：全部というのは初めて渡された市民の人には見切れませんから、前回と今回議論

した部分というのは核となりますので、あくまでも案としてその部分の資料とな



るかと思います。

田中会長：いろいろご議論があったような現状とかどうやってごみが処理させているかと

か、今の取り組みの実態も紹介しないと。それから必要があればパンフレット

があったらいいと思います。

佐野副会長：これは公募ですか。

事務局：特に申し込みとかはありません。

竹村委員：８月号の広報に掲載されるのですか。

事務局：そうです。

竹村委員：ホームページも載せて。掲示板はやらないのですか。自治会に知らせるとか。

事務局：それもちょっと余力があったら検討します。

芳野委員：自治会の配布は無理ですね。２５日まででないと。

竹村委員：広報の掲示板に貼ってやるのは。広報が届かない人もいますから。

佐野副会長：あるいはクリーン推進員とかね。役割をお持ちの人もいますから。

竹村委員：クリーン推進員は何人いるのですか。

事務局：７４人です。

田中会長：クリーン推進員にお声をかけたらどうですか。あと当日市の方がやったアンケ

ートもやりましたよね。ああいう一般市民の意識はこうなのですよというのが

わかるといいと思います。



事務局：そうですね。

田中会長：それでは予定の時間になりまして、今日は皆さんからまた活発なご意見をいた

だきましたので事務局の方とまた調整させていただきたいと思います。これで

第４回の審議会を終了させていただきます。


