
和光市廃棄物減量等推進審議会 
第３回会議録（要録） 

     

１ 日   時  平成 1７年１月１８日（火）午後１時３４分～午後４時３分 
２ 場   所  和光市役所４０２会議室（４階） 
３ 出 席 者（敬称略）  

【委員】 （会長）西川政晴、（副会長）竹村幸子、（委員）尾 弘子、柴田 充、原 光

子、岸 佐登美、志村浩明、井上敬三、 
    【事務局】資源リサイクル課柳下課長、冨澤課長補佐、清掃センター並木所長、リサイ

クル推進担当田辺統括主査、廃棄物対策担当河野統括主査 
４ 欠 席 者  【委員】齋藤和康、伊藤 茂 
５ 傍 聴 者  １名 
６ 次回開催予定  平成 1７年２月１５日（火） 午後１時３０分 

 和光市役所４０２会議室（見直し課題・基本方針について、スケジ

ュールについて、その他） 
 
〇西川会長  定刻が過ぎましたので第３回和光市廃棄物減量等推進審議会を開催します。

（１３時３４分）。今年最初の会議です。本年もよろしくお願いします。配付済みの次

第に沿って進めます。はじめに欠席者の報告を事務局からしてください。 
〇冨澤課長補佐 竹村副会長が１５分くらい遅れるとの連絡がありました。提出資料の確

認で、今回の資料は１１と１２で、資料１１は１月５日に郵送、同１２は本日配付です。

リーフレットのエコ・リサイクル交流集会は後で説明します。 
  次に、第２回会議録です。何かお気づきの点がありますか。 
〇西川会長 議事録について意見ありますか。（発言者なし）。ありませんので次に進み

ます。資料説明をしてください。 
〇冨澤課長補佐 その前に今年度の委員報酬と費用弁償の支払いですが、本日は３回目で

来月は１回開催の予定のところ、事務の省力化のため４回分をまとめて３月に支払いさ

せて頂きたい。１７年度からは開催の都度支払います。ご理解よろしくお願いします。 
  資料１１は、平成1５年度に策定された和光市環境基本計画を実施していくための計画

