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会 議 録 

会議の名称 伊丹市廃棄物減量等推進審議会（第２回） 

開催日時 平成２８年１０月２６日（水）午前１０時から正午 

開催場所 伊丹市役所 議会棟３階 第２委員会室 

出席者 

渡辺会長、奥田副会長、矢野委員、永原委員、南川委員、中村委員、

和田委員、新原委員、宮地委員、岸田委員、間委員、森下委員、大河

内委員 

（以上１３名） 

欠席者 板倉委員（以上１名） 

事務局 
二宮市民自治部長、武田市民自治部参事、谷生活環境課長、田辺生活

環境課主査 

関係部署 

米谷所長、谷副主幹、池田副主幹、南副主幹、大野主査、中村主任 

（環境クリーンセンター） 

 

【オブザーバー】 

中田総務課企画係長、高見再資源・搬入課係員（豊中市伊丹市クリー

ンランド） 

コンサルタント 公益財団法人ひょうご環境創造協会 藤井、世良、諸井、牧野 

傍聴者 ０名 

議事次第 

１．開会 

２．審議議題 

 （１）「伊丹市一般廃棄物処理基本計画」次期計画の策定について 

 （２）伊丹市一般廃棄物処理基本計画の進捗状況 

 （３）市民アンケートの実施について 

 （４）事業者ヒアリングについて 

 （５）その他 

３．その他 

４．閉会 
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会 議 内 容 

１．開会 

会長：みなさん、おはようございます。今日はごみの減量の話をしますが、ごみもか

なり減量が進んでおり、消費しているエネルギーも減っております。エネルギー

白書というのがあるのですが、その中に日本の国全体のエネルギーのフローがど

うなっているのかという図があります。2008 年に環境工学分野の教科書のような

ものを作る機会があり、これをぜひとも使いたいと思い、その頃からこの図には

注目しています。エネルギー白書のそのフロー図は毎年更新されており、エネル

ギー白書でおそらくいちばん使われる図はこれだと思います。一人当たりのエネ

ルギー消費量はどのくらいか見てみると、私が昔見た数字よりもかなり減ってい

ます。2006 年か 2007 年頃のデータと比べると、確かに 10％くらい減っていると

思いました。我が国の省エネは進歩しています。気候変動の京都議定書第一約束

期間については眉つばもありますが、エネルギー全体でみると減ってきています。

現在、産油国などではすごい勢いでエネルギーを消費していますが、日本は省エ

ネということでは、今まではドイツなどにひけをとっておりましたが、もう負け

ていないと思います。同じように、ごみについても気概をもって先行してやって

きましたが、できることはまだあると思われますので、そのような考えで進めて

いきたいと思います。あまり無理なことを言うつもりはないのですが、まだ発展

途上だという気持ちでやりたいと思います。尐しエネルギーのことを話そうと思

い、最初にこの話をさせてもらいました。 

 

２．審議議題 

・第２回審議会会議録署名委員について（渡辺会長より南川委員・中村委員を指名） 

・協議内容 

 資料１「第１回審議会における論点の整理」について、事務局より説明 

 資料２「現行計画における施策の実施状況」について、事務局より説明 

 

事務局：（説明省略）以上、○印以外のところを簡単に説明しました。基本的に終了の 

項目については、次期計画については削除し、未実施の施策については必要のな 

いものは削除、継続して取り組んでいくべきものについては継続して審議し、新 

しい計画に盛り込んでいきたいと考えておりますので、ご審議をよろしくお願い 

します。 

会長：資料１は前回出た意見をまとめたものです。かなりコアな、普段から思ってい 

ることを発言しておられると思うので、重要なご意見があったと思います。資料 

２は、施策メニューをずらっと並べて今までのものを点検してみて、足りなかっ 

たもの、終了したもの、あるいは現在も継続中のものについてまとめてあります。 

資料２の中身をもう尐しブラッシュアップしていくことが今回の目的かと思いま 

す。次に、アンケートの結果についてもお話いただきますが、その前に、主に資 

料２を見ながらいくつかコメントをいただければと思います。みなさん、いかが 

でしょうか。 
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前回の議論の中で古紙回収などについて、行政回収と集団回収をどうしたもの 

