
第１回審議会議事録

開 催 日：平成２４年２月２２日（水） 午後３時３０分～午後５時３０分

開催場所：和光市役所６階６０２会議室

出席委員：田中委員、芳野委員、川添委員、木田委員、志村委員、萩原委員、佐野委員

髙田委員、竹村委員

（欠席：冨岡委員）

事 務 局：ただいまより、第 1回和光市廃棄物減量等推進審議会を開催いたします。廃棄

物減量等推進審議会を開催する前に、このたび委員になられました１０名の皆

様に和光市長より委嘱書の伝達をいたしますのでよろしくお願いします。

（市長委嘱書の伝達）

事 務 局：続きまして松本市長よりあいさつを申し上げます。

（松本市長あいさつ）

事 務 局：それでは、皆様初めての顔あわせですので、委員さんのご紹介をいたします。

紹介の方法は各委員さんそれぞれ、自己紹介によりお願いしたいと思います。

（各委員自己紹介）

事 務 局：次に事務局職員の紹介をさせていただきます。

（事務局自己紹介）

事 務 局：次に５「会長・副会長の選出について」に移りたいと思います。ここでの進行

を山崎市民環境部長に替わりますので、ご了承ください。

山﨑部長：本審議会の運営にあたりまして、審議会条例第５条第１項に、本審議会の会長、



副会長各１名を各委員さんの互選により、選出していただくことが規定されて

おりますので、ここで会長の選出についてお諮りしたいと思います。どなたか、

会長に立候補される方はいらっしゃいますか。

（事務局は何か案はありますかの声あり）

事 務 局：事務局としては、学識経験者で、自治体の環境行政に対して専門的な知識があ

り、中央審議会総合政策部会の委員や足立区環境審議会の会長、狛江市の環境

保全審議会会長、その他数々の行政の審議会の会長、委員の経験もございます

ことから、法政大学大学院政策科学研究科政策科学専攻教授の田中充先生がよ

ろしいかと思います。

山﨑部長：先ほどの事務局の提案につきましてご意見がありましたらお願いいたします。

（異議なしの声あり）

山﨑部長：それでは会長は田中委員に決定いたしました。

次に、副会長の選出についてお諮りいたします。どなたか副会長に立候補され

る方はいらっしゃいますか

（事務局は何か案はありますかの声あり）

事 務 局：事務局としては、循環型社会実現のために、ごみ減量、リサイクルに関しての

活動をおこなっており、フリーマーケットや廃食油石けん作りの団体の活動の

ほかに、市民まつりの実行委員など市の活動にも積極的に参加していただいて

いることから関係団体代表で和光市リサイクル市民の会の会長をされておりま

す佐野幸子さんがよろしいかと思います。

山﨑部長：先ほどの事務局の提案につきましてご意見がありましたらお願いいたします。

（異議なしの声あり）



山﨑部長：それでは副会長は佐野委員に決定いたしました。

以上で会長・副会長の選出を終わります。ここで、進行を替わりますのでよろし

くお願いいたします。

事 務 局：それでは、次に田中会長・佐野副会長よりあいさつをちょうだいしたいと思い

ます。最初に田中会長よりお願いいたします。

（田中会長よりあいさつ）

事 務 局：次に佐野副会長お願いいたします。

（佐野副会長よりあいさつ）

事 務 局：今回ご審議いただく第５次和光市一般廃棄物処理基本計画について松本市長よ

り田中会長に諮問書をお渡しいたします。よろしくお願いいたします。

（松本市長から田中会長へ諮問書が渡された）

事 務 局：ここで市長は所用がございますので、退席させていただきます。

次に本日の議事に進みたいと思います。議事に入ります前に、本日お配りいた

しました資料の確認をさせていただきます。

（資料の確認）

事 務 局：次に、第１回和光市廃棄物減量等推進審議会の議事に入りたいと思いますが、

議事に先立ちまして、市民参加条例第１２条及び運用で定める事項について確

認させていただきます。審議会等の会議は原則的に公開となっておりますので、

傍聴人がいらっしゃいます。会議録は要点記録とし、発言者の氏名は標記させ

ていただきます。会議録は事務局で作成後、各委員さんに確認させていたのち

に、公開といたします。会議録は、要点記録ですが、念のため、録音させてい

ただきます。議事録作成終了後に消去させていただきます。次に、第１回和光

市廃棄物減量等推進審議会の議事に入りたいと思います。なお、議事の進行は



審議会条例第５条第２項の規定により会長が議長となります。それでは田中会

長、議事の進行をよろしくお願いいたします。

田中会長：それでは議事に入ります。議事がスムーズに進行するよう委員の皆様にご協力

をいただき進行してまいりたいと存じますので、よろしくお願いします。また、

今回の会議は５時終了を目途として運営していきたいと思いますので皆様のご

