
第３回審議会議事録

開 催 日 平成２４年６月２８日（木）午後３時００分～午後５時１５分

開催場所 和光市役所３階全員協議会室

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、志村委員、萩原委員

高田委員、竹村委員

（欠席：冨岡委員）

田中会長：定刻になりましたので、ただいまより第３回和光市廃棄物減量等審議会を開催

させていただきます。事務局より資料の確認をお願いします。

（事務局資料の確認）

田中会長：それでは議事に入りたいと思います。それでは議題の１市民・事業者アンケー

ト集計結果の報告ということで、事務局から説明いただきたいと思います。

（事務局内容説明）

資料１ 市民・事業者アンケート集計結果の報告

田中会長：まず市民の方が１，０００人に送って３９４人ですから、回収率が３９％とい

うことで回収率は高かったかなと思います。そういう中でどれだけ情報を得て

いるかということをアンケートから読みとりたい思います。それから事業者の

方にもアンケートをさせていただいて、これは２００社に送って７８社から回

答があったということで回収率も同じ３９％くらいでしょうか。内容について

ご確認やご質問がありましたらお願いします。

川添委員：これはどこに反映したかというのはわかるのですか。

事務局：それについては、資料４のごみ処理における市民・事業者・市の役割についてと

いうところで反映させていただいております。



川添委員：資料等にアンケート結果がどこに反映したのかこれを見てもわからなかったの

で。説明文でアンケート結果とか入れた方がわかりやすい。何のためにアンケ

ートを取ったのかわからなくなってしまうので。

田中会長：直接計画に入れる場合もあるし、今後の施策に生かすこともあるということだ

と思います。

竹村委員：アンケート結果から事業者と市民のどのような意識の違いが見受けられたのか。

事務局：市民と事業者ではごみ量が違うし、認識も違います。市民については実践してい

ることとか、どのようにごみを出しているかということを聞いています。事業者

についてはごみ量の把握や処理方法、分別を行っているかを聞いています。

竹村委員：私が聞いているのは、事業者はごみ処理が有料ということもあるので、きちん

と分別して効果的に出しているのか、市民は分別が徹底していないということ

ですが、そういう比較を聞きたかったのです。

田中会長：質問に共通する項目はないのではないでしょうか。

竹村委員：やった意味がそこにあったのかと思いまして。

田中会長：事務局の説明から言えば、ごみの量とか扱い方とか市民と事業者とは違うとい

うことで、なかなか共通の項目がうまく設定できないのかと思います。

竹村委員：何か共通点があれば、事業者と市民との努力目標の方向付けができるのかなと

思いましたので。

川添委員：アンケートについて６割の人が未回収だが市としてどのように考えているのか。

関心がないという形で今後関心があるほうに持っていくのか。

事務局：無関心な方の啓発は必要だと考えています。



田中会長：どういう形でやっていくのかはこれからの施策だと思いますが、先ほど話があ

りましたが、市民と事業者のアンケートを同じ時期にやったものですから、意

識面や共通する項目で比較できるものがあったら比較してみるのもそのとおり

かなと思います。

今のアンケートも踏まえてそれをどうやって生かすかということで、資料２、

資料３－①、資料３－②、資料４、資料５について事務局から説明お願いしま

す。

（事務局内容説明）

資料２ ごみ処理の基本理念・基本方針、計画の体系図について

資料３－① ごみ排出量の推移について

資料３－② ごみ減量化目標について（案）

資料４ ごみ処理における市民・事業者・市の役割について

資料５ 部門計画について

田中会長：何か質問がありましたらお願いします。

川添委員：資料２の２ページの基本方針１の「市民・事業者との連携をこれまで以上に進

め」のところで、タイトルには行政が入っているのに、そこのところには行政

が入っていないのですけど。あと基本方針３の４Ｒのリフューズが「ごみにな

るものの拒絶」となっているのですがもっといい言葉はないのですか。他のと