だろうかというのが議論に挙がりました。それが資料２には入っていません。今

回、新しく入れるとすると、そこの部分かなと思っております。そのあたりから

でもけっこうですので、ご発言いただきたいと思います。 

会長：では、まず私からたずねます。前回きけなかったのですが、雑がみ、わりばし 

のさやとか、そういったものは雑誌にはさんだり封筒に入れたりして出してもら 

ったらいいと行政から説明されているのですが、古紙を回収する側からして、バ 

サっと中にいろいろなものが入っていてもかまわないのですか。そこがよくわか 

らなかったのですが。 

委員：エコリサイクル事業協同組合の大河内です。それについては全く問題ございま

せん。 

会長：カラー雑誌だと思ってバサッと開けてみたら、中にわりばしの袋が入っていた 

としてもかまわないということですね。 

委員：全く問題ないです。 

会長：そうなのですね。心強く感じます。他にご意見はございませんか。 

委員：８ページの 85 番の「剪定枝葉堆肥化拡大の検討」。着手済みとなっているんで 

すけども、私の認識不足かもしれませんが、私たちは燃えるごみとして出してい 

るんですが、これについての指導などは市から出ているんですか。 

事務局：堆肥化に使っている剪定枝葉は、基本的には行政が街路樹などを剪定したも 

のを使用しておりまして、皆様がご自分で庭木などの樹木を剪定されたものは、 

燃やすごみとして出していただいてけっこうです。 

委員：それでいいんですか。たくさん出ていると思うのですが。 

事務局：堆肥化する剪定枝葉につきましては、例えば葉っぱがたくさんついているも 

のとか堆肥化に適さないものもございまして、かなり良質なものを選別したうえ 

で使用しています。いろんな草でありますとか葉っぱがたくさん混ざっているも 

のは、いっしょに堆肥化するには適さないものですから、皆様がご自宅で刈られ 

た剪定枝などは、そのまま堆肥化するには難しいと考えております。 

委員：そうすると、「堆肥化拡大を検討する」と書いてあるところは、家庭から出るも 

のではなくて、市の街路樹とか市が収集したものに関しての拡大なんですね。 

事務局：おっしゃるとおりです。以前の量から増やしておりますので、拡大していま

す。 

委員：わかりました。私も新原さんと同じで、この「拡大」というのは一般市民から 

の収集を拡大するのかなと思って読んでいたんですが、そんな話は聞いたことな 

いなと思いましたので。そうすると、従来どおり私たちは燃やすごみとして出す 

ということですね。 

事務局：はい、おっしゃるとおりです。 

委員：家庭の剪定した枝葉が適さないという科学的なデータは取られたんですか。私 

は同じような感じがしているのですが。 

事務局：剪定枝に使うのは、基本的には枝だけ、しかもあまり太くない幹の枝を使っ 

ておりますので、先ほど申し上げました葉っぱがついている枝などは、堆肥化す 
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る剪定枝に適さないものです。ご家庭から出る剪定枝については、特に調査した 