協力をお願いいたします。

まず、最初に（１）和光市廃棄物減量等推進審議会条例の目的を議題とさせて

いただきます。事務局から説明お願いいたします。

（和光市廃棄物減量等推進審議会条例に基づき、事務局が説明）

田中会長：ただいま、事務局から説明が終わりました。内容について、ご質問がございま

したら伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。

（質問なし）

田中会長：次に、和光市長から諮問を受け付けております、第５次和光市一般廃棄物処理

基本計画について事務局より説明をお願いします。

（事務局内容説明）

第五次和光市一般廃棄物処理基本計画スケジュール表

第五次和光市一般廃棄物処理基本計画策定方針

第四次和光市一般廃棄物処理基本計画の総括と第五次和光市一般廃棄物処理

基本計画策定に向けての課題について

（素案）資料６－１ 計画の構成（案）

（素案）資料６－２ 計画策定の趣旨（案）

（素案）資料６－３ 和光市の概況（案）

（素案）資料６－４ ごみ処理・リサイクルの現状（案）

田中会長：ただ今、事務局から説明が終わりました。内容について、ご質問がございまし

たら伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。



川添委員：商工会からの紹介で工業関係という立場で来ていますが、その立場で質問した

り話したほうがよいですか。個人、市民としての立場で質問、話した方がよい

ですか。

山﨑部長：それぞれの分野から、学識経験者、団体より審議会委員として来ていただいて

いると思うが、そういう立場での意見が趣旨に合っていますが、個人的な意見

としていろいろな意見をいただいたほうがより良い計画ができると思います。立

場とは違うところで意見も伺いたいと思います。

田中会長：それぞれの会の代表とするといろいろ調整も必要だろうが、個人的な立場でも

どうぞ。

川添委員：個人的な意見として、アンケートについて。これはどういう立場でアンケート

を取ろうというのでしょうか。家族世帯と単身者世帯という区分がないようで

すが、そういう対象はアンケートの方向としてもっていますか。その対象がな

いと、アンケートの内容をどう見るのか分からないと思います。１世帯の人数

はありますが、家族世帯か単身者世帯の区分がないため、回答内容も家族のも

のか単身者か分からない状態です。今日来ている人はほとんど家族世帯だと思

いますが、そのあたりはどう考えていますか。

家族世帯と単身者世帯で区分けはありますか。私も単身者世帯ですが、単身者

はごみ出しもわからない人が多いと思います。家族世帯は意識が高い

と思います。今現在の単身者世帯のごみ排出量の把握、対策はありますか

田中会長：単身者の問題は全国レベルです。

山﨑部長：市内世帯の約４割が単身者世帯であり、この対応をどうするか、実際どれくら

いの排出量があるかのデータはありません。

志村委員：平成１８年策定の第四次計画の際にも、ワンルーム乱立によるごみ出しの問題

がありました。不動産管理会社に話を伺った経緯があり、分別の指導をお願い

したと思います。



竹村委員：計画のストーリーが出来ているのではないでしょうか。現況の確認はできてい

ますか。時間がないと言っているが、第四次の総括はするのでしょうか。ごみ

は減っているというが、第四次計画ではごみをゼロにするという目標を立てま

した。今までどういう活動をしてきたのでしょうか、実際の活動が見えな

い。生ごみのボカシも廃止されましたが、財政事情と言いますがが、やってき

た人のやる気をなくす状況です。市長はこの審議会は市民が作る計画と言って

いたが、もっと市民の声を聞くべきです。

田中会長：パブコメや意見交換会などがありますが。

川添委員：ある程度の市民の意見を反映すべきです。このアンケートではだめです。課題

の掘り起しが必要だと思いますが、事務局の案では見えないですし、意図が分

からないし、どういうものを特定するのか分からないです。

田中会長：配布した資料の中では、統計として世帯の数は出ていますか。

川添委員：この資料では、単身者世帯かどうか分からないです。ごみの出し方は家族世帯

の方が意識が高いと思います。単身者世帯の対策を考えないと、今後の計画は

成り立たないと思います。単身者世帯がどれくらいかというのを把握していて、

それに対するアプローチがあるのかどうかも重要です。単身者世帯に対してピ

ンポイントでアンケートを募った方が傾向がわかりやすいと思います。

田中会長：資料２ページの世帯についてだと思いますが。市の方で単身者等のごみの排出

量の内訳は取っていますか。

事 務 局：取っていません。

田中会長：私の記憶では、全国レベルの統計ではあったと思います。１人当たりだと単身