こも４Ｒが出てきているのですけど書き方がその都度違うのですね。書き方が

違うというのは意味がわかりにくくなるのかなと思いますけど。あと基本方針

４の「予防保全措置を行います」と書いているがこれはどういう意味で書いて

あるのか。

田中会長：川添委員から質問がありましたが、事務局の考えはどうでしょうか。

事務局：「市民・事業者との連携をこれまで以上に進め」のところで、行政が入っていない

ということについてですが、これについては再度文章を検討していきたいと思い

ます。また４Ｒやリフューズの文章の統一についても検討していきたいと思いま

す。



田中会長：予防保全措置のところはいかがですか。

事務局：予防保全措置ですが、施設というのは故障して止まることを前提として考えてい

なく、清掃センターは竣工してから２２年経過しているということで、実際細か

い故障はかなり起きています。市民のごみの受け入れを中止するような故障はま

だないが、経年劣化により耐火煉瓦等の消耗品の交換などが必要になってきます。

だめになってから交換するのではなく、それを見越して計画をたてながら修理し

ていくということで予防保全という言葉を入れさせていただきました。

川添委員：そうしたら計画的な施設と書いているが、計画的なごみ処理施設という風に書

いていただけたらと思います。

田中会長：他には意見はいかがでしょうか。

竹村委員：この計画が抽象的だと思いました。理念にしてはいとも簡単に５行で終わって

しまっています。基本計画でしたらもう少しインパクトがあってもいいのかな

という風に疑問に思いました。１番の大きな目標はごみゼロを目指すというこ

とであれば、ゼロに近い状態にするためにはもう少し具体的に、消費者の意識

改革、資源化率を増やすためには今の回収でいいのかということも挙げてもら

っていいのかと思いました。あと４Ｒの中に生ごみが入っていません。生ごみ

は資源として考えるのか、第四次計画のときには生ごみは資源ごみで堆肥化し

て還元するということになったのですけど、途中ぼかしの支給が中止になった

りして、私は生ごみ市民会議の副代表をやっていますが、勤労青少年ホームの

生ごみ処理機の堆肥を使って作物を作っているが５年前から一向に進んでいま

せん。いかに増やすかということをあきらめている人が多いということなので

す。集団回収にしてもアンケートでだんだん減ってきているという話では、集

団回収をどうやって増やしていくかということだったら、そういうものも積極

的に取り組んでいくとかしないと、何か具体性に欠けるなということを感じま

す。基本理念なんかも第四次が頓挫しているところを第五次ではこういう風に

やっていきますという風なところがほしいなと思います。

田中会長：次に高田委員どうぞ。



高田委員：基本方針２のところの「ごみ処理事業における市民サービス」というところが

あるのですけど、このごみ処理というのは、市民と行政とが相互関係で一緒に

やっていかなければいけないことで、市民サービスというのは一体何を指すの

かわからないので教えていただきたい。

田中会長：事務局、今の点はいかがですか。

事務局：高田委員の質問で市民サービスについてですが、こちらに関しては粗大ごみ収集

だとか、ごみの直接搬入であったりとか、あるいは電子申請等ということで、今

後もこれらの市民サービスを進めていきたいということで考えております。あと

竹村委員さんから出されている質問ですが、時代背景についてですが、第四次の

基本計画では３Ｒとしていたのを今回リフューズというのを加えて４Ｒとしまし

た。基本的な考え方としては第四次から第五次に至るまでで大きな流れというか

リサイクルを継続していくというのが実態です。限りなくごみゼロに近づけると

いうことで、具体的な方針を打ち出せないかという質問ですが、資料３－２で目

標値がありますので、可能な限りわれわれ行政もそうですし、市民・事業者の協

力を得ながら目標値に向けていきたいと考えています。あと生ごみの関係ですが、

竹村委員の所属する生ごみ市民会議の協力も得ながら一定の成果を上げてきたと

いうこともあります。和光の生ごみの施策としてはＥＭ堆肥から始まって、ＥＭ

が費用対効果の関係で継続が不可能ということで、生ごみ処理機を導入しモデル