わけではありませんが、木だけで排出されるということがあまりなく、草とか葉 

っぱとかいうものが混在しているのが一般的だと考えておりますので、今のとこ 

ろ剪定枝は行政が剪定したものだけを使っています。 

委員：それは伊丹市だけではなくて、他市でも限られた太さの幹であるとか、基準は 

同じなんですか。私の家では宝塚の業者が剪定に来てくれるのですが、神経質な 

ほど紙ごみが入ってないかとか、植木用のプラスチックの小さなポットなど、そ 

のようなものを全部取り除いて、きれいに葉刈りしたものだけを車に積んで施設 

に持っていくようです。そこでちゃんと再利用して、チップにしたり堆肥にした 

りすると言って持っていかれます。やり方は市によって違うのですか。 

事務局：おっしゃるとおり、堆肥化する元の材料の調達方法は自治体によって違って 

くると思います。 

会長：今、剪定枝の話になりました。参考資料１をご覧いただきたいのですが、ここ 

に平成 28年度に伊丹市クリーンセンターが調べた家庭系ごみの組成調査結果があ 

ります。図１「家庭系燃やすごみ組成調査」、これは重量だと思うのですが、全体 

の重量のうち「草・落ち葉類」というのが剪定枝的なもので、3.3％あります。た 

まに剪定したり、あるいは植木の枝などバサッと捨てるものですが、これは可燃 

物、すなわち資源化対象物ではないと、今はみなしています。市で剪定枝をリサ 

イクルしているのだったら、市民が出すものも何とかできないのかというのが先 

ほどの委員からの意見だったと思います。市の説明によると、現状の処理の方法、 

リサイクルの方法では、枝が対象であって葉がついていると困る、とのことです。 

宝塚の某所では葉っぱもついているものを収集しているということですが、この 

ような話は、実は行政回収と集団回収が両方あるという話によく似ておりまして、 

市民と行政とのコミュニケーションの一つのとっかかりになるなと思いました。 

リサイクルしますから持ってきてくださいと言って、中にいろんなものが、夾雑 

物（きょうざつぶつ）がバサバサ入っていては困るので、それではいけないし、 

かといって全くリサイクルしませんと言ってはねつけていては、今はいいかもし 

れませんが、興味を持っている市民が多数いるようであれば、行政も何らかの手 

立てを考えてもいいのかなと。もっとも、リサイクルでできた堆肥の持って行き 

先がないということになると、本末転倒になってしまいます。これは検討しても 

いい課題だなと、今、話をおうかがいして思いましたが、みなさん、この件につ 

いてどのようにお考えでしょうか。 

副会長：市が堆肥化したものは、かなり配布されているのですか。 

事務局：緑化フェアやリサイクルフェアなどのイベント時に、袋詰めしたものを市民

に配布しております。また公共施設の植栽の根元用にも配布しておりまして、

全量活用しております。 

会長：もう尐し剪定枝の受け入れを増やすことが可能ではないですか。 

委員：豊中では「とよっぴー」という商品名で販売しており、私も時々買っています。

関心を持っている人は多いと思います。 

事務局：ニーズはあると思いますが、堆肥化する施設のキャパシティがあり、受入量
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は上限に近いと思います。 

会長：剪定枝の受け入れ量については今すぐ検討すべきという話ではありませんが、

ごみの排出量の動向を見ながら、必ずしも大きな施設を造らなくても堆肥化はで

きるかもしれませんし、堆肥化の方法について調査する価値はあると思います。

他に何かご意見ありますか。 

副会長：次期計画に入れないほうがいいのではないかと思うのですが、資料２に、エ 

コショップ共通ポイントカードやエコマネーに関する取り組みが記載されていま 

す。これは 10 年前くらいには関心が高かったかと思いますが、未実施ですし、今 

後の計画もないのであれば削除してもよいのかなと思います。また９ページの 94 

番のディスポーザーへの対応についても、10 年前は増えていくのではないかと言 

われていましたが、全然増えていませんし、個人的には次期計画の取り組みには 

入れなくてもいいのではないかと思っています。 

委員：９ページの 92 番の「自宅からステーションまでのごみを持ち出すことが困難な 

高齢者や障害者に配慮した収集方法の導入について検討する」については、「もし 

ごみ出しが困難な人がいれば自治会に申し出てください」という形を取って、自 

治会内やご近所の方が対応するとか、ヘルパーさんに来てもらってごみを出して 

いるという話も聞いたりします。市が介入しなくてもご近所でできることではな 

いかと思います。 

委員：自治会でも取り組んでいますが、伊丹の 17 小学校区のうち、11 小学校区でボラ 

ンティアセンターが立ち上がっていますので、そちらへ申し出てもらえばお手伝 

いをすることになっています。すべての校区で浸透していないのかもしれません 

が、そのような組織がありますので、自治会や地区役員に相談すれば支援しても 

らえると思います。 

委員：私の地区でも回覧板が回ってきており、ごみ出しが困難な方は申し出てくださ 

いと案内されていますので、みなさん利用されているのではないかと思いますが、 

実際に困難な方は利用されているのでしょうか。 

委員：校区によって利用者が多いところと尐ないところがあります。制度がある地区 

ではそこそこ利用してもらっていますが、言い出しにくいと感じる方も多くいま 

す。やはりもっと広報しないといけないと思います。 

委員：回覧板には希望する方は名前を書いてくださいとありますが、そのまま回覧し 

てしまうと、「あの人はごみ出しできるのに書いている」と思われるのも困ります 

し。直接自治会の役員さんに電話で申し込みできるような方法がいいのかもしれ 

ません。 

委員：自治会の役員も家の中には入れません。だからごみ出し支援が本当に必要な人 

がいれば、しっかりと話をして、ご近所の誰かが軒先くらいまで取りに行くとか 

であれば問題ないと思うのですが、家の中まで取りに来てと言われると困ります。 

自治会とそのような話を相談してもらえれば、対応はできるのではないかと思い 

ます。自治会がだめだったら地区の役員の方に。 

委員：私も、ごみ出しできない方のごみ出しを近所の民生委員が支援している様子の 

写真が、民生委員の広報誌か何かに載っているのを見たような気がします。だか 
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ら、そのような制度があるんだなと思っていました。それで、この評価欄を見て 