です。内容は総論とごみ関連の抜粋になっており、実行のための環境指標・目標と工程

表に分かれています。（以下注釈を付けながら読み上げる。） 
次の資料１２は、重要な内容ということで柴田委員から事前の資料提供があったので、

説明して頂きます。 
〇柴田委員 この意見具申は見直しの審議には重要です。中央環境審議会は様々な環境施

策について検討するもので、廃棄物・リサイクル部会はその中に幾つかある部会の一つ

であり、容器包装リサイクル法改正の検討などもやっている。昨年１２月に意見具申（素

案）をその部会が発表し、パブリックコメントの募集のためホームページ等で広く国民

の意見を求めていた。今は意見募集は終わっており、来週開かれる部会で応募意見を含

めて再検討し、遅くとも１６年度内に正式な意見具申となり環境省等の施策に反映され

ていくというように位置づけられるものです。 
背景の項では、最下段の文言のとおり、当審議会で行っている市町村の一般廃棄物処

理の在り方と国の関与の在り方についての提言となっている。４～５ページで注目すべ



きは、 の３つ目の点で各市町村の一般廃棄物処理計画とそれに基づく一般廃棄物処理

事業における明確な目標設定とフォローアップ、 発生抑制・再使用の推進では、従来

の処理は適正処理、無害化、無毒化するのが基本方針だったが、発生抑制、再使用を進

めてごみの量を減らすことが第１で、具体的方法として２つ目の点、経済的手法です。

そして、 循環的利用の推進、 適正な処分の推進と続き、 の２つ目の点で広域圏で

の施設整備が上げられており、今後朝霞との広域で検討する必要もあろうかと考えます。 
次は ～ 各項目の詳しい説明となっています。 

  ６ページ 有料化の推進では、２段落目「有料化に当たっては、十分な減量効果が得

られるような料金設定及び徴収方法とすることが必要である」と言われており、ここは

重要で、税金の一部を補填するものではなく、あくまでも減量のためのものであるとい

うことです。 
７ページでは 広域的な取り組みの推進が注目したい。これまで廃棄物処理は法律で

市町村に義務づけられているが、市町村の枠を越えた廃棄物処理を考える必要があると

の指摘です。 
８ページでは 一般廃棄物処理システムの最適化で、分別収集や処理方法を循環型社

会作りに合うよう見直してください、その際には廃プラスチックの処理方法を検討する

よう言われています。簡単ですが以上です。 
〇冨澤課長補佐 今後の資料の提出は、消化不良にならないよう具体的な見直し作業の進

展に即して、必要性、要望に応じていきたい。また、委員の積極的自主的な調査研究の

中で得られた情報等で審議に必要、重要と思われるものは提供して頂ければコピー等は

事務局でするので、よろしくお願いします。 
  前回、岸委員からの生活排水関連資料の要望に対して、提出する旨の私の答弁ですが、

想定していた資料は第１回配付の資料４の生活排水処理編で配付済みで、勘違いをして

いました。申し訳ありません、排水関連の情報・資料は作業進展の中で考えていきたい、

よろしくお願いします。 
〇西川会長 次に進みます。作業部会設置は前回出された要綱案文を法制担当に回してチ

ェックを受けることになっていたところ、その結果は否と出ました。この件は初めから

疑問、議論が出されていたとおり少し無理があったようです。当審議会の外部に同じ課

題を検討する会議を設置することは組織体系からして２重になること、市民参加もこの

審議会が十分その内容を満たしているとの指摘があって、受け入れざるを得ないとのこ

とでした。審議会内部での設置は可能なので、設置は見直し作業の進展の中で相談して

いきたいということにします。よろしいですか。（発言者なし） 
  次に進みます。 

見直し重点課題は、第１回の資料で事務局から提示されてるが、第１章計画概要中、

計画の位置づけで法的根拠が示され、単に計画策定が決められているから作るのだとい

うだけで、循環型社会基本法や環境基本計画との関連については何も述べられていない。

この表現に基づいた最も簡単な見直しは数値を変えるだけで済んでしまうことになる

が、今後の作業は第３次総合振興計画など関連計画との整合性、社会情勢の変化に即し

たものを考える必要がある。また、一般廃棄物の処理も現計画策定時と現在とでは大分

内容が違うように思える。皆さんの意見を聞かせて頂きたい。 
〇竹村副会長 今日の分も含めた配付資料によれば、循環型社会基本法施行を境にその前

と後で国の方針も大きく変わっており、この５年間の変化は大きいので、見直しの中で



それに沿ったものにすることで和光市の計画が先進的になると思います。 
〇柴田委員 この根拠条文の書き方は計画内容そのものがこの法律にしたがったもののよ

うにも読めるが、この条文は計画を作りなさいとしか言ってないものなので、計画内容

は循環型社会基本法や環境基本法もふくめた精神を具現化しているのだということがわ

かる記述にする必要があります。 
〇西川会長 この計画の名称にある「一般廃棄物」というのは排出された物というイメー

ジが強く、計画内容も廃棄物処理の出口に重点があるように感じられるので、排出抑制

を含む入り口段階から出口までの全工程を計画内容としているということが一目で分か

るような名称に変えても良いのではないかと思うがどうですか。 
〇冨澤課長補佐 可能かどうかを調査研究してみます。 
〇竹村副会長 １０年度末に策定された現計画の当時は、排出抑制はちらっとしかのせて