事業を始めていった経緯がありまして、一定の成果は上げましたが、平成２２年

度現在で生ごみ処理機に投入されたごみが３．３７トンで、かかる経費が約６６

万円、１トンあたり１２万円程度の経費がかかっている部分がありまして、これ

を全市的に広げていくかということになると費用対効果の面で足踏みしているの

が現状です。資料４の市の役割の方で生ごみ発酵促進剤にかわる生ごみ減量事業

を検討していくということになっています。

竹村委員：１０年後のために検討するというのなら、１０年間検討したらそれで終わりで

はないですか。私はそう思うのです。なるべく資源化を目標にして検討してい

きますというのならわかりますけど、もう一遍できるように検討しますとかい

うのも抜けていますし。もう１つは今１月の第４週の鍋合戦をやっているが、

そこで出た生ごみを生ごみ市民会議が受けて生ごみ処理機の方へ入れて商工会



の方も生ごみを減量化・資源化しようという姿勢で努力しているという事実も

あるので、みんながやっていることに希望を持たせて生かす計画ならいいけど、

経費がかかって費用対効果だと言われると、もともと儲かるものだったら事業

者がやるけど、儲からないものは市が取り組むものなので、そういう発想でな

く、ごみゼロでやるというならある程度の費用をかけてでもやる気があるかと

いうものを行政としては地球規模で考える問題だからどうするのかということ

ももう少し盛り込んでもらいたいということもあります。

田中会長：ひとまず資料２の基本理念、基本方針のところはご意見を踏まえながらもう１

回内容について確認していくということで、それと生ごみ対策については資料

４と５のところでどういう風にしていくかということで具体的な事業の展開の

段階でもう１回ご意見を伺いたいと思います。次の資料で、資料３－②の減量

化目標の立て方とかご議論がありそうかなと思いますが、ご意見をどうぞ。

川添委員：資料３－②ですが、国の計画と埼玉県の計画があるのですけれども、それに向

けて和光市の計画があるのですが、埼玉県は２０年度に対して２７年度８％削

減なのですが、市が３４年度に向けて８％削減なのですがこれって合わないの

ですが。どういう考え方で１０年間で８％なのかわからないのですが。

田中会長：資料３－①もしくは②で、①が過去の５年間の実績があってこれに対してこう

いう目標を立てたらどうかということが資料３－②で示されています。今、川

添委員からは市の計画目標の立て方が県の計画にうまく整合しているのですか

ということですが。

他にご意見はいかがですか。

志村委員：２２年度のごみの排出量の推移ということで、若干ではあるが家庭系にしても

年間排出量が増えているということで、今現在新倉地区で戸建ての住宅が大規

模に開発されているということ、それから谷中地区の区画整理の中にかなりの

集合住宅が建設されていることと、新倉５丁目あたりで区画整理事業が始まり

ます。前の会議の中で人口推移ということでお話がありましたが、それよりも

かなり上向きのベクトルがでてくるのではないかと考えています。そうすると

こちらの予定の排出量８％減量というものですとなかなか難しいのではないか



と考えますが、その辺のところは人口の推移ですとかその辺のところを含めた

減量率をそちらの方をどのような形で決定したのか。

田中会長：お二人から質問がありましたので、もう１回この辺の計画目標の考え方を事務

局から説明願います。

事務局：県の目標、国の目標というのは、必ずしもそれに合わせるということではなくて、

これは参考数値であり、和光市の独自の計画なので、資料３－①には過去の推移

を集計しているように、過去のごみ発生量とか人口の伸びを勘案して、県は２７

年度で８％となっていますが、少し県よりスパンは長くなりますが、８％という

目標を出させていただきました。

川添委員：大規模開発とかそれを加味して決定したということですか。

事務局：ごみ排出量の推移を見ていただくと市の人口は増加しているにもかかわらずごみ

排出量は減少している傾向があります。こういった点と過去の推移や国、県の数

値等いろいろ参考にさせていただきながら、総合的に判断させていただいてそこ

から８％という数字を提案させていただいたということになります。

