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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３回） 

開催日時 平成２８年１２月２１日（水）午前１０時から正午 

開催場所 産業・情報センター ４階 会議・研修室Ａ 

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、板倉委員、岸田委員、間委員、大河内委員 

（以上１３名）（順不同） 

欠席者 森下委員（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

为査 

関係部署 

米谷所長、谷副为幹、池田副为幹、南副为幹、大野为査、中村为任 

（環境クリーンセンター） 

 

【オブザーバー】 

大野事務局次長、飯野再資源・搬入課長（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 

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 

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。資料１の前回の論点整理にもありますように、いくつ 

かご意見が出ております。それに基づきまして、今日、一般廃棄物処理基本計画次期計画

を審議していくわけですが、こういう計画というのはこういった内容で予算をつけますと

いうベースとなるものです。予算をつけることによって結果を出すという姿はバブルの時

代はよかったかもしれませんが、今回、高齢者、ごみ出し困難者の話、コミュニケーショ

ン、あるいは剪定枝の話など、お金のことではなくどういうことをしているか、役に立っ

ているかどうかというように市民は見ると思います。予算ベースではなくて実質ベースで

ごみの処理が安定的に行われる、そして市民の生活も十分に清潔に保たれているという状

態であればいいなと。そのような実質的な計画にしたいと思っていますので、よろしくお

願いいたします。 

 

２．審議議題 

・第３回審議会会議録署名委員について（渡辺会長より和田委員・新原委員を指名） 

・協議内容 

資料１「第２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「ごみ減量目標とごみ減量施策について」、事務局より説明 

 

会長：資料１は前回の論点を整理いただいたものです。資料２は数量的な今後の見通し、それ 

からどれくらいまで減らすことが実現可能であるかということについて記載したもので 

す。特に資料２についてはこれをベースに話が素案に入っていきますので、ご意見をいた 

だけたらと思います。 

副会長：目標値に関しまして、資料２の２ページの①、②、③、家庭から排出される古布、プ 

ラスチック製容器包装、雑がみに特化した 20％削減、事業系は 12％削減というのを提示 

していただきました。それから、３ページの表３の下から３行目の「資源化率」というの 

がもともと来年度までの 10年計画には目標に入っていまして、それが現状 16％であると 

書いてあります。これを来年度までの目標では 27％にするという計画だったんですよね。 

何も考えなければそれを引き継いで、またこれからの 10 年間の目標にしましょうという 

ことだと思いますが、来年度までの 27％の目標を掲げていながら現段階で 17％もいって 

いない現状があります。資料１の８番にあるように、市も市民の一部の方も一生懸命に取 

り組んでおられるのに目標に届いていないというような数字が出てくると、逆にやる気を 

削ぐことにもなりかねません。また、伊丹市さんは豊中市さんといっしょにごみを燃やし 

て発電もやっておられますが、ここでは資源物が対象ということで、それは数字には入っ 

ていません。がんばるところや力をかけるところがちょっとちがうと数字に表れないとい 

うこともあって、市民のみなさんも、これを見たら何をがんばったらいいのかよくわから 

なくなるのではないかと思いまして、前回の審議会でも申しましたが、もう尐しごみを出 

す人が見えやすい目標がいいと思っています。例えば食品ロスを７％減らしましょうとか、 

雑がみを今から２割減らそう、といったことはわかりやすいかなということもあります。 

資料２ページの①、②、③の減量目標は、コンサルタントの方が現状のごみの組成などを 



3 

 