ないようなので、現在の第１課題である発生抑制を含めた排出抑制を第１にしたものを

見直しの中で作る必要があると思います。 
〇冨澤課長補佐 名称が廃棄物の処理だからといって、出された物の処理だけに重点があ

るわけではなく、当時からリサイクル、排出抑制ということは課題にはなっていたが、

順位が変わったことは大きな変化であると思います。 
〇尾 委員 名称は後で考えてもよい。見直しでは流の上の方から考えることが必要なの

で、具体的に見直し作業を進めることにした方が良いと思います。 
〇西川会長 位置づけの項は今の議論を踏まえ事務局でよく検討しておいてほしい。１ペ

ージ目でこの計画が何を目指しているのかがはっきりわかる表現にしたい。 
〇志村委員 廃掃法によってこの計画が位置づけられていることについては、市町村はこ

のような計画を作る義務があるとの明示なので、そのこと自体は問題ないと思います。 
〇西川会長 それはここでの目的の中で言うべき内容ではなく、計画を作る目的を具体的

に上げて読む人が何のために作られた計画であるかということがわかる内容を表現すべ

きだということです。１ページでほかに何かありますか。２ページでは計画の構成とな

っているがこれもわかりずらい。施策の体系という方がわかりやすい。 
〇冨澤課長補佐 見直しに当たっては、現計画あるものは必ず残さなければならないと考

えないで、必要がなければ削除するということでかまいません。計画は作って終わりで

はなく、できたらそこから始まるわけで、実行できる内容を計画してください。 
〇西川会長 １ページでほかに何かありますか。 
〇柴田委員 広域化計画と書かれているが、朝霞との関係の内容がこの計画に影響を与え