者の方が排出量が多いはずです。和光市ではデータをとっていますか。

山崎部長：１人当たりの排出量はデータがありますが、単身者世帯からの排出量はありま



せん。和光市では全世帯の約４割が単身者世帯であるというデータがあります。

そこで、自治会の加入率が悪い等問題も出ています。単身者のごみの出し方を

どうするかというものも、大きな課題です。

志村委員：平成１８年に第４次計画を策定した際にも、ワンルームマンションやアパート

が増えて単身者のごみの出し方が問題になっており、行政側からマンションの

管理会社に対し排出の実態調査やごみの出し方、分別の徹底を図った経緯があ

りました。今回の計画もこの延長に沿ってやっていけばよいと思います。

竹村委員：すでにストーリーができている感じがします。第四次計画策定の際は、もう少

し時間的ゆとりがあって討議していました。今日この資料で総括してくれとい

われても、第四次の理念にそってこの５年間どういう活動をしてきたかよく分

からないです。生ごみの循環資源化についても、昨年資材配布が廃止される経

緯もありました。

市民がやる気があっても、行政側の財政事情から廃止されてしまうとやる気を

なくしてしまいます。市民が作る基本計画ということで、市民の声を聞いても

らいたいです。

田中会長：スケジュール上では、市民との意見交換会やパブリックコメントの機会も設け

ています。審議会委員の皆様も市民の代表という立場で来ていただいています。

川添委員：そういう意味でアンケートの位置づけをよく考えた方がよいと思います。この

アンケートでおかしいと思ったのが、ごみへの関心を問う問１の答え方によっ

ては、問２以降で答えられず、ごみに対し関心ない人の意向が全く関係なくな

ってしまう設定です。

田中会長：アンケートの概要を説明したらどうでしょう。

事 務 局：アンケート「ごみとリサイクルに対する意識調査」の目的、概要は資料７のと

おりです。市民、事業者に分けて実施していきます。竹村委員の話にもあった

が、資料の総括だけ決まりだということではなく、アンケートを実施すること

で、さらなる課題の掘り起しをしていくことも目的です。このアンケートはあ



くまで事務局が作成した案のものなので、さきほど川添委員からもご意見があ

りましたが、内容についてご意見をいただきたいと思います。

川添委員：アンケートの意図がよく分かりません。ただ意識調査ということで、どういう

意図でこれを集めるのか、どういうものを作成したいのかという意図がわから

ないと、こちらも意見の出しようがありません。市としての意見はありますか。

事 務 局：資料５の方でごみに関する課題を挙げていますが、それ以外にも市民の方、事

業者の方がごみの問題についておかしいのではないか思っている問題があるの

ではないかと考えています。 そのため、これを課題抽出ということでアンケ

ートを行っていきたいと思います。

山崎部長：アンケートは計画の策定にあたり市民の皆様からご意見を頂戴したいという意

図であり、今日提示したものはあくまで案ということでご理解いただきたいと

思います。

アンケート作成にあたり委員の方からも助言をいただき、今日この場の意見、

また後日メールでいただいた意見をもとに事務局で再度調整し、次回の審議

会にはちゃんとしたものを出せるよう、あらかじめ案をメールで返送したいと

考えてます。

川添委員：スケジュールだと、今日の審議会で決定する予定のようなので、意見を言った

のですが。

事 務 局：次回の審議会の際にごみの課題について審議する予定ですが、これに関連して

アンケートも実施していく予定ですが、今日この場で決めてくださいという訳

ではありません。

川添委員：スケジュールだと、次回の審議会までにアンケート行うことになっており、矛

盾がありますが。

田中会長：事務局の考えではできるだけ早くアンケートをやりたい思いはあるのではない

でしょうか。いずれにしても、市民の方のごみの関心、リサイクルへの意識を



知りたいということになるのでしょうが、アンケート項目が和光市民の目線で

見て足りているかどうか。例えば、ごみの出し方・分け方、レジ袋、集団回収

の設問、有害ごみや最終処分場の問題、処理費用の関係で有料化の設問もあり

ますが、有料化の問題などは市民の意見もかなり分かれると思います。この計

画に市民レベルの目線に立った意見を反映できるかどうか。事業者についても、

事務所内のごみの問題、また事業ごみを排出する段階での問題もあるかと思う

し、市民・事業者とも市に対する要望もあるかと思いますが。

竹村委員：現状のアンケートでは答えようがないのでしょうか。自分はマンション住まい

であり、分別して出していているが、マンションの事情によっては資源ごみを