みて無理な数字ではないことを確認してもらっていますので、この３つの目標でいいので 

はないかと思っています。①は今までと同じ減量目標で、②、③というふうに発展的に目 

標設定を変えてはどうかとお願いしていますので、そこを注意していただければと思いま 

す。 

会長：今の奥田副会長の話は、資料２の２ページ①、②、③の数字、７％、20％、12％はそれ 

ぞれこれくらいならできそうだという見通しのもとに書かれた数字で、これで計算をする 

と、という仮定の話なんですね。それから資源化率というのは今まで目標として掲げてい 

たので急に消すわけにもいきませんが、計算ではこうなりますよというのが３ページの表 

３の数字です。ただ今までの目標の数字と比べるとかなり乖離しているという現状はあり 

ます、というご指摘だったかと思います。新聞紙が重たいのでそれが資源化率を上げると 

思ったら、新聞紙が減ったのでそれで減るというからくりもあると思います。それからご 

み量というのも市がごみの量、資源の量をすべて把握しているわけではないんですね。民 

間で持っていっていただいている量や、その統計も非常にあいまいだということも関係し 

ていると思います。他に何かございませんでしょうか。 

強調する点としては、分別の基準がよくわからないとか、これはどっちなんだという点に

ついては悩ましいところですが、資源回収というものをある程度やってみると、どこまで

を資源として考えていいのかというのが市民からの素朴な疑問だと思います。今後そうい

ったことは「コミュニケーション」ということで一つのテーマになるのかなと考えており、

それも次の計画に盛り込んでいけたらと思っています。 

副会長：コミュニケーションという話が出たので先ほどの目標とからめてなんですが、こうい 

うふうに市民の方から見やすい目標にどんどん変えていった場合、ひとつ懸念があります。 

コミュニケーションと逆になりますが、地域の中ですごくリサイクルをがんばる方と全然 

やらない方というのが必ずおられますので、目標がわかりやすくなった場合、例えば紙ご 

みが減っている、減っていないと見えるようになってくると「あなたは全然ごみを減らし 

ていないではないか」と、がんばっている人ががんばっていない人を監視するようなこと 

になって、それがトラブルになったという他の都市の例もあります。あまり「見える化」 

すると、一方で不安になることもあるのかなということもあります。ですがそれを危惧す 

るよりは、会長が言われているようにそれも含めてコミュニケーションと両車輪で進めら 

れて、がんばっている方ががんばっていない方を責めないようにして、がんばっている方 

をほめてあげられるような機会をたくさんつくってもらえれば、というのをコメントとし 

てあげさせてもらいます。 

委員：私はいち为婦で、この審議会には初めて参加しましてどういうものが目標としていいの 

かということはいまだにちょっとわかりませんが、ごみの減量ということに関しては個人 

から始まるものだと思います。子どもたちには分別に対してもけっこううるさく言ってい 

るのですけど、20 代、30代の娘たちはどうも、うるさいなという感覚で捉えているよう 

です。ですからこの 10年、20年先の減量を考えるのであれば、小・中・高と小さいとき 

からごみのことに関しての教育を学校でもっともっと細かく、家庭科の一環としてテスト 

に入れるとか教科の項目に加えるくらいにして始めれば、将来的にその子たちが社会を担 

っていく人たちになるので、教育をしっかりしていけばいいと思います。今の私たちの頭 

では分別するのが精一杯というか、だんだん分別も難しくなる年代に達しますので、今の 
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ように地域で丁寧に行っていくという啓発の仕方でいいと思います。伊丹市はけっこうや 

さしく丁寧に啓発をされていると思いますので、このままこの啓発を続けながら子どもた 

ちに教育をしっかりとして自分たちの出すごみに責任を持ってきちんと分別ができるよ 

うにしていけば、将来的に減量の大きな担い手となると思いますので、そういうふうなこ 

とも計画の中に入れていただければと思います。 

委員：関西スーパーでございます。お世話になっております。今の永原委員の話ではないです 

が、教育という部分でいうと我々も非常に日々感じることがあります。レジ袋削減に関し 

てですが、今の我々の世代というのはレジ袋をもらってあたりまえという教育がされてお 

りまして、逆にもらわないことがよし、といった考えはどちらかと言えば意識として上で 

すよね。ただ我々の子どもたち世代になるとあたりまえに教育がされていまして、「もら 

っていいの？」というように変わってきています。先代の父母の時代はなんでもかんでも 

捨てる時代であったでしょうし、我々の世代が尐し分別をする時代になってきておりまし 

て、孫子の時代になればおそらく大きく変わってくるのかなというイメージは持っていま 

す。当然、関西スーパーもそうですし、他業種さんも流通さんもいろいろ環境に取り組ん 

でおられまして、その一つとしてごみの分別もそう、レジ袋の辞退もそうなんですが、非 

常に難しいのが今、過渡期というか伸び悩んでいる時期です。分別するのも足踏み状態に 

なっている、レジ袋の辞退も足踏みしている。これで次に何が大きく数字を変えていくの 

かというと、お金なんですよね。例えばレジ袋一つ５円取りますよというと、みなさんす 

ごく協力していただけるのですよね。ある意味それも非常にいいのだと思うのですが、心 

の底から環境に配慮するというのとはちょっとちがってくるという意味合いです。レジ袋 

削減については関西スーパーマーケット全店 65店舗の平均値が 50％弱ですが、全国的に 

有料化されているところは 80％～90％の平均値があります。伊丹市も無料で出せていた大 

型ごみにお金がかかるようになりましたよね。おそらくこれで数字はだいぶ変わってくる 

かと思うのですが、そうすると不法投棄の問題などちがうデメリットが増えてくるかと思 

います。長い視点でものを考えるという意味で、子どもの教育ということについては非常 

に大賛成です。この計画の中に学校の教育という部分を一文足すというのは、何か配慮い 

ただけないかなというのが我々も考えるところであります。 

委員：私は消費者協会から参加させてもらっています。私たちはレジ袋削減、お買い物袋持参 

運動をしているのですが、間委員が言われたように、今、頭打ちのような感じです。それ 

はなぜかというと、伊丹市はごみを半透明または透明袋であれば回収してもらえるという 

ことで、家族の尐ない老人世帯の方などは「レジ袋がほしいんや」と言われる方もありま 

す。お買い物袋やカートなどを持っておられる方に「そこへ入れて帰られますか」と言っ 

ても、「いや、レジ袋に入れてもらって、それを買い物袋に入れるんや」とおっしゃる方 

がお年寄りに多いですね。それと資料２の５ページの②、一人一日あたりの家庭系ごみの 

排出量の目標として平成34年度は 563グラムとあって、一人一日マイナス 30グラムです。 

30グラムといったら大さじスプーン２杯分ですよね。これであれば簡単にみんなができる 

のではないかという数字なんですけども。クリーンランドでボランティアをさせてもらっ 

ている私たちの仲間でこのような話をしていましたら、その中の一人で「私が一度やって 

みる」と言って台所のごみを減量された方がいて、そうしたらご夫婦二人家族で一日の排 

出量が 400 グラムほどになったそうです。台所のごみでほとんどは水分なので、しぼると 
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水が汚くなるかなという懸念もあるのですが、水分をしぼって出すとずいぶん軽くなるの 