川添委員：１８年度から２３年度ですと約５年間ですけど１日のごみ排出量が７％削減さ

れていますけど、１０年間で８％ですと和光市は少なく見積もっているという

ことですか。

事務局：こちらに関しては５年間で家庭系ごみ１日１人当たり約７％減になっているとい

うことで、今回は１０年間で８％とさせていただきましたが、過去５年間におい

ては市民の皆様方にご協力いただいて非常にいい数値を出させていただいており

ますが、このまま継続することが本当に可能であればいいですが、現実的な部分

を含めて８％という数字を出させていただきました。この数値に関しては事務局

が提案させていただいた数値が８％ということなので、皆様の中でどうかという

意見があれば検討させていただきたいと思います。

田中会長：１つは１人当たりにすると人口増があったとしても横ばいであるということは



あると思います。それなのでご指摘のように過去５年の１人当たりの減少率で

すか、資料３－①の真ん中の表の比較増減表の中で平成２３年度の増減率を１

８年度比で見たときに９３．３６％となっていますから７％弱減っているとい

う上で、今後１０年間で８％というのはもうちょっと積極的な数値を出しても

いいのではないかというようなご指摘があったかなと思います。他の点で何か

ご意見があればどうぞ。

竹村委員：推移だけで終わりなのですか。これに関するコメントはないのですか。１８年

度から２３年度のことですので、私たちは第四次の計画を立てて、その計画が

目標に達したとか達しないとかいう１つのコメントがあって、今後１０年間は

どうするのかという、１つはそういう風に書かないとわからないと思う。それ

ともう１つリサイクル率が第四次の目標としては３３％に引き上げますとなっ

ていたが、現実に２３年度は３０％です。３０％だから今度の目標で３％増や

して３３％にしますという話ですが、今現実に過去の５年間で努力していて３

３％まで努力目標で出したのだけど、３％達しなかったわけですけど、あと３％

足せば資源化目標としてはそれで１０年目標としては成り立つのかというとこ

ろが、もう少し目標を立てるのだったら資源化をどういう風にしたら上げられ

るのかというものを入れて欲しい。そうしたら第四次と何も変わってないとい

う目標になるのではないのかということです。だからリサイクル率としてはお

かしいということになると思います。回収の仕方とか例えば東京都とかは分別

をやめて一括で出すようにしてしまったとか、そういうこともあるのですけど、

和光が今の分別で本当にリサイクル率だとかごみの排出量の減量につながるの

かというところももう少し見直していただかないと。だから５年間で家庭系の

ごみが全体的に減ったというところは、そこの原因はいろいろとあると思いま

すが、食生活や生活体系の変わり方とか、論議されているのかということなの

です。

芳野委員：リサイクル率の関係で、基本目標の４Ｒにしていこうということで、リサイク

ル率を上げていこうという姿勢があるにもかかわらず、実際的に見ていくとこ

こ何年か３０％ぐらいで推移しているので、３Ｒやってきた時の取組み状況を

もう少し上昇させていかないと上がっていかないのかなと思いますし、実際３

３％で達成できていなかったから、また３％だというのでは、今度は４Ｒでや



っていくということなのだから１％なりの期待度を乗せないとおかしいのでは

ないのかと思います。もう１つは人口推移の中で、平成３４年度で９１，１５

６人になるということで、平成２３年度から１０，０００人くらいの増加とい

うことになっていますが、ごみ量を削減していくということですが、平成２２

年度、２３年度で２万３千トンくらいで推移していますが、私は高止まりで、

その部分も入れた方がいいのかなと思います。実際には３０％から３３％にし

たという先ほどの説明からいくと３３％に達していないから３３％を継続する

というのではこちらとしても納得はできないです。

田中会長：他にご意見はいかがでしょうか。

木田委員：先ほど生ごみの問題なのですけど、実際２２年度で終わってこれから検討する

ということで、２３年度以降は検討の結果が出てくるまでは生ごみが増えると

いうことになろうかと思うのですが、今あるものをそのままにしても増える可