ると思うので説明してもらいたい。平成1９年までにその仕組みを作ることになっていま

すが。 
〇冨澤課長補佐 これから施設を作って行くことを前提に朝霞市と話し合って行く必要が

ありその予定もあります。補助金をもらうのであれば１市単独では補助金はつかない。

単独で作るのなら影響は受けないと思うが、どの位の規模でどこに作るのかも全く白紙

の状態です。 
〇西川会長 その場合も和光市の考えははっきりしておかないとお互いにどうするどうす

るということでは話にならない。例えば和光市では最終焼却処分を何㌧減らす、そのか

わり中間処理は金がかかってもやるという方針が出たとすれば、それに沿って朝霞市と

の調整内容も違ってくるわけで。 
〇竹村副会長 ４市合併と広域化計画は別のものですね。 



〇冨澤課長補佐 広域化計画はダイオキシン対策が主な目的で出てきたもので、既に広域

処理している市町村以外の小規模施設を県内１０グループに集約しようという県の方針

があり、それに同意する形で朝霞市といっしょにやろうということです。志木と新座は

既に組合でやっています。 
〇岸委員 朝霞とは既に話し合いが始まっているのですか。また、県の計画は生きている

のですか。 
〇冨澤課長補佐 情報交換程度の内容ですが、担当課レベルでやっています。４市合併の

話が出てきたので一時中断していたのだが、合併がなくなったので再開しようとしてい

るところであり、必要があれば見直すということも含まれてはいるが、県の計画は生き

ています。 
〇尾 委員 建て替えが目前になっている自治体が単独で小さいのを作ると数も多くなり

費用もかかり効率的でないので、建て替え計画の時に広域化で考えなさいということだ

と理解しています。 
〇冨澤課長補佐 計画があるから作るというのではなく、修理などを続けてどうしても使

えなくなったら建て替えることになる訳で、１９年と書いてあっても和光市の炉は恒久

化対策をやって寿命が延びているので、１９年には建て替えません。 
〇西川会長 焼却処理ということは扱いが変遷していると思うが、志村委員何か情報があ

りますか。 
〇志村委員 焼却処理施設の能力は、和光市では余裕があるが朝霞市は切羽詰まっている

という話を聞いています。 
〇清掃センター並木所長 和光市の炉は平成２年に建っているが、一般的には耐用年数は

１５年と業者間では言われているので、恒久対策をしたのは排ガス施設であり、その他

の箇所はそろそろ傷みが出てくる頃であるが、後１０年は何とか持たせたいと考えてい

る。朝霞との量を合わせると２００㌧炉が必要であると思われ、１㌧５千万といわれて

いるので１００億円になる。１０年後にその費用をどうするのかが問題です。 
〇西川会長 そのようなことは全国的問題になっており、だから循環型社会づくりは切実

なのだということです。 
〇井上委員 昨日の新聞にかなり大きく出ていたが、焼却もあながち悪いことではなくし

て熱利用もひとつの選択肢であるという考えがでてきている。和光市の炉はダイオキシ

ン対策で燃焼温度を上げているので耐用年数も短くなるのではないか。建て替え時期を

延ばした場合朝霞はどうなのか、朝霞がもう待てないと言うことになったら和光市単独

でやることになり無駄な費用を掛けることにならないか。今更新座や志木とは組めない

わけで、朝霞の都合も勘案する必要があると思います。 
〇西川会長 ５ページの基本方針の体系図が現状に合っているのか確認して見直すことが

必要で、気が付いた点をみなさんから出してほしい。 
〇尾 委員 基本方針はこれから具体的な施策等が決まってから後で格好良くうたいあげ

るのが良い。見直しの重点項目と変えなくて良いところを大分けしてみて、見直し項目

を詰めていくのが先であると思います。 
〇井上委員 基本方針で厳しい内容を決めておき、それをどのように実行していくのかに

苦労しながら進めるというのが民間でのやり方ですが。 
〇西川会長 この体系図での「中間処理」は、行政中心のものが上げられていて、現在言

われている中間処理の内容とは違うように思われます。 



〇冨澤課長補佐 この「中間処理」は清掃センターで行う業務全般を指しています。 
〇竹村副会長 現行計画は行政中心のものであるが、市民参画・参加型のものにする必要

がある。基本方針の中で市民参加をどう実現していくのか、市民がごみ行政にどう参加

するのか、発生・排出抑制も基本方針の中に入れることも必要。プラスチックも白トレ

ーとプラスチック製品とを分けて出すようにしないと手間暇がかかった割りには資源化

率が高まらないのではないか。工場見学して感じたことは、自分は分別排出しているの

にあそこに行くとみんな一緒になってしまうように思えるということ。分別排出してい

る人が無力感を持たなくて済むようにすることが必要です。 
〇原委員 私も細かく分別排出しているのだが、あそこを見るとペットボトルだけしか資

源化されないのではないかと不安になった。大井町では１３種類に分別しているので和

光市でも排出者市民に初めから細かく分別してもらうようにすることが必要であす。 
〇尾 委員 分別排出された物が最終的に何になるのかが明確にならない内は分別に協力