で、できないと思っていたことができたと話していました。私もこれならできそうかなと 

思います。大変でしょうが地域ごとにいろいろ説明に回っていただいて、ちょっとしたこ 

とを気をつけることで減らせるのですよ、ということになると思います。それからスーパ 

ーへ行くとお肉が大きなトレイにきれいに並んで入っています。見栄えやお肉の変質のこ 

ともあってトレイの大きさもちがうのだと思うのですが。買い物のときに知り合いと話し 

ていて、トレイが大きいから持って帰るのに荷物になって大変と言われていました。スー 

パーさんのいろいろな事情もおありだと思いますが、私もトレイの大きさを考えていただ 

けないかなと思いました。お店は品物に対しての心遣いなど考えがあってのことかと思い 

ますが、こちらとしましてはそのあたりのことはわからないので、小さいほうが持ち運び 

にはいいのにと私も思います。 

委員：おっしゃるとおりで、我々としましても痛し痒し（かゆし）のところがありまして、極 

端なことを言うとトレイなしで販売するのがいちばんいいと思うんです。お金の話ばかり 

になって申し訳ないですが、我々もトレイ代の経費がかかりませんし、その分商品の値引 

きができてお安くするというふうに貢献できるので、確かにノーパッケージで販売させて 

いただくというのが非常にありがたい。けれども悲しいかな、さきほどの見栄えというと 

ころで言いますと、トレイにきれいに盛りつけているお肉やお魚と袋に入った全く同じ状 

態のお肉やお魚とでは９対１でみなさんトレイに入ったほうをお買いになられて、袋に入 

っているちょっと見栄えの悪いものは売れないんです。先ほどの話じゃないですけど、孫 

子の代にはもう商品はトレイには入らないという教育をしていただくと非常に助かると 

ころのひとつでもあります。さきほどのレジ袋もそうなのですが、「いる」ということを 

おっしゃられるお客さんがまだまだ大半で、我々としても本当はやめてしまいたいのです 

けれども、やらざるを得ないという一つのサービスとしてご理解いただきたいと思います。 

ただサイズに合わせた、大きいものではなく小さくするという努力はこれからもずっと進 

めさせていただきたいと思います。 

委員：今まで出た意見のなかで、市民の啓蒙ということで、先日私の地区に自治会から「家庭 

ごみの減量にご協力を」という回覧が回ってきました。先ほどの話にもあった「水を切っ 

て出しましょう」とか、どうすればごみを減量できるかということを具体的に書いたもの 

でしたが、これもただ判を押して次へ回すだけの人が多いような感じを受けました。啓蒙 

の仕方として、ただそういった印刷物を回すだけでなく何かアクションを起こして回すと 

いうふうにすれば、ちょっと関心が高まるのではないかと思います。 

産業労働のお手伝いで伊丹市内の企業回りをしていますが、一つの企業さんで食料品を

入れる袋などいろいろな袋を作っている会社ですが、そこの社長と話をしていたときに

「実際にこの袋が使われた後はどうなるのですか」と訊くと、「これはもう食品が入っと

るんやから全部焼却にいくんや」とおっしゃっておられました。私は洗ったりすれば資源

化できるものと分けることができると思うんです。そのへんをもっと市で徹底して、どの

程度まで洗ったら資源化できるのか、マヨネーズの容器などは洗ってもきれいにとれない

から燃やすようになるとは思いますけど。企業回りをしているなかで、ちょっともったい

ないなと感じた経緯がありましてご報告させてもらいます。 

委員：今言われた連合会から回覧物を出している本人なんですけど、何年も前からずっとそれ 
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は気になっていました。前回までは、燃えるごみから資源物を分別するようにと大々的に 

何年か取り組みました。ある程度できたからというので今度は食品ロスに重きを置いてと、 

今はそういう目標で取り組んでいます。回覧物をどのように書くかというのはいつも意見 

にあがるんです。周知徹底するのにわかりやすくしようと思ったら字をたくさん書かない 

といけませんし、字をたくさん入れると読んでくれないというので、できるだけ字を大き 

くして絵などで目に訴えるようにしています。いい機会なのでもし何かありましたら参考 

のために聞きたいと思います。本当に悩んでいるんです。クリーンセンターからは燃える 

ごみの中の水分と資源物を外したら６割から８割に減ると言われて、十分わかっているの 

ですけどそれを住民の方に周知徹底していくのにはどうしたらいいのか。連合会の委員会 

としても悩ましいところです。参考になるいいご意見をよろしくお願いいたします。 

会長：いくつかの話が出ました。教育の話、流通の話、売るためには当然買ってもらわなけれ 

ばいけないですから。レジ袋についてもごみ袋としてお使いの分もありますので必要な部 

分も当然あるわけで、そのあたりのバランスは十分とれていると私も感じております。あ 

とは食品の入ったプラスチックの入れ物がどれぐらいまでが焼却に回るのか、あるいはリ 

サイクルできるのかということについては具体的な絵があったり説明があったほうがい 

いという、非常にわかりやすい議論がいくつかあったと思います。ここで、次に資料３の 

「伊丹市一般廃棄物処理基本計画（素案）」についてご説明いただいて、それからもう尐 

し続けたいと思います。 

 

資料３「伊丹市一般廃棄物処理基本計画（素案）」について、事務局より説明 

資料４『伊丹市「ごみの減量などに関するアンケート調査結果」』、 

資料５「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結果」について、コンサル

タントより説明 

 