一般ごみにして出しているところもあるし、プラスチックの日が設定されてい

るのに守らない箇所もあります。毎日のごみに出し方について問うのなら課題

も見えてきますが、ごみへの関心がないといって終わるアンケートでは意味が

ないと思います。

ごみはきちんと分類しているのか、できていないか、毎日出しているか等、今

の出し方について問う流れにし、最後にご意見を聞くという形であれば課題も

見えてくると思います。事業者についても、一般家庭と出し方が違うというこ

とが審議会に出て初めて分かったので、一般の方にも事業者もきちんと出して

いることが分かるよう、事業者と市民を区別せず情報提供を兼ねたアンケート

にしたらどうでしょう。ごみは自分だけの問題ではなく、みんなで共有した考

えをもつ必要があります。アンケート設問の設定を安易に行うのではなく、課

題を抽出するのであれば現状を分析して行うべきであると思います。

高田委員：ごみの出し方について、マンションと戸建ての違いがあるように思います。ま

た、自治会によってお当番ということでルールがあります。私は南１丁目で当

番制があり、集積所を掃除していますが、していないところもあります。ペッ

トボトルについても回収するルールとして洗って蓋を外さなければならないと

されていて私も実践していますが、外していなくても回収されてしまうが現状

もあり、収集した後の最終処分状態がどうなっているのか分かりません。

外さなくても回収されてしまうのなら、自分もやらなくてよいという気持ちに

なってしまいます。本当のところはどうなのか、自分の出し方はどうなのか、

出し方の再確認が必要だと思います。



木田委員：アンケートのやり方について、メインの回答とこれに付随する回答が混在して

いると思います。集団回収や有料化については説明をつけて誘導尋問している

面があります。手順がよく見えてこないし、根本的な設計がなく整理する必要

があります。

川添委員：そもそも新しいパンフレットをもらったことがありません。最近になって、汚

れたプラスチックは燃やすごみとして出すことを職場の仲間から聞いて知った

くらいです。

木田委員：今までの意見が出てきて、そもそもアンケートが成り立つのでしょうか。まず

フェイスシート的なものがない。個人情報はいらないが、単身者と家族世帯、

北なのか南なのかの地域属性、戸建てと集合住宅等々を予測できるフェイスシ

ート的なものを入れないと和光市全体としての概要が分からないと思います。

田中会長：フェイスシート的なものは入れた方がよいということですね。

高田委員：このアンケートは何部くらい配布する予定ですか。

事 務 局：具体的な数は決まっていません。

田中会長：配布数は決めておいた方がよいと思います。

竹村委員：アンケートは意図を決め質問項目を練っていくことに時間がかかるものであり、

もっと時間をかけるべきです。ただ、意図もなくバラバラに出してやるアンケー

トなら無責任です。どういう目的で何を知りたいかを明確にしないと。

田中会長：アンケートついてはいろんなご意見をいただいたが、アンケート自体を審議会

としてやるのか、あくまで行政の資料として集めるのかという意図もあります。

ただ、いずれにしてもは計画策定の貴重な資料になることは間違いないです。

その点では慎重に十分に練ってやるべきというのが皆さんの意見だと思います。

今日出した意見を事務局で再整理し、皆さんにフィードバックしてみてもらっ



た方がよいのかと思います。いろいろな意見を反映したうえでもう一度審議会

を開いてアンケートについて取りまとめ、３月末で行う方向にしますか。

それともアンケートについては先送りし、次の審議会である５月に再調整する

方向にしますか。

山崎部長：アンケートについてはいろいろご意見いただいたが、審議会の回数も限られて

いるが、拙速でやる必要があるかどうかも踏まえ、５月の審議会で行う方向に

したいと思います。その際、事前にメール等で皆さんに確認してもらいたいと

考えています。

また、アンケートについてもあらためてアンケートはどうあるべきか意見徴収

したいので、お渡しした紙に記入の上送ってもらいたいと思います。また、先

ほど竹村委員からご指摘がありましたが、あらかじめシナリオがあるのではな

く、国の指針に基づいて処理計画の形が作成されてすることになっており、資

料６のとおり第１編から第３編というパターンの流れになっている旨、ご理解

いただきたいと思います。

ただ、和光市としての独自性、特徴をこの中にどのように入れていくかも大切

です。資料にある第四次計画の未達成状況も踏まえ、次の計画にどのように反

映していくか。あくまで基本計画なので、細かい内容は盛り込めませんが、和

光市としての独自性を出さなければならないと思います。