できない。１㌧当たり約１７万円費用がかかっているのにそれがそのまま埋められて済

むということであれば、費用の差額がまるまる儲かるということになる。再商品化とい

いながらできた商品が示されたことがないという実態があり、証拠を見せられなければ

やるべきではない。 
〇原委員 分別収集されたプラスチックの約５０㌫が燃やされていると聞くが、どういう

種類の物が燃やされどういう物が再商品化されるのかをハッキリ市民に知らせられない

と分別せよと言われても納得できない。 
〇尾 委員 法的には５０パーセント捨てて良いということになっているが、もっと燃や

されたり埋められたりしているかも知れない。安定型最終処分場にプラスチックが残渣

として固まりで捨てられている事実を知っている。世界のどこでも容器包装その他プラ

スチックの再商品化は行われていない。ハンガーはポリプロピレンだけでしかできない

し、複合素材で作られた容器包装プラスチックがどうしてポリプロピレンだけになるの

か専門家でも分からないと言っている。はい、これが再商品化した物ですと言われただ

けでは納得いかない。和光市では１㌧当たり１７万円かかっているが焼却すれば１㌧２

万５千円くらいです。埋められているとすれば市民を欺くことになるので再商品化の実

態を徹底的に調査する必要があります。 
〇冨澤課長補佐 今の話に関連した新聞報道が昨日なされた。宮城県で指定法人である

（財）日本容器包装リサイクル協会が、再商品化業者を詐欺罪で刑事告訴し警察が逮捕

したとのことです。ただ、そういう不正が全てなのか一部に過ぎないのかはよく検討す

る必要がある。どんな制度、システムでも不正が全く無いということはないわけで、悪

い者はどんどん排除してもらい良い者が残るようにしてもらう事は良いことで、和光市

でも再商品化の実態を追跡しようとしているところです。 
〇尾 委員 和光市のプラスチックの材料リサイクルがどこで何になっているは知らされ

ていないということは事実。指定法人ルートで材料リサイクル業者は明確に検証されて

ないので、和光市でも材料リサイクルの実態把握を自信を持ってやってくれないと市民

は手間暇かけて分別できない。私は今燃えるごみに入れている。初めは洗っていたが、

洗って出しても埋め立てられて環境に悪くなっているなら、ダイオキシン対策がしっか

り成された市の炉で燃やした方が良いと考えるからです。制度として出すことになって

いても自分の頭で考えてよりよい方法を選択すべきだと考えている。信じられる情報が

出されれば制度に従うつもりですが。 



〇冨澤課長補佐 それは困ります。 
〇井上委員 排出者責任からしてマニフェストなりでしっかり確認する必要がある。 
〇尾 委員 産業界では排出者責任があるが、容器包装リサイクル法はフレークとペレッ

トになれば資源になったということになっているけれども、それらが売買されていると

いう話はいろいろな業者に聞いてもない。だとすると資源と言えるのかどうか、国や法

律がそういっているからというだけで済ますのではなく、環境破壊をしないためには和

光市が独自でルートを確認することが必要。そうでなければ再商品化はこちらから断る

べきです。 
〇冨澤課長補佐 間違った処理が行われることは許されないので、しっかり確認していき

たい。 
〇竹村副会長 その点も含めて、住民参加で市民と一緒にごみ減量を進めていくし情報開

示も行うという内容をこの計画の中に明確に位置づけることが必要です。 
〇原委員 市民の自覚に基づく行為がごみ減量につながっていくのであり、各家庭のゴミ

を対象の基本として考えるべきで、市民１人一人の認識を基盤にしなければどんなに良

い計画でも絵に描いた餅になりかねないと思います。 
〇西川会長 そのとおりで、リサイクルの結末情報を市民に返すことが次の更なる市民の

行動と発展につながることになります。 
〇尾 委員 今度の見直しの中で重要なのは有料化だと思います。国もその方向にあり市

民参加でできた環境基本計画でも１７年度有料化のスケジュールがはいっている。和光

市だけでやるよりも４市広域でやった方がやりやすいとは思う。現計画時にはダイオキ

シンが大騒ぎになっていたのでそのことが何回も出てくるが、時代は変わっているので

今回の見直しでは強調する必要はなくなっている。発生抑制についてと容器包装リサイ

クル法の見直しが始まっている中で市町村の役割にも変化があるかも知れないので、そ

の辺にも気を配る必要がある。容器包装リサイクル法の見直しに対する市町村会の提言

で、中間処理費用は事業者負担にとかデポジットやリターナブル容器の推進などが言わ

れており、素晴らしい内容のものだが入手していますか。 
〇西川会長 先日のエコプロダクツの展示会でリターナブルびんの話をきいたが、業界と

してはそれなりに努力しており、化粧品のびんもリサイクルできるものにして回収して

いるとのこと。売りっ放しの方が小売り業者は楽なのでなかなか進まないとのことだが、

そういう有効なルートを掘り起こす必要がある。今後の計画にも関わりがあります。 
〇竹村副会長 京都議定書の発効が間近になっているが、ＣＯ2削減で国民意識が高くない