能性があるにもかかわらずその対策をとらないということは減るものより増え

るものが出てくるのではないかと思います。あと言葉的にごみをゼロにすると

言っているけど、ゼロというのはどうかと思います。限りなくゼロにと言って

いるけど、ゼロというのはありえないと思います。

竹村委員：第四次のときにそういう言葉を使っているが、ゼロにはならないというのはあ

るけど、気持ちとしてゼロに近い方向に持っていくという目標を立てないと、

何パーセントでやると意識が低下するということで、基本計画で１０年計画で

あれば、前回は５年計画だったのですけど、それならばゼロを目指しますよと

いうのが、和光市民の目標だということなのです。

木田委員：目標というのは近い目標と遠い目標とあってそれぞれに向かって達成度という

のをクリアしていくもので、一足飛びにゼロというのはいかがかなと思います

が。あとリサイクルというのは３者が納得するというのですけど、今やってい

る生ごみとか廃品の回収とか、今も実際に補助金を交付しているのに、団体が

少なくなっているというのはいかがなのかと思いました。あと先ほどいった費

用対効果という話が出てきて、費用対効果であれば全体に書いてある、地球環

境の保全や生活していく社会を持続させるというのが大前提と思います。これ



は経済活動じゃなくて、生活を守る基本理念だと思うのです。そのところを見

ていかないで、単にお金がかかるから集めるのをやめてしまうというのは基本

理念の考え方からちょっと外れているのではないかと思います。

田中会長：いろいろご意見いただいて少し事務局の方からもう１回このリサイクル率ある

いは減量化目標の考え方を伺って、場合によっては見直しをするということを含

めて少しコメントをいただきたいと思いますが。先ほどのごみを限りなくゼロに

するというのは理念なので、理念だからなんというか最高の考え方なので、理念

というか理想のあり方を目指していくということであれば市民の総意でそれはあ

りえるかなと思うのです。ただ木田委員が言うようになかなか難しいと、ごみゼ

ロというのは理想社会なので、たとえば今後１０年間のうちにごみゼロ社会が実

現しないというのも事実でしょうから。これが仮に地方の方で自立的に生きてい

る人たちがいればリサイクル率８０％、９０％と高くなるかもしれませんが、こ

ういう都市部の社会ではなかなか難しいというのも事実なのでそういう理想と現

実をどういう風にかみ合わせて計画にしていくかというのも１つの問題であると

思います。ですから理想は理想として考えるけれども、政策目標はもう少し現実

的な対応を取らざるをえないということも１つだと思います。あと２つ目は生ご

みの処理機の問題で、費用対効果、１トン１２万円ということでおそらく普通の

ごみであれば１トン２万円くらいですかね、和光市はどれくらいかわかりません

が、そういった点からいくと生ごみは１トン１２万円かけていいのかどうかとい

うことで、行政側の悩む気持ちもよくわかります。つまりそういうことであれば

堆肥事業をしないで一般ごみ処理のルートにした方がいいのではないかとこうい

うこともあるのですよね。これはなかなか難しい問題です。

竹村委員：市民からするとそれはちょっとね。

田中会長：ごめんなさい。それはですね竹村委員のような市民が７万何千人の中で全員が

そうであれば構わないのですが、けれども現実は竹村委員のような市民だけで

はありません。あるいは竹村さんの同調者の方が何人いらっしゃるかわかりま

せんが。

竹村委員：ではそれでアンケート調査をやるというのは何のためにやるのですか。



田中会長：多数の市民のためにどういったサービスをしたらいいかというのが前提ですの

で、１トン１２万円かかる事業をどのタイミングでどこまで拡張するのか、そ

れはモデル事業として継続していくのか、費用対効果を考えるというのは行政

としては当然のことだと思います。

竹村委員：ただ数字だけでものを計ればみんなでできないです。ただごみを燃やしてやれ

ばそれでいいという、それで分別して業者に委託すれば楽ですよ。だけど私た

ちの理念としてやっぱり環境問題を考えたときに、循環型社会を目指すにはど

うしたらいいかというのが５年前はあって、その前の１０年間は堆肥化の処理

センターもあって、全部資源回収までしたというところで費用対効果を言われ