会長：素案の全体の話と市民アンケートの速報以降の最終確定版、それから事業所ヒアリング 

についてお話しいただきました。自由記述欄をとりまとめたものが資料２の最後のページ 

にありますので、これも参考になると思います。ではご意見を伺いたいと思います。 

委員：資料２の９ページの市民アンケート結果にみる取り組みのヒントについて「広報紙やホ 

ームページなどによる情報提供を繰り返し行う」とありますが、私も最近このごみはどこ 

に捨てたらいいのだろうというものがありました。缶だったので缶でいいのかなと思って 

調べていたんですが、けっこう大きな缶でしたので、やはりどこに捨てたらいいかわから 

ないなと。広報紙などにまとめてくださるのもいいと思いますが、ホームページでこと細 

かに書いていただけると尐なからず調べる方もいると思いますので、分別も率先してでき 

るのではないかと思いました。 

会長：ごみアプリとか分別アプリとか、何かあるんですか。それではわからないのですか。 

委員：我々もお客様から集めるトレイやペットボトルで、一般的なものはさておき、焼酎の大 

きなペットボトルは何になるのかとか、缶だけれどもとても大きいとか、そういったイレ 

ギュラーな部分に対して非常に悩まされるというのはあります。 

事務局：ホームページの掲載につきましては貴重なご意見を頂戴いたしました。同じ品目のも 

のでもこれはどういったものであろうという観点から、再度見直していければと思ってお 



7 

 

ります。 

会長：私もスマートフォンを最近初めて買ったのですが、写真を撮って「これどこ？」と訊い 

て、「これはこっち」というのが画像でいっぱい出てきますとわかりやすいかなと思いま 

すが、そういったことはすでにされているんですか。文章ですと人によって読み方もちが 

いますので、今の缶の話で例えばエンジンオイルが入っていた缶とすると、容器包装リサ 

イクル法でいうところの飲料缶ではないので困るんですよね。そういったものについて画 

像があって「それはこっち」というのがあればいいのですが。 

委員：初歩的な質問ですが、資料２の２ページで、いつも会長がオーバーフローしているとお 

っしゃっている豊中市伊丹市クリーンランドの焼却量 50,080 トンに対して(2)「さらなる 

ごみ減量への取組」とあり、何パーセント減量するといった話ですが、そういうことはす 

べて伊丹市の問題なんですよね。 

事務局：ここに掲げております量は伊丹市での廃棄物の量です。 

委員：豊中市の分は足していなくて、伊丹市だけの量ということですね。 

事務局：おっしゃるとおりです。 

委員：クリーンランドは伊丹市と豊中市の合同ですよね。伊丹市と豊中市のごみの量というの 

はわかるのですか。 

事務局：それぞれの市で収集した廃棄物は豊中市伊丹市クリーンランドに搬入するときに計量 

をしますので、伊丹市と豊中市とは分かれて明確な数値が出てきます。 

委員：燃やす桶はいっしょですよね。同じところに放り込むんですよね。 

事務局：いっしょです。 

委員：燃やす前に量るということですよね。 

委員：全国的にも珍しいというか、県も市もまたいでの焼却場は他にもあるのですか。 

事務局：近いところでは兵庫県の川西市、猪名川町、大阪府の豊能町、能勢町が府県をまたが 

って広域処理されています。全国的にはそんなにたくさんはないとは思います。おっしゃ 

っておられるように比較的珍しい一部事務組合になっています。 

会長：余談ですが、兵庫県の市町村の焼却炉の灰をフェニックスに埋めるときは神戸基地から 

出すんですね。大阪では大阪基地から出します。クリーンランドさんは入ってくるごみの 

量が例えば６対４であれば、灰を 60％と 40％に分けて別々に搬出しています。 

副会長：ちなみに燃やすごみの呼び方が伊丹市と豊中市の２市でちがうんですね。「燃やせる 

ごみ」と「燃やすごみ」という書き方がちがっているので、見学者用に苦労されて、かっ 

こ書きで「燃やすごみ」と書いてあります。 

減量目標のなかで、先ほど申しましたように資料２に基づいて資料３の 36 ページの     

    減量目標にリンクされていますのでご確認いただきたいのと、事務局にお願いですが、②

は資源化の話ですので「排出後の減量化」ではなくて「排出後の資源化」にしたほうがい

いのではないでしょうか。先ほどご意見いただいたように水を切るのは資源化ではなくて

減量化ですが、資源になるものをつくるのは資源化ですので、ここは文言を変えられたほ

うがいいかと思います。ついでに先ほど水のことをご心配いただきましたが、私はもとも

と水の専門家なのですが、全く問題ありません。下水は微生物を使ってきれいにしていま

すので、食べ物の水切りをしてもらうとむしろ微生物が喜ぶくらいです。いちばん困るの

は、微生物が死にますので農薬を流されたりすることです。 
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委員：今のお話でトレイを分別するのに、きれいにしなさいよ、洗いなさいということで水を 