田中会長：まとめたいが、アンケートについてはもう一度練り直し５月の審議会の際に検

討します。その際、事前に委員にメールで案を送付して確認してもらい、審議

会の際には完成形に近いものを出して当日は微調整で済むようにしたいと思い

ます。

資料６－１にある処理基本計画の枠組みについても、お気づきの点があれば事

前に事務局に来週中に意見を出してもらいたいということですか。

竹村委員：もう少し時間が欲しいです。お互いの委員同士のコミュニケーションとれてい

ないし共通認識もない中で、委員同士で議論も意見だけ出すというのはどうで

しょう。ただ、次回が５月ということで、普段から気になっていることを踏ま

え、意見を出すようにしたいと思いますが。



田中会長：少し時間をとって各委員にじっくりと見ていただくということで。ただ、期限

も必要なので、１カ月くらいの期間を取って、３月２２日までに事務局に意見

を送るということでどうでしょう。

木田委員：資料６－１から４までも含めて意見を送るのでしょうか。

田中会長：含めていただくということで。

木田委員：山崎部長のお話ですと、国の指針に沿った形で計画の構成の案として資料が出

されていますか、これに沿って作っていくのでしょうか。

田中会長：その通りです。

木田委員：市長のあいさつにも和光市の独自性を出してほしいという話がありましたが、

矛盾するのでないでしょうか

山崎部長：国の指針というのは、第何編でこの項目をするという形のみを定めており、各

編の中身自体は手作りで行っていくということです。ただ、この章を省くとか

ボリュームをつけるということは難しいと思われます。

だいたい図書にすると、どこの市の計画でも５０ページから６０ページくらい

になり、この形で資料を提案しております。中身自体は皆さんで作っていただ

きますが、大まかな形を作り審議するスケジュールを作らないと完成する目途

がつかなくなってしまいます。

竹村委員：第四次計画も委員をやっていたが、市民の意見を反映した手作りのものだった。

四次、五次と区分けするのではなく、四次の計画に上乗せする形であってもいい

と思う。ただ、時間もたっているので基本理念等を再検討して加えることもいい

かなあと思います。

芳野委員：資料６－１にあるように基本形を崩さないということですが、環境基本計画も

含めて和光市の計画は市民参加でやることになっています。



あと、スケジュールがついていて今後はこの流れでよいのかということを検討

したほうがよいと思います。第３編に生活排水という項目がありますが、その

課題や情報が今回は出てきていません。これは担当課が違うから出てこないの

ではと思いますが、資料としては第２編で終わってしまっていますが。

竹村委員：前回の第四次計画も生活排水の案はあったが、審議して計画として策定するま

でには至りませんでした。今回は当初から策定する予定であれば、資料をいた

だきたいと思います。

田中会長：第四次計画をどう考えるかという話がありましたが、私は前回の計画の理念を

引きつくごとは計画の継続性、整合性を含めいいことだと考えます。また、新

しい視点、発想を取り入れることも必要であると思います。

スケジュールについてですが、アンケートの募集・集約期間もあって当初の期

日を決めたのでしょうが、アンケートの見直しが決まった今日の議論も踏まえ、

場合によって５月を前倒し、４月に第２回を行う方向でどうでしょうか。

アンケートの期間を第２回の後で行うことができると思います。

その後、６月、７月で審議、８月に意見交換会という流れもできるかと思いま

す。また、事務局の要望としては、２４年度内に策定しなければならず、

３月には図書として完成していなければならないということから、１１月、１

２月には審議が終わって計画ができていなければならないと思います。この流

れを念頭に進めていければと思います。

生活排水編については、そもそも今回の計画に当てはまるのかどうか、あては

まらないのであれば、国の指針には載っていますが、今回は計画対象から外す

ということもできますし、計画に盛り込まなければならないというのであれば

しっかりと事務局が資料を出していかなければならないと思います。

木田委員：第四次計画の達成状況と課題について、資料がありますがもう少し詳細なもの

をほしいです。

川添委員：この第四次計画の達成状況はあくまで資料なのか、今回の計画の課題とするの

でしょうか。



田中会長：ごみ処理の現状と問題点ということで、今計画の課題とするものです。

他になければ次回の日程について調整したいと思います。

（日程調整）

田中会長：次回の日程は４月１９日午後３時でよろしいですが。

（異議なしの声）

事 務 局：最後に佐野副会長より閉会のお言葉をいただきたいと思います。

（佐野副会長あいさつ）