「あれっ」と思いました。 

委員：ここにあるのは宝塚の広報誌なんですが、一面からごみの記事がでていまして、 

「きずな収集」という項目があります。一人住まいの 93 歳のおばあさんが非常に 

助かっていますということですが、これには条件がありまして、「高齢者や障害の 

ある人で、次のすべての条件に該当する人」で、希望者はクリーンセンター業務 

課か、ホームヘルパーサービスを受けている事業者にご相談ください、となって 

います。相談を受けたら、そこでどのように対応するか検討するということのよ 

うです。今日もらってきましたので、これを事務局に渡しておきます。宝塚では 

このような取り組みをやっています。 

委員：行政がやっているのですか。 

委員：指示だけでしょうね。どういう人が行っているのかわかりませんが、近所の人

だと思うのですけれどもね。 

委員：そこが問題ですよね、誰が収集に行くのか。 

会長：誰が行くかは別としまして、宝塚でいうところの「きずな収集」ですが、実は 

このようなごみ出し困難者への支援は多くの自治体が取り組んでおり、大阪市で 

は「ふれあい収集」という名称で昔からやっています。最初に相談する窓口を近 

くの自治会や民生委員にできればそのほうがずっとよくて、件数が多いと対応が 

大変なので、市の職員に応援に行ってもらえないかというようなことがあっても 

よいと思います。今日の話で、いくつか地域力を高めるという言葉がありました。 

このことを考えますと、いきなり行政に窓口をつくるというのではなく、まず地 

域の自治会、小学校区ごとの自治会にご相談くださいと、そのような取り組みを 

広報で周知するのが効果的かと思いますが、いかがでしょうか。ごみの集団回収 

の件をみて思いましたが、ごみに関する事柄というのは、上下水道などといちば 

ん違うのは地域のコミュニケーションが深く係わっていることですので、そのよ 

うな取り組みが今後の目玉になるのではと思っています。 

委員：17 小学校区のうち 11 小学校区でしかボランティアセンターが立ち上がっていま 

せんが、いちばん基本的なことは、向こう三軒両隣がしっかりしていれば余計な 

ことをする必要がないんです。近所の人が対応できるのであればいいのですが、 

それが今、なかなかできていないから、自治会とか小学校区の地区社協にもって 

いくという形なんですね。基本的には向こう三軒両隣をきちんとやっていれば、 

おたがいさまだと言ってできると思うのですが。 

副会長：参考資料３にも取り組み事例集としてまとめてあります。先ほどからの集団

回収の話にからめて言いますが、ぜひ地元の力を活用してやるべきだと思います。

矢野委員からも話がありましたが、地域によって温度差もあるので、集団回収と

いっしょで今後の計画のことを考えると、地域でやっていただくけれど、できな

いところは市がサポートしていくというような、集団回収と同様、二重のシステ

ムもありかなと思います。 

会長：時間のこともありますので先に進みますが、「地域力」というのは一つのキーワ 

ードになるだろうと思います。 
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資料３「ごみの減量などに関するアンケート調査（市民アンケート調査）の結果につい

て（速報版）」、コンサルタントより説明 

資料４「市内事業所のごみ減量やリサイクルに関するヒアリング調査（速報版）」につい

て、コンサルタントより説明 

 