ため民生部門がネックになっているとの情報を得ている。ごみ減量でも４４ページで示

された減量化後の将来ごみ量と４５ページの趨勢予測と現状とをしっかり把握しておく

必要があるし、市民にも機会ある毎に知らせ意識啓発に心掛けることも必要です。 
〇志村委員 そのことは大まかなグラフが資料７に出ています。 
〇尾 委員 今回の見直しの内容は市民にとって有料化など厳しいものになることが予想

される。現状ではごみの全体量はリサイクルゴミも含めて減ってないし処理費用も上が

っているので、環境のために住民にも痛みを感じて貰ってごみ減量をすることに理解を

得るし、リサイクルごみも含めてごみ全体を減らしていく計画にすべきです。 
〇西川会長 行政は市民に遠慮しているフシがうかがえるが、計画では切羽詰まったもの

を解決する必要があるので、市民に自分のことは自分で処理しましょうということを言

ってよい。ごみ問題は放って置くといい加減になりやすいので、遠慮のない厳しい意見



も出してもらいながら内容を詰めていきたい。廃棄物条例をみても強制的なことでも「努

めてください」という感じにも受け取れる言い方をしている。世の中は動いており市民

レベルでも進んでいる面もあれば止まっている面もあり、隣市の動きばかりを気にして

独自の施策を打ち出せないということでは見直しは進められない。和光の現状をどうす

るかという観点で見直しを進めていく必要があります。 
  基本方針が出ないと細部についての意見も出しにくいと思う。５ページに載っている

のは清掃センターが扱うべき基本方針とみられる。これまでの議論で出されているとお

り循環型社会づくりを推進するという基本的考え方にたって、発生抑制の点での有料化

は県内では小川町、千葉県で大規模で参考になるのは市川市、都下では八王子、日野市

がある。事務局に準備してもらって視察できればと思います。 
〇尾 委員 日野市は市長を先頭に準備周到にやったときいています。 
〇竹村副会長 事業ごみ、不法投棄は市内でどの程度を占めているのかを知りたい。減量

化の中でそれらも減らしていくことが重要だ。町をきれいに、まちの環境を良くすると

いう点からも必要。 
次回は基本方針をもう少し詰めるということでどうか。環境基本計画実行計画では有

料化がうたわれているので、それも勘案する必要があります。 
〇西川会長 そちらの工程表で決められていればその指示に従うことになります。 
〇竹村副会長 どういう理由で有料化が必要であるかの説明が市民にはわからないので唐

突な感じがする。市民が実施することなので市民が良く理解できる情報が必要です。 
〇尾 委員 この計画は私も参加し市民が作ったもので、ホームページや広報わこうにも

載ったが、環境全般が対象となっているため、ごみ有料化の説明のスペースがなかった。

市民にとって衝撃的な内容なので別の審議会で検討してもらい、市民といっしょに考え

てもらった方がよいということで１６年度ではその内容で載せてある。 
〇竹村副会長 白紙の状態で有料化をするしないを検討してもよいということですか。 
〇尾 委員 何もないわけではなく、３０パーセントの減量目標達成には有料化が必要で