て挫折してしまったという経過がありますけど、ただ今やっている私たちもモ

デル事業でやっているところが、それでやっているというだけで結果的に終わ

ってしまっているという市の方がそれなりに力を入れて来なかったということ

もあるのです。その問題の中で市の方もやる気があるのだったら事業の展開と

してはやれたのではないかと思います。

田中会長：竹村さんのご意見はわかりますが、７万人以上の市民が同じ気持ち、水準で取

り組めるかということを考えないと政策というのは打てませんねというのをま

ず確認しないと。それは大変積極的に取り組んでいる市民の方々もいるが、そ

うでもない市民の方もいるわけで、現実の社会に対してどういう対策をしてい

くのかということが行政にとって一番肝心なところなのですね。どこのとこで

合わせていくのかというのが大事なところなので、そこのところは行政の立場

に立って少し代弁したところですが。

目標値の考え方はいかがですか。事務局の方から説明してください。

事務局：目標値ですが、第四次計画のリサイクル率の目標値が３３％なのに対して現状で

は３０％しか達成していないということと、資料３－①の中でもリサイクル率が

平成１９年度から２３年度あたりまでほとんど足踏み状態が続いているといった

中で現実的な数字ということで目標値を挙げさせていただきました。ご指摘があ

りましたことについては内部でもどの程度が妥当なのかということをいろいろ考

えさせていただいた中で、平成１９年度から２３年度までの推移等も鑑みてリサ

イクル率の数値を前回と同じ３３％ということで決めさせていただいたのですが、



こちらに関しては再度検討させていただきたいと考えております。

田中会長：今日出たご意見も参考にしながら、リサイクル率が１１年かけて３％というの

はもう少し見直しの余地もあるかと思います。それから先ほど気になったのは、

埼玉県としては平成２７年度までに８％削減するということで掲げているが、

和光市民は埼玉県民であり和光市民でもあるので埼玉県のことは関係ないとい

うことはないと思います。埼玉県の取組みを踏まえながら更に上乗せをしてい

くということはあるかと思います。先ほどの説明だと市は独自目標で家庭ごみ

を８％削減にしましたというのももう少し全体を考え直した方がいいのかなと

思います。

さて、目標値の議論の他に更に続いて、資料の４、資料の５あたりが行政の施

策あるいは、市民に期待する役割ということになりますが、この点についてご

意見はいかがでしょうか。

川添委員：資料４の「捨てるときに考える」ということですが、これは市民に見せる文章

ですよね。不用品をリユースすることが求められますというところで、括弧し

て再利用くらい入れて欲しい。何か読んでいて途中で分からなくなります。も

っと市民が分かりやすい文章にしてもらった方がいいのではないかと思います。

あと３ページの「清掃センター施設見学の実施」のところで、自分もこの前見

学させてもらったが、事務局として反省点とか向上するとか今後どうしていく

というのはあるのですか。ただ見学させているというだけなのですか。

事務局：施設見学後に子供の感想文が寄せられるのですが、プラスチック等の選別ライン

を見て分別の大事さが子供なりによく分かって、清掃センターというのは地球を

守る仕事だという大きなことを感想に書いてきてくれる子供もいらっしゃいまし

た。いつも私たちが見学の時にお願いしているのは、今日勉強したことは家に帰

ってからお父さん、お母さんに話してくださいと言っています。それから今年度

は施設見学については小学生とその親を対象にした清掃センターの施設見学を考

えています。

田中会長：他に意見はいかがしょうか。



高田委員：施設見学の時にそこでごみ処理をしている人たちのお話を何らかの形で聞くこ

とはできるのですか。

事務局：例えば中央監視室とかプラスチックの選別ラインとかで、専門的な質問をされる

お子様もいらっしゃるので、その時は中央監視室の所長が答えたり、プラスチッ

ク選別ラインの社長が答えて解説するということもあります。

竹村委員：清掃センターの施設見学の実施というだけでなく、子供たちにごみに対する啓

蒙、啓発を実施しますと、その中で清掃センターへの施設見学もあれば、学校