使うということがありますよね。水を大事にしましょうという考え方とトレイを再生する 

というのは相反するというか、トレイをきれいにするために水を使っているのは無駄づか 

いとは言いませんが、考え方としてどうなんでしょうか。できるなら洗わずにそのまま出 

せるのがいちばんいいと思うのですが、それに使う水というのは必要なものになってくる 

ということですか。 

副会長：いちばんいいのは、汚れはティッシュなどでふき取ってそのティッシュは捨てるとい 

うのがよくて、先ほどのエンジンオイルやマヨネーズなど水を大量に使う場合は洗わずに 

捨てるなど、ケースバイケースです。 

委員：私はやはり昔の人から水は大事だと言われてきて、大事にしないといけないと感じてい 

ます。洗い物をするときはごちゃごちゃした汚いものは先に捨てますが、すすぎの水にト 

レイをぱしゃぱしゃとして乾かして出します。ですので、やはり水は節約したいと思いま 

す。 

委員：我々が受けた教育で、ものは大事にしなさい、水は大事にしなさい、歯を磨くときは水 

を止めなさい、と言われてきています。 

副会長：もちろん節水はいいことで、すすぐときもたるに溜めた水で汚いものは洗って、最後 

だけ流したりというのがありますね。ケースバイケースで判断いただいて、あまりたくさ

ん水を使う場合はあきらめるというのが正解だと思います。 

会長：素案の中で、コミュニケーション、あるいは分別について実際のところどうするんだと 

いうことに対する説明などは文章でそれほど記入する必要もないと思いますが、これだけ 

多くの意見が出ているので、基本計画の中に、例えば具体例としてどこかに書くところが 

あればいいのかなと思っておりますが、みなさんご意見がありましたらお願いします。 

副会長：入れるのであれば 35ページの基本方針に入れ込むかですね。今、方針が５つあって、 

増やしてもいいというのであれば６つ目で「コミュニケーション」「教育の推進」、そうい 

ったものを入れてもいいのかなと思います。 

会長：いかがでしょうか。今日の段階では素案に修正があるのであれば修正をして、事務局か 

ら簡単に今後の日程の予定を話してもらい、それを聞いて考えたいと思います。パブリッ 

クコメントをするんですよね。 

事務局：素案を一旦策定いたしまして、おそらく来年度になるかと思いますがパブリックコメ 

ントは実施する予定でおります。 

会長：パブコメに出すものまでを来年度までに作成するということですね。わかりました。 

副会長：コンサルの人にお聞きしたいのですが、アンケートで「ごみを有料化にしたほうがい 

い」とか、かなりポジティブなというか先進的な意見があるのですけど、これはネガティ 

ブな意見を外されているわけではないですよね。これを見ると励みになることばかり書い 

てある気がするのですが。 

コンサルタント：自由意見で記入いただいた項目は多岐にわたっていまして、有料化を進める 

べきだと強く思っていらっしゃる方もいますし、ネガティブな意見を除いたわけではなく 

て、代表的な意見という観点でまとめさせていただいています。 

副会長：目標の中で、これは情報提供ですが、例えば京都市だったらレジ袋持参率とかいうの 

を調べて取り組み目標の一つとされていたりもします。先ほどトレイの話が出ましたが、 
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トレイを使わない商品に比べると何十円も高く売れるので、売る側としてはその分やはり 

トレイにどうしても入れたい。もう 1.5 円出すと葉っぱがプリントされていたり、黒っぽ 

い高級感のあるものや金色の帯があったりなどするとより高く売れる。小さくするけど量 

的にはプリントしたほうが売れるし、小さくなるし、いいのかなということがあります。 

そうするのがいいと言っているわけではないですよ。いろいろな意見があるという意味で 

お聞きいただければよろしいです。ホームページなどでの情報の話、文字を大きくする、 

小さくするという話も出ましたが、今の時代は入口は広くするので、まずは大きい文字で 

絵を使って興味を持ってもらう。調べたい人はどこまでも深く調べていけるように、ホー 

ムページなどをうまく使って二段階三段階で情報提供していくのかなと思います。教育の 

話で言うと、子どもさんを教育するというのは実はその親を教育しているのといっしょだ 

ったりする。分別していない「チョイ悪じいちゃん」も孫に言われると分別するようにな 

ったりするなどすごく大きな効果があるので、子どもさんへの教育の充実というのはとて 

もいいことだと思います。最近の若い人はスマホのブログとかＳＮＳとかのコミュニケー 

ションツールをよく見るので、そういったものを使うとか。広告にすると高いのですが、 

実はフォローしているカリスマ的な人がいたり、その人がモデルにしているような人がい 

て、１万とか２万とかフォロワーといって常に読んでいる人がいて、そういう人に働きか 

けて「分別がんばっているよ」とか書き込んでもらうとそれで私もやろうと思ったりする 

とか、時代はそういうふうに媒体がどんどん変わってきていますので、情報提供までにお 

話しさせていただきました。 

委員：収集の有料化というのは今まで話に出ていないのですが、関東の方でごみを有料化して 

ごみの減量につながったという話を雑誌で見たことがあります。伊丹市では 70歳になっ 

たら市民はバスが無料になるとか、無料でやるというのがちょっと引っかかるんです。や 

はりそのような活動のなかでは受益者負担というのを考えていくべきではないか、そうい 

う時代が来ているのではないかと感じています。そのあたりはどうですか。 

事務局：今おっしゃっていただいた有料化につきましては、環境省のホームページなどを見て 

おりますと年々尐しずつ有料化する自治体が増えていっているなかで、世の中がそういう 

流れにはなっているのかなと感じております。本市におきましては、大型ごみを無料で収 

集しておりました分につきましては廃止をして有料化に舵を切っておりますが、現時点で、 

生活ごみにおける燃やすごみを関東地方のように有料化するというところまではまだ検 

討していない段階です。おっしゃっていただいているとおり受益者負担の考え方など多々 

でてきております。今後またそのような話が出てくるかもしれませんが、次期計画ではそ 

のようなことは加味せずに計画策定しようと考えているところです。 

コンサルタント：有料化の話ですが、先ほどご説明いただいたように兵庫県内ではほとんど有 

料化が進んでおりません。片や大阪府では有料化が進んでいるところが増えてきておりま 

す。関東など全国をみると非常に有料化が進められているところがあります。有料化とい 

っても事業系ごみにつきましては受け入れるときに手数料を払っています。事業系は直接 

焼却場に持っていって重さに応じた手数料を払うのですが。有料化とは別に指定袋という 

ものもあります。例えば豊中市さんは指定袋を導入されているかと思いますが、これはあ 

くまで市販のごみ袋と同じ値段ですけれども、この袋を使ってくださいということで、指 

定の袋を使うことによってごみを減らそうという意識づけを促すということで、指定袋を 
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有料化に先だって導入されているところが多くございます。指定袋につきましては兵庫県 