会長：アンケートの結果、事業所へのヒアリングについて、何か強調しておきたいこ 

ととかございますでしょうか。 

委員：雑多な紙とか分別がすごく大変というところで、私もよくわからないことがあ 

って、封筒とかでたまに宛先を書いてあるところがビニールだったりすると思う 

んですけれども、そういうのはそれを外して出したほうがいいのかとか、あと輪 

ゴムでくくったらどうかというのも自由意見のところにあったと思うんですけど、 

そういう輪ゴムとか、袋に入れることによって、また紙以外が混ざってしまうと 

いう問題もあると思うんですけれど、そこはどうすればいいのですか。 

会長：私も同じ質問がありまして、ティッシュペーパーの上の面は真ん中にポリエチ 

レンのフィルムを張っていますよね。あれはいっしょに入ってもかまわないんで 

すか。 

委員：製紙メーカー関係の方がいらっしゃらないのでリアルな返答になってしまうん 

ですが、今おっしゃった輪ゴムとか、そういったものは、厳密に言えばビニール 

や窓空き封筒とか、オフィスでいえばクリップなどは禁忌品の部類にすべて入る 

わけです。それだけを見れば禁忌品で、紙を作る過程においては決して好ましく 

ないものですが、実際、古紙として扱って製紙メーカーさんに納めているものに 

関しては、当然、ゴムであるとかひもであるとかビニールであるとかが混ざって 

いるわけですね。ただ、その混ざっている割合というのが１トンの塊の中でも 0.0 

数％というのであれば、リサイクルするときに最終的にごみとして排出されると 

いう程度なので。それだけをとらえれば、禁忌品でも一般的に排出される窓空き 

封筒とか、ゴムがついている、クリップがついている、輪ゴムでまとまっている 

というのに関してはほとんどクレームはつかないので、そのまま古紙として出さ 

せていただいているので、あまり神経質になって細かいところまで取ってやられ 

る必要はないんだと思います。また、それで何十年とリサイクルをさせていただ 

いているので、そこのところは個人の判断でお願いしたいなと。必ずしもそれを 

入れて出せるということは我々からは言えませんが、入っていても問題なく処理 

はさせていただいているし、それを作られている製紙メーカーさんからも、特殊 

な禁忌品でない限りはクレームはいただいたことはございません。 

会長：私もそれを聞きたかったんです。他にありませんか。今のお話のように、例え 

ばプラスチック容器包装のリサイクルにおいて、汚れているものについてはとい 

う話で、具体的にはマヨネーズの容器とか、そういうのはグレーなところですね。 

例えば空き缶が焼却炉に入った場合どうなるのかとか、そういうことというのは 

おそらく市民が知りたいし、そういうところが行政にとっても出番だなと私も思 

っています。今の話にあったような紙については、いわゆるパルプ資源として受 

け入れるわけですが、製紙メーカーはパルプ資源として受け入れるときに禁忌品 
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がどれくらい入っていても大丈夫なのかというのは、なかなか私達からは見えな 

い。だからといって開き直っていっぱいバサバサ入れていいわけでもないので、 

そのあたりのことを face to face（フェイス・トゥ・フェイス）で説明会ができ 

たら楽しいのかなと思います。他にございますでしょうか。 

委員：資料３のアンケートは 21 日が締め切りとありますが、この表には反映されてい 

ないようですが、何通返信がありましたか。 

コンサルタント：詳細な数字はまだわかりませんが、概ね 450 から 500 通くらいじゃ 

ないかと思います。 

委員：ありがとうございます。 

会長：事業所ヒアリングは全部で 20 社程度実施するとおっしゃいましたか。 

コンサルタント：はい、その予定です。 

会長：まだこれから出てくるということですね。本日は、このあと資料５・６の量的 

な話、基本計画等の話を用意しております。最初に申し上げておきますが、大変 

申し訳ないのですが、私は量的な話については、何パーセント減とかいうのをか 

なり国がワーワー言って昔すごい勢いで減らすということをやっておりましたが、 

それに輪をかけてもっと減らせ減らせと言って、今、もうこの数字的に言って破 

綻しているところもあるんですね。こういうところについては市民の方からもう 

ちょっと温かいご意見をいただけたらと思っております。では、この将来予測と 

減量目標、基本計画について説明お願いします。 

 

資料５「ごみ排出量の将来予測と減量目標について」、コンサルタントより説明 

資料６「一般廃棄物処理基本計画の基本理念と基本方針について」、事務局より説明 

 