で学習する機会を増やしますとかそういう風に書かないと、市の役割・支援と

いう中で、読んだ側はただ見学させていればいいのかと思うと思います。

高田委員：それに関連して前に自分も市民の大人を対象にした分別の説明会で話を聞いた

のですが、そういうことによって市民の皆様の意識が変わってくるのではない

かと、そういう学習会を開くのも一つではないでしょうか。

田中会長：先ほど学習会とか意識啓発の重要性の指摘がありましたので、表現も含めて事

務局で検討お願いします。他に質問はよろしいでしょうか。

木田委員：実際に市民が分別して処理しているのですが、本来は発生する原因のところを

改善すればもっとできるはずなので、物を作る側の規制の在り方を和光市では

できないのかもしれないですが、計画にもあった方がいいのかと思うのですが。

竹村委員：４Ｒの推進でごみを拒絶するというのがありましたが、買わない運動をどうや

って進めるかという具体的対策が市の役割の中にないと思う。

木田委員：最近は品物に優良な物とか表示を出しているのだから、だめな品物については

何か対策をとった方がいいのかもしれない。

田中会長；いま木田委員がおっしゃられたことは、事業者にそういう呼びかけをするとい

うことも考えられないかということでこれは国の問題でもあるけれど、どこま

で商品を許可していくのかという、１自治体でそういった事業活動や販売活動



まで入れるかという問題もありますが、ご指摘のとおり和光市として４Ｒとし

て買わない、売らないということまで遡るのだとすれば働きかけをしていくと

いう方向があってもいいのかもしれないと思います。市の役割の中で単なる情

報提供だけでなく、ごみになるものを買わない、売らないというもう少し前に

進めるということを考えた方がいいかもしれません。

他にご意見はいかがでしょうか。

川添委員：市が出されて困るごみとかもあると思うのでそれは情報としてホームページに

リンクするようにすればいいと思います。和光市としてきちんとやるという意

思表示があればいいかなと思います。

田中会長：他に意見はございますか。次に資料５で部門計画ということで収集運搬、中間

処理、最終処分という流れで、特にごみや資源として排出されたものの処理、

運搬、処分、こういうことについての市の役割、施策を書いてありますがこの

点はご質問いかがでしょうか。

竹村委員：収集運搬計画というのは市側の計画で、市民に訴えるものが何かというと分別

の徹底をするということで、それをどうやってするかということですが、マン

ションできちんと個人が分別をしたとしても、資源ごみと燃やすごみが混ぜっ

ていると、燃やすごみに回ってしまったりとか、きちんと分別して市民が出し

たものが、市がきちんと回収してくれるのかということも問題であると思いま

す。回収業者も出されたごみを回収しないと市の方に苦情がいくので、回収し

てしまうということで、パートナーシップにしても皆でごみ減量に取り組みま

しょうとできる形で分別を進めていくというのであればいいかもしれないけれ

ど、苦情が来るのでそういう対応をされてしまうと意欲がなくなるというのが

１つあると思います。

佐野副会長：私たちは資源ごみの日に立ち会いをしています。というのは皆さんごみを出

すけれどあいまいな人もいるし、その日に袋に全部混ぜて入れる人もいるの

で分別するということをやっているのですが、収集業者の人が割と朝早く来

てキャップを外すとか分別してきちんと分けていってくれるのでとても感心

しています。



川添委員：業者との契約はどうなっているのですか。ただ単に収集しろということになっ

ているのですか。

事務局：キャップを外すとかいうのは収集業者との契約内容には入っていません。

竹村委員：クリーン推進委員とか昔あったかと思いますが、今でもあるのですか。そうい

う人たちがもう少し管理するとかしないと分別回収というのは徹底できないの

ではないでしょうか。業者にしたって回収するのに燃やすごみの中に資源ごみ

が入っていてもだめだと言えないので、市の方が資源化率を上げるためにステ

ーションごとのアンケートや実態調査をしてやらなければいけないと思います。

田中会長：クリーン推進員制度というものがあるのですか。これがこの計画の中にどうい