内でも多く採用されてきています。 

委員：私もクリーンランドのスリーＲ・センターでボランティアをしているなかで、豊中市と 

伊丹市の一人一日あたりのごみ排出量というのが表示されているのですが、今のお話を聞 

くとなるほどなと思ったのは、一人一日あたりのごみの量は豊中市の方が尐ないんです。 

豊中市が取っている施策が功を奏しているのかなと、話を聞きながらふと感じた次第です。 

そのあたりをみなさんにちょっと考えてみてもらったらどうかなと感じました。 

委員：同じごみ処理場なのに、豊中市は指定袋で伊丹市はいいのですか。 

事務局：はい、かまいません。 

委員：何か意味があるのですか。 

事務局：意味と言いますか、豊中市さんの方が減量に関しての施策が進んでおるというか、伊 

丹市以上に市民さんにご協力をいただいているというところなのかなと思います。 

委員：私はそうではないと思うんですね。わざわざその指定ごみ袋を買わなくても、お買い物 

をしていたら店によっては袋に入れてくれたりするので、自然と袋がたまってきます。私 

は買物のときはマイバッグを持参していますが。私も二人世帯ですので、小さな袋一つで 

１回の生ごみを出すのは足りているので、わざわざ大きな指定ごみ袋を買う必要はなくて、 

ごみのためにごみ袋を買っているようなのはどうなんでしょうか。豊中市の方が市民の意 

識が高いようにおっしゃいましたが、私は全く逆だと思います。伊丹市民のほうが意識が 

高いので、わざわざ指定袋を作らなくてもいいという伊丹市の施策には、私は大賛成です。 

委員：ちなみに今おっしゃっていた有料化とか指定ごみ袋で、結局はごみ減量化になっている 

のですか。 

コンサルタント：一般的に言われている話では、導入当初は一旦下がるけれども、ぶり返しが 

いずれ生じるというのがよく耳にする状況です。 

委員：ということはあまり効果がないということなんですよね。 

コンサルタント：有料化になりますと、例えば一袋が 50円とか 60円とか、それが 30枚入り 

ですと 1,500 円とか 1,800 円とかけっこうな値段になりますので、もったいないから何と 

か減らそうという意識は必ず働くと私は思います。 

委員：豊中のごみの指定袋は市販のごみ袋とイコールの値段ですか。ちなみに箕面のごみ袋は 

どうなんでしょう。高いですか。大河内委員の話ではないですけども、関西スーパーでは 

ペットボトルやトレイを集めるにあたって箕面のお店が異様に集まるのです。それはおそ 

らく意識のひとつにあって、ごみにするとごみ袋代も高くかかるので「関西スーパーに出 

せばいいやないか」というのもあると思います。びっくりするくらい他の店の平均とは全 

くちがって、二倍、三倍も集まります。 

委員：要するに箕面がリサイクル率がいいということですよね。それはおそらく地域の差とい 

うことだと思います。住民の質というか意識がこのリサイクルに関しては大きなウエイト 

を占めます。どこそこの市はガラが悪いから悪いんや、とかね。どこの市は上品な方がけ 

っこういらっしゃるから多いんや、とか。これは資源回収でもけっこういろいろあるんで 

すよ。当然、伊丹市は意識の高いほうだと思います。今おっしゃった箕面市さんはとにか 

く意識の高い住民が多いと聞いております。宝塚市さんなどもそのように聞いています。 

会長：そのあたりの話は箕面市と宝塚市にはかなわないということで、伊丹市と豊中市はどん 
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ぐりの背比べということぐらいで話をまとめておいたほうがいいと思います。ごみが減る、 