会長：最後に、ここがいちばん大切かもしれないと言ったところは、資料６の右下の 

「発生抑制率」・「資源化率」で、これは資料６の１ページ目、現計画の目標値と 

して発生抑制率が 18％、資源化率 27％ということで、発生抑制については何とか 

いけそうだけれども、資源化率は、現状から言いますと先ほどの資料５の３ペー 

ジ目の表１の平成 27 年度資源化率 16.5％というのが実績値でありまして、現計画 

の目標値 27％がすでに難しくなってきております。先ほどコンサルタントから新 

聞紙、雑誌が減ったという話がありました。そもそもみんなが新聞・雑誌を買わ 

なくなったということもあると思うのですが、これが重さ的にもけっこう大きい 

ものですから、その分が影響しております。ではご意見お願いします。 

委員：新聞紙自体も薄くなりましたよね、昔に比べて。それと資源物の収集の低下と 

いうのは持ち去りにも要因があると思います。私の自治会では月に１回、廃品回 

収をやっているんですが、そういうときには持っていかないんです。でも火曜日

の行政回収のときは、あちらこちらのステーションで持ち去りがあるんです。い

ちいちステーションを 24 時間監視できないですよね。「会長、またなくなってい

るよ」と言われるんですが、ずっと見ているわけにはいきません。基本的に、住

民は行政回収のものは取っていかれても自分たちにはデメリットはないですが、

自治会の廃品回収を持っていかれればマイナスになります。市民には行政回収で
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はデメリットがないというのが基本的にあるんじゃないかと思います。私も「見

つけたのなら注意してくれればええやないか」と言うのですが、「何か言われたら

困る」というので見て見ぬふりです。本当に、以前はなかったんですけれど、こ

の４月から持ち去りが多くなりましたね。 

委員：その件に関しては、先ほどのグラフでほぼ 10 年くらい前から廃品回収の数量は 

減っているということですが、8,000 トンあったのが 5,000 トンくらいに、年間 

3,000 トンくらい減っている図がありましたけれど、先ほどからおっしゃっている 

ように、持ち去り業者っていうのがこの５～６年がピークになっているわけです。 

その持ち去り業者に対する条例をつくっておられる自治体もありますが、大量に 

持ち去られているわけですね。だから、その自治会とか子供会などでも、組合や 

エコリサイクルさんにいろいろ相談とか話がくるんですが、行政回収はもちろん 

のこと、集団回収、自治会とか子供会とかの回収はやはり自己責任で、ステーシ 

ョンに出されているのを放ったらかしにしないで、必ず監視しながら業者を待っ 

ていただきたい。１０～２０年前は地元の奥さん方が集積所で待っていただいて 

いたような光景がたくさんありました。しかし最近は全然ないんです。要するに 

公園や軒先に出しっぱなしで、それを回収業者が１０何ヵ所回る間に、持ち去り 

業者が持ち去る。先ほどおっしゃった新聞など、単価的にも高いものを持ってい 

かれるというのが持ち去り業者のやり方で、そういうものの被害というのはすご 

くあるわけです。それを自治会や子供会から言われるんですが、いや、それやっ 

たらちゃんと自分たちで管理したらどうですか、と言っています。持ち去り業者 

には「うちは正規の回収業者が来ますよ」という声掛けもできるし、逆に悪質な 

業者になると、代わりに来ましたよと言って持ち去ることもあるらしいですが。 

持っていかれないようにするには、自治会である程度自衛策を取っていただくと 

いうのをお願いしています。回収業者の我々がそれをするのは無理な話で、ある 

ものをきちっと回収するだけなので、持っていかれたかどうかももちろんわから 

ないですし。ただ、いろんな車が、伊丹市だけに限らず持ち去りだとか、事故を 

起こしたという話も聞いていますので、やはりそういう持ち去り業者の対策とい 

うのは、行政でもある程度やっていただきたい。条例は難しいとおっしゃるとこ 

ろもあるんですけど、条例でくくってしまうところもあるし。罰則がある、罰則 

がない、方針を作る、とか条例にも種類があると思います。そこのところは行政 

にお願いします。また、みなさんが一生懸命に集めていただいているものに関し 

ては、ある程度自衛策を取っていただきたいというのが回収業者からの声です。 

委員：自治会回覧で、資源物は自治会の宝なんだから、行政回収に出さないで廃品回 

収に出してくれと回覧を回しても、廃品回収は月１回なんですよ。行政回収は４ 

月から変わりまして、毎週取りに来てくれるんですよ。家に置かなくてもいいか 

ら、回収頻度の高い行政回収にすぐに出してしまう。だから難しいです。 

委員：伊丹市の場合は、子供会など集団回収にできるだけ業者が協力させていただい 

ていると思うんです。行政回収のものであったとしても、自治会がきちっと管理 

するから、その分を行政回収でなくて集団回収として自治会に移行するというこ 

とをよくされています。他市ではそういうのを一切認めない、行政回収は行政回 
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収というところがほとんどです。 