う位置づけになっているのですか。

事務局：クリーン推進員の制度については計画の中に入っておりませんでしたので、そち

らは入れさせていただきます。また収集運搬のときに燃えるごみの日にプラスチ

ックが出される等出してはいけないごみが入っていた場合はシールが貼られます。

先ほどせっかく分別したごみが資源化されているか心配だという話については、

清掃センターにおいて選別しています。

田中会長：全体を通して熱心に議論いただきました。この内容については次回に再確認さ

せていただきたいと思います。もし委員の方でこういった内容を盛り込んだ方

がいいということがありましたら事務局の方へお願いします。

木田委員：ちょっと質問いいですか。資料５の中で「一般廃棄物会計基準の導入」という

のがあるが、費用対効果を考えるもので、基本理念である環境問題のことから

すると逆のことですが、そうすると効果が出てこないものは全部燃やすごみに

回してしまうのかということでその辺の考え方が見えない。もう１つは３ペー

ジ目の「（２）現状のごみ処理を踏まえた長期的な施設環境の整備」というのが

あって、ここで壊れた破砕機がそのままになってその処理を委託してやってい

るとなっているが、委託している費用とその時に修理した場合の比較は考えて

来なかったのか。



事務局：廃棄物会計基準というのはごみ処理事業のコスト分析として国の方が主導してや

っているもので、これは市町村によって施設や、ごみの分別、ごみの処理方法等

がバラバラなのでそのコストが妥当なものなのかどうか、他市と比べて安いのか

高いのか比べるための１つの指標としているものです。

川添委員：そのコスト比較によりで市の方で一方的に事業をやめてしまうと思われるので

その比較により市民と話し合う場を持つようなことを計画に書いてほしい。

田中会長：川添委員からご指摘があったように、それは重要なことでそういうものをもと

に循環型社会に向けたごみ処理の在り方を話し合い、そうしてパートナーシッ

プを作りあげていくというのが大事ではないかと思います。

さて、もう１つ議題、資料６として意見交換会のことがありますので事務局か

ら説明お願いします。

（事務局内容説明）

資料６ 意見交換会の企画について

田中会長：第４回の審議会が意見交換会前にありますので、今日の議論についてもう１回

整理して議論させていただいて、この計画の骨子ができるのでそれに基づいて

意見交換会をさせていただくということだと思います。

木田委員：意見交換会というと市民とお互いに話し合うのだと思うのですが、審議会のメ

ンバーはただ聞いているということでいいのですか。

事務局：審議会委員の方々については参加できる方はオブザーバーという形で参加いただ

ければと思います。

高田委員：意見交換会実施時期はどういう話の流れでも確定なのですか。まだ目標値とか

生ごみのこととか話が中途半端なので。

田中会長：次回しっかりした案が出るのではないでしょうか。どうしても話がまとまらな

なければ中止するとか、あるいは中途半端のままで審議会はこれは中途半端だ



とした上で市として意見交換会をするかもしれません。どうしても今のままで

は不安だということであれば９月に延ばして、もう１回審議会をするというこ

ともありますので、もしその点について不安があるようでしたら事務局に意見

をお寄せください。特になければ８月に意見交換会をするという第１案で進め

させていただければと思います。

竹村委員：中間で意見交換するということですか。

田中会長：４回の審議会で積み上げてきた計画の考え方、理念、目標、役割分担、そうい

うところを出して市民の方に対応するということだと思います。

木田委員：意見交換会で出された意見をどれだけ吸収できるかというのも市民参加として

大事なことだと思うので、どの程度意見を入れるかということも市として意識

の中に入れてもらった方がいいと思う。

田中会長：こういう意見交換会やアンケートで集められた意見を計画に載せるようにして

いければいいと思います。

それではよろしいでしょうか。これで第３回の廃棄物減量等推進審議会を閉会

とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。