減らないということで指定袋制や有料化といった話がありますが、廃棄物処理法からしま 

すと受益者負担といったことは考えずに、まずは住民の住んでいる地域の清潔を保つため 

ということがそもそもの法の理念なんですね。それが 100年以上前に決まっていまだに変 

わっておりません。ただずいぶんと生活環境もよくなって、みんながそれをあたりまえと 

して守る、関東の方は比較的それが早くから発車できたのだと思いますが、ごみを減らす、 

要は処理場がパンクしているという状態で有料化に早く踏み切ったのだと思います。関西 

の方はまだそこまで逼迫していないこともありますし、これからは関係あるかもしれませ 

ん。ただ全国的には有料化という方向性になるとは思います。環境省のホームページにも 

受益者負担という言葉があると聞いて、私もびっくりしました。とはいえ強硬に反対され 

る方がいるのも事実でありまして、尐し慎重にならざるを得ないのですが、今後ごみの量 

に応じた負担というのはあるのだろうなと思っています。今回、伊丹市さんの進め方、そ 

れから豊中市さんは同じように計画を策定しているのですが、大幅な有料化によって減ら 

すというところまで踏み込んでおりません。 

事務局：先ほど間委員から話がございましたように、レジ袋の抑止をしてマイバッグを持って 

いこうというような施策を展開する場合には、やはり指定袋の話はセットで進めていく必 

要があると思っております。これまでの 10 年間の計画もそうですが、現在も資源化率を 

上げていかないといけないという観点で申しますと、指定袋を導入しますともったいない 

のでそれに全部詰め込んでしまえという考え方も一方であるかと思います。それで逆に資 

源化が抑止されてしまうということもあるので、慎重に取り扱っていく必要があると伊丹 

市では考えております。 

会長：今年度はもう審議会は開催しない予定ですね。次年度もこのメンバーで一度また集まっ 

て、パブリックコメントに出すものを決める、という予定ですか。 

事務局：本日までにご審議いただいた内容で素案を作らせていただいて、一旦この審議会につ 

きましては終了します。皆様方にご了承いただきたいのは、本日さまざまなご意見をいた 

だきましたが、素案を修正いたしましたものは、今後、審議会は開催いたしませんので皆 

様に見ていただく機会がございませんが、会長、副会長にご覧いただきまして、素案を修 

正したかたちで作成させていただくということをご了承お願いいたします。来年度につき 

ましては現時点で明確に申し上げることができませんので、未定ということでお願いいた 

します。 

会長：今年度はまだ素案段階ですが、修正につきましてはご一任いただきたいと思います。で 

すのでぜひともここはというのがありましたらご意見いただければうれしいですが。 

事務局：追加ですが、会長からおっしゃっていただいたように、ぜひともこれを入れてほしい 

というご意見等がございましたら１月中位を目途に事務局の方に頂戴できますでしょう 

か。それをまた盛り込むかどうかというのは会長、副会長とご相談させていただいて作成 

してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

副会長：確認なんですが、ご意見があったレジ袋を有料化するとかそういったことはこの中に 

盛り込んでいなくても、あとからやろうということになれば、例えば５年後にごみがあま 

り減らないから有料化だということも可能という理解でよろしいでしょうか。 

事務局：先ほど課長から答弁がありましたように、有料化ということについては今のところ控 
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えさせていただきたいと。５年後中間見直し等がもし必要であって、思うように減量がは 

かどっていないときには、指定袋というよりも有料化ということも視野に入れながら検討 

していく必要があると思っておりますので、よろしくお願いします。 

副会長：ここに「有料化しない」と書いたらできませんけれど、書いていないことについては 

具体の策というのはその都度出していくという理解ですね。今いろいろ細かいところを入 

れておかないと 10 年間何もできないというわけではないということですね。基本方針を 

決める、大きな方向性と流れを決めるということだと思いますので、そういう目でご意見 

いただければと思います。 

事務局：副会長からおっしゃっていただいたように、途中でそういった施策の変更等を伴うよ 

うなことがございましたら、また審議会等を開催して改定等をする機会等もつくれると思 

います。 

会長：事務局からは、大幅な変更をする場合には審議会を開催して計画の見直しというかたち 

で進めるという説明がありましたので、ある日突然、有料化だといって進むということは 

ないのでご安心いただきたいと思います。 

委員：ご存知の方があれば教えていただきたいのですが、たぶんテレビで観たと思うのですけ 

れど、水切りのグッズみたいなものなんですが。シンクにはネットを掛けていますよね。 

それをしぼるのに手ににおいがつくし、いやだからといってしぼらずに捨てることが多い 

ということで、ＣＤのような形で切り込みが入っていて、そこにネットの口をこうやって 

そのＣＤをぎゅっと押し下げたら手ににおいがつかずに水がきれいにしぼれるというよ 

うなものでしたが、どこかで売っているのでしょうか。 

委員：それは普通のＣＤを利用するんですって。テレビでやっていました。1枚だと割れるの 

で２枚合わせてやったらきれいに水が切れると言っていました。使い古しのＣＤで真ん中 

に空いている穴に突っ込んでしぼるだけです。 

委員：そうなのですか。自分で作ればいいのですよね。 

委員：それがいちばん簡単だとは言っていましたけれど。 

委員：それとごみの出し方で、中味を見られたくないごみは紙袋に入れて捨てますと書いてあ 

ると思うのですが、できる限り色つきのポリ袋みたいなものに入れるとか、そういうふう 

にして生ごみの中に紙類は混ぜないというように市で指導されれば紙ごみが紛れ込むこ 

とが減っていくのではないかと思います。出しておられるものを見ると、洋菓子店の袋と 

かそういうものもばんばん入っているのですよね。若い人はそういうものを家に置いてお 

くのがいやだから生ごみの日に出すのかなと思ったりします。かなりの紙ごみが入ってい 

るのが目につきますのでそのように感じました。 

事務局：今回ご提案させていただいています減量施策のいちばん大きな取り組み目標の中には、 

そういった雑がみをいかに資源に回すかというのも大きなテーマとなっておりまして、先 

ほど減量目標の２番目にありました約３割含まれております雑がみ、古布、プラスチック 

製容器包装の 20％をなんとか資源化に回せるようにということで計画に入れております。 

そういったところも今後取り組みを進めていきたいと考えております。 

会長：今回の進め方、今後の取り組みということで、行政が、あるいは地域力というかたちに 

もなると思いますが、こういう場合はこうしたらいいんじゃないかとかいうのをどのよう 

に発信するかというところが今後カギになっていくのかなと思います。分別の項目をどう 
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するとかそういう行政の中の話ではなくて、外に対してどのように発信するかというとこ 