あるということで検討を始めて貰うということです。 
〇柴田委員 有料化は目的ではなく減量のための手段であるので、まず和光市の現状を把

握して現状にあった手段を考えていく中で有料化もひとつの方策であるというのが順序。

名古屋市では分別の徹底等かなり劇的に実施したようですが。 
〇原委員 ごみ減量のやり方では、生ごみを分別排出して肥料にしていたのを止めて燃や

してしまうことになったことに対して、環境意識が高く積極的に協力していた市民は非

常に不満・不信感を持っている。壊れて修理する費用がもったいない、燃やした方が安

あがりだということだがそうなった説明もない。  
〇尾 委員 生ごみリサイクルでは私も５００名モニターの１人としてやっていたが、そ

れ以上に増えず、また１㎏当たりの処理費が凄く高かったのにできた堆肥を市内農家が

喜んで使ってくれなかった、出荷状態のままでは肥料として使えないということだった。    

ごみの有料化が逆に生ごみ堆肥化を推進することになるので、有料化を検討する時に生

ごみ堆肥化の話も出てくると思います。 
〇岸委員 有料化の表の中に生ごみ堆肥化の項目もたててあるのも、有料化もこの堆肥化

を出さないとうまくいかないと考えたからだと思います。 
〇尾 委員 生ごみの分別排出は結構な手間なので、その動機付けとして分けて出せばた

だだが分けないで出せばお金がかかるという仕組みになります。 



〇竹村副会長 私もやっていたが、あの生ごみ堆肥化事業はハッキリ言って行政の怠慢の

結果であると思う。やりっ放しで何のケアーもなかったのです。 
〇尾 委員 マイバッグ運動でポイント制度を行っても３割４割はいかないが、それが一

般の主婦の感覚なのかと思う。意識啓発だけではうまくいかないだろうということで有

料化があります。 
〇西川会長 次回は基本方針のところを煮詰めて箇条書きにしながら目標値も出していけ

ればと思う。全体の計画体系をどう作るかも頭に入れながら進めていきたい。誰がこの

計画を実行するのかをハッキリさせることが重要。 
有料化も、排出する以前の段階での発生抑制や業界が取り組んでいるリユースの新し

い動きも含めて、この計画の中に入れていきたい。私の自治会でもリターナブルびんの

引き取りをしない酒屋は使わないようにしており、行政でもそういう店が増えるような

仕掛けをする必要がある。最新の動きも取り入れながら計画することで１０年後にも通

用するものを作りたいので、事務局、各委員共々情報収集に努めて頂きたい。 
〇井上委員 私はボランティアで生ごみ堆肥化活動やリサイクル補助金制度検討会に参加

しているが、そこでの成果や結果がこの審議会でどう反映できるのか、また、どう取り

扱うのかを聞きたい。補助金検討会ではほとんどが補助金交付団体関係者や関係業者で

あり、廃止の方向性は出てくるはずもない。補助金は一度制度化すると止められない。

行政も止めると反発を受けるので甘く対応している。補助金は税金であり、よってたか

ってみんなで貰うということは止めるべきだ。 
〇尾 委員 私も補助金は全面的に見直すべきだと考えている。持ち去り行為が横行する

ほど資源は売れる状態となっており、補助金を出してまで集めなければならない物では

ない。補助金が単なる活動資金稼ぎの対象になっている。実行計画では資源の再利用の

仕組みの充実という項目になっている。 
〇西川会長 それらは基本方針の検討の中で項目として上げてもらい検討していきたい。

集団回収の問題は行政回収と市民の自主回収のどちらが効率的かという観点もある。 
〇竹村副会長 その補助金の本来の目的は、燃やすごみを減らして資源化して環境に良い

ことをしよういうものなので、環境活動のために補助金を使うのなら良いと思うが外に

流用するのは問題です。 
〇岸委員 そこをチェックすればよいのであり、補助金は要らないということではないと

思います。 
〇西川会長 次回は審議の核心となる項目についてはいることになります。次回の日程を

知らせてください。 
〇冨澤課長補佐 ２月１５日（火）会場はここで１時半からです。通知を出します。 

最後になりましたが、エコ・リサイクル交流集会というのがあります。（リーフレッ

トを読む。）うちの部長と担当課職員２人が参加します。時間のある方は参加してくだ

さい。また、資料１２の内容ももう一度よく確認しておいてください。 
〇柴田委員 私は交流集会に参加します。また、意見具申は現在素案ですが、２４日に部

会があってパブリックコメントを精査した後、年度内には正式な意見具申を行う予定と

聞いています。 
〇西川会長  時間になりましたので本日はこれで閉会します。（閉会 １６時０３分） 

 
 