委員：そこにも一つ問題があるんですよ。行政回収を集団回収にみなします、という 

契約方法がありますが、業者によって言えるところと言えないところがあるんで 

す。 

会長：その持ち去りの話にもからんで、地域と行政との係わり合いが、どうも今回の 

大きなテーマですね。持ち去りについては条例が必要かどうかは議論がいるとこ 

ろだと思うのですが、実際には、豊中市では持ち去りの業者が通りかかっても持 

っていきにくいようなシールを作ったり、札を作ったりしていますが、かなり効 

果があるかと思います。計画の大枞に、持ち去りについて書くのかどうかはまた 

別として、実質の施策としては必要な時期に入っているのかなと思います。行政 

回収と自治会、子供会等の回収というのは、多くの方は区別がついていないので 

はないですか。単に集めてくれる回数が増えたから出している。ですから行政と 

しては、地域の財源となるものまで取っていくというつもりはなくて、利便性を 

考えてやっているだけで、本来は地域の収入になるほうがいいですよね、という 

スタンスが、今あまり見えていないですよね。そういう広報をする、というのが、 

たぶん望ましいのだろうと思います。 

副会長：目標値に話を戻させていただければと思います。今の話、持ち去りがある分 

が資源化率に入っていないので、今は 16、17％で全然足りていませんが、もっと 

多いんじゃないかというところだと思います。それに関連してですが、これは資 

源化率には入っていないですけれど、クリーンランドを運営されていて、そこで 

熱回収、電気の売電をされているわけですね。これも広い意味ではリサイクルと 

言えなくもない。もちろん、燃やすごみをリサイクルとして換算するというよう 

なことはよくないだろうと思うんですけれども。そういったものは全然入ってい 

ない数字が出ていて、20 何％を目標にと言われてもどうなのか。再資源化率が資 

料にまとめられていますが、市によって出し方が違っていて、先ほどの堆肥化の 

話も入っていたり入っていなかったり、あまりきっちり出せる話でもないのかな 

というのがありまして、再資源化率を次期計画の目標に入れるのはあまりよろし 

くないと、個人的には思っています。これは個人的な意見ですので、ご意見いた 

だければと思います。現状で、市も市民もみなさん頑張っておられるのに、全然 

目標に達していないよと言われたら「もういいや」ってなってしまう可能性があ 

るので、すごく高い目標が設定されてしまうと、むしろやる気がなくなると思い 

ます。もう尐し実効的な値にするとか、兵庫県ですと一人当たりのごみ量にする 

とか。家庭系と事業系では大きく違うので、それぞれ大きな目標としては、発生 

抑制率とか、そういったところがありながら、それをきっちりやるための、その 

下に入る家庭系はこのくらいにしましょう、事業系はこのくらいにしましょう、 

という程度にして、個人的にはあまり資源化率を出すのはどうかと思います。社 

会的な雰囲気も、リサイクルというよりは、その前の段階の、リユース（再使用）・ 

リデュース（発生抑制）の２Ｒというところが大事ですよ、というのはみなさん 

も耳にされていることだと思います。むしろそこに焦点を当てて、いろんな目標 

でもいいかもしれません。前回の審議会で会長が言われたように、クリーンラン 
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ドのキャパシティが、オーバーはしていないものの余裕がないということですの 

で、そういう実質的な問題をもっているから燃やすごみを減らしましょうと、市 

民にもわかりやすい意味のあるような数字で出すようにされたほうがいいと思い 

ます。今日はこれがいいんじゃないかなという案は持ってきていないのですが、 

もし特段に反対意見がなければ、次回に一つの案として出させていただければと 

いうふうに思っています。 

会長：数字というのは一度書いてしまうと、じゃあ次はいくらだという、自分で自分 

の首を絞めてしまう場合もありますから、情勢に合わせてそれも考え直したらど 

うか、という副会長からのご意見だったと思います。今日は時間的なこともあっ 

て、途中で申し訳ないのですが、今日で終わるわけではありません。次は次期基 

本計画の雛形を作ってこられると思うので、それで議論したいと思います。全体 

としては、この計画を作りあげていく中で、地域力といったものを尐し練りこん 

でいって、量的なところでは新しい視点をというような形になっていくのだと思 

います。持ち去りの件ですが、先ほどの激しい議論をみていますと、これはすご 

く大きな課題なので、やるべきだなと感じています。 

事務局：ご審議ありがとうございました。次回の第３回審議会は 12 月を開催予定とし 

ております。日程調整ののち正式に開催案内をお送りさせていただきますので、 

ご出席いただきますようお願い申しあげます。 
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