ろがこれから重要になっていくのかなという印象を感じております。みなさんもたぶん同 

じように考えていらっしゃると思います。先ほどのＣＤの話などは、生ごみをしぼるとこ 

ろを写真にしてスマートフォンなどで見れるようにすると効果的かと思います。 

クリーンセンター：行政の側から一点だけ申し訳ありません。こちらの審議会の第１回目でも 

尐し触れていただいていたのですが、プラスチック製容器包装の取扱いですが、先ほどか

らのお話に出ていますように、伊丹市では燃やすごみの量が計画値より約 3,000トン多く

なっているという現状があるなかで、一部の議員さんからプラスチック製容器包装も燃や

すべきだというご意見を頂戴していますので、委員の皆様のご意見も尐し頂戴できればと

思います。よろしくお願いいたします。 

委員：逆になぜ燃やせとおっしゃっておられるのですか。 

クリーンセンター：やはり燃やさずに分別すると経費がかかるということがございまして、そ 

の経費の負担が大きいので燃やしたほうが合理的、経済的じゃないかというご意見で燃や

せとおっしゃっているところではないかと思われます。 

委員：昔は売れたのですが、今は売れないのですよね。プラスチックを固めて、それで燃やし 

て燃料にする。昔はそうだったと聞いたことがあるのですけど。 

クリーンセンター：お金の面でみましたら、そういったメリットはあまりないように思われま

す。ただ市としましては法律にもなっておりますし、分別することで市民の皆様の分別意

識も高めていただいているところもありますので、それを今から急に燃やしてというのは

ちょっと苦しいのかなと考えております。 

副会長：最初に言われた説明がよくわからなかったのですが。今、目一杯ですよね。計画より 

3,000トン多いのに、さらに今燃やしていないプラスチックを燃やせというのは入らない 

ので無理ではないですか。 

クリーンセンター：そうです。でも分別じゃなくて燃やすべきだというご意見です。 

副会長：今、余裕があるから燃やせだったら話はわかるんですが、目一杯で燃やせない状態で 

さらに燃やしなさいというのはできない。クリーンランドの炉を一割多く使わせてくださ

い、費用を出していいですか、という話にしかならないと思うのですが。今おっしゃった

説明だと「今、目一杯です」「今、入っていないプラスチックをさらに燃やしてください」

というように聞こえるんですけど。 

クリーンセンター：ただ燃やすべきでないものが入っているのは排除して減らしたうえで、や 

はりプラスチック製容器包装を燃やしなさい、という意味だと思います。 

副会長：今から何か 3,000 トンを減らして、その 3,000トン分プラスチックを燃やしましょう 

ということですか。 

クリーンセンター：紙ごみなどは減らして、というお考えだとは思います。ただプラスチック 

製容器包装を燃やすかたちでのリサイクルという考え方に立っておられるのだと思いま 

すが、委員の皆様の意見も頂戴したいと思いまして、申し上げさせていただきました。 

会長：今の議論というのはけっこう大きな話でして、容器包装リサイクル法ではもともと、分 

別することでそれまでごみだったプラスチック類を資源として活用しましょうというの 

が当初の理念で、90年代半ばかもう尐し前くらいからそういう議論があって、1997年に 

容リ法はできたのでしたか。ところが法律ができて実際にやり始めますと、分別収集にか 
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かるコスト、人件費がものすごくかさむのですね。言ってみれば空気を運ぶ問題なんです。 

軽い、かさばる、パッカー車の移動量がすごく多くなるということで、自治体によっては 

したくないというところも出てきております。財政的にしたくない、できないということ 

で悲鳴をあげて、最初にやめると言ったのが大津市で、やめたのが和歌山市。やめるとい 

うのも単に財政的な面だけでなく、追い風になったのが国際的に環境に対してどう取り組 

むかということで、「資源効率性」という言葉のもと半年くらい前から伊勢志摩サミット 

の時に日本が最初に打ち上げたんですが、もともと欧米もそちらに流れつつあるのですが、 

用語として資源効率性、すなわち資源循環は保ちながらもエネルギーはあまり使わないよ 

うにするいちばんいいところがあるはずだという、循環させるためにエネルギーを使うの 

は見直しましょうという言葉が出てきておりましたが、容リ法の関連で今それを打ち上げ 

るのはあまりにも刺激が強すぎたので、この間の伊勢志摩サミットでは食品ロスという言 

葉で宣伝しておりましたが、ことの本丸は資源効率性だったと思います。これはかなり大 

きな話でありまして、その方向に進むのは自治体レベルではもう尐しあとか、あるいは財 

政的に逼迫しているところですと見切り発車しているところもあります。これは次の大き 

な見直しではそういう話になるだろうと思っておりますので、皆様にあまりそこは強調は 

しないで今まで進めてきたつもりなのですけど、今後の課題として考えていただけたらと 

思います。現在クリーンランドは副会長がおっしゃったようにすでにごみ量はいっぱいな 

んですけども、発電のことを考えますともう尐しカロリーの高いごみを尐なめで入れても 

いいのかもしれない。現在、発電効率は 20％から 21％と聞いておりますが、能力的には 

もう尐しいけるかもしれない。 

委員：大津と和歌山は分別をやめられたということですか。 

会長：和歌山市の環境局長から聞きましたのは、容リ法での分別というのはやめて一括で集め 

るとのことです。 

委員：一般廃棄物として燃やしているということですか。 

会長：そうです。 

副会長：東京などもそうですね。今まで分けていたけれど燃えるごみに混ぜるようにして燃や

す。 

委員：それは手間の問題ですか、炉が燃えなくなったからですか。 

会長：いや、人件費です。 

副会長：要するにプラスチックのリサイクルにはお金がかかるからということです。できるの 

であれば議論してもいいですけど、できないことを議論してもしようがないのと、私の理 

解では災害対策用にとっておく分を減らすということ、今全く確保できていない分を尐な 

くとも確保するということなので、それが空いたからプラスチックを燃やすというのはま 

たちょっとちがう。災害対策分を空けたうえで、さらにそこからどんどん減っていったら 

そういう議論にもなると思うので、今議論する話ではないと思います。 

会長：市議会には説明つきますでしょうか。 

クリーンセンター：ありがとうございます。委員の皆様のご意見を参考にさせていただきたい 

と思います。お時間いただきありがとうございました。 

会長：今日は時間いっぱい使いましたけれども、事務局にお返しします。 

事務局：第１回審議会から３回に渡りまして、委員の皆様にはご審議いただくなかで大変貴重 
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なご意見の数々をいただきました。改めてお礼を申し上げたいと存じます。どうもありが 

とうございます。それでは本日の会議はこれまでにしたいと思います。お疲れさまでござ 

いました。 
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