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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４回） 

開催日時 平成２９年４月２７日（木）午後２時３０分から午後４時３０分 

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、新原委

員、岸田委員、森下委員、大河内委員 

（以上１０名）（順不同） 

欠席者 和田委員、宮地委員、間委員、板倉委員（以上４名） 

事務局 
柳田市民自治部長、森脇市民自治部参事、大橋環境政策室長、中田生活環境

課長、田辺生活環境課为査、大野生活環境課为査、庄田生活環境課为任 

関係部署 

谷所長、池田副为幹、南副为幹、寺井副为幹 

（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） 

傍聴者 ０名 

議事次第 

１．開会 

２．審議議題 

 （１）案「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（答申）」 

３．その他 

４．閉会 
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会 議 内 容 

１．開会 

会長：皆様、こんにちは。本日お集まりいただきましたのは、昨年度の終わりの時点で、計画 

の策定について答申の細かい文言修正等は事務局に一任でお願いしますということで申 

し上げておりました。ただ、数字に関わることについて直したいという事務局側からの意 

見があり、そういった数字もしくは計算式を入れるか入れないかということは小さな問題 

ではないということで、時期的にまにあうのかと聞いたところ、そこまで急ぐ必要はない 

と判断しましたので、年度をまたいで皆様にご確認いただき、答申案を答申としたいと思 

っております。本日はそのようなことでセレモニー的に、これでよろしいですかね、とい 

う話になってくるのですが、時間的にも十分にありますし、また答申は理念を書いたもの 

になるのですが、具体的な施策としてこういったものはどうかとか、今後のことについて 

普段から思っていること、アイディア等をおたずねしたいと思っており、今日はそういう 

時間にできたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。では、答申案につ 

いて事務局より説明いただいて、その後、それについてコメントをいただきたいと思いま 

す。よろしくお願いいたします。 

 

２．審議議題 

・第４回審議会会議録署名委員について（渡辺会長より岸田委員・森下委員を指名） 

・協議内容 

資料１ 案「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（答申）」、事務局より説明 

 

会長：資源化率という数字を入れておかないといけないという立場もありまして、このような 

計算式を明記した状態で、パーセンテージと何トンという数字を両方入れた形で落ち着か 

せようとしているところです。今、37ページ目の 18.5%のところをご説明いただきまして、 

これの数式が 11ページにあるということと、40ページのところの「事業者の役割」とい 

うところで、「回収事業者が期待されること」を加えたということですね。皆様からまず 

はこの部分につきましてご意見いただければと思いますが、どうでしょうか。 

副会長：先ほどの説明の中にもありましたが、18.5%の資源化率は、僕たち専門家からすれば 

いろいろな見方があるんだなと思いながら見ますけれど、市民の方は「ごみを出した時に 

資源になったものを 18.5%にするんだな」と見ると思います。一つは、けっこうがんばっ

ている方もおられるし、個人的には半分ぐらいはリサイクルできているんじゃないかなと

思っていて、数字が何となく感覚として離れている感じもするというのと、もう一つは、

31 ページを見ていただいて、他の市とか兵庫県を見たときに、兵庫県では資源化率ではな

く再生利用率という言葉を使っていますが、兵庫県は 25%となっているのに伊丹は 18.5%

でいいのかな、ということが気になるということ。そういったことがあり、むしろ発展的

に市の具体的な目標である食品ロスとか雑多な紙を減らすということをメインの目的に

したらどうですかと話をしたのですが、それは無しになって、かつ資源化率も記載しない

ということになって、宙ぶらりんになっていて、最後は元に戻すとなったところです。た

だ、他の都市と比べたときに「伊丹がんばってないね」と言われると市民のみなさんがか

わいそうなので、それでいいのかなという疑問が残るのですが、事務局とお話をしたとき
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に、最終的にそういった疑問についてはしっかりと説明できる、ということでしたので、

僕はいいのかなと思っています。 

会長：資源化率という数字が他の自治体の数字より低めになるのが見えるということで、葛藤 

があったということです。ただ、具体的な食品ロスの話ですとか、雑紙を中心とした資源 

化対象物の具体的な数字を盛り込んでいますので、それで十分に説明ができるので、18.5% 

という少し低めの資源化率であっても胸を張って計画に記載できるのでないかというこ 

とで落ち着いたところです。事務局と話しているなかで、雑紙は、特に宅配のものが増え 

てきますと箱がかさばるので燃やしてしまうのはいかがなものかということで、雑紙、ダ 

ンボールとして資源回収に出すというのが習慣づきますと、さらに資源に多く回るのかな 

と思っています。それで紙類は近い将来大きなテーマと考えております。あと資源化率が、 

元々資源化と言いますと廃棄物であるものが資源化されるということですが、実際には廃 

棄物になる前の状態で物が回っているという現状もあり、この数値が目標として必要ある 

のかという議論になりましたが、結果的にはこの形になっています。ですから廃棄物にな 

る前にというところで書いていただきたいとお願いしましたのが 40 ページ目のところに 

ありまして、「事業者の役割」として、通常、事業者というと廃棄物関連では 9割 9 分排 

出事業者、ごみを出す側の事業者のことを表していますが、回収資源化を行う事業者も実 

際おられて、この会議ではそういった業界の方々にも参加いただいておりますので、それ 

に関するコメントも必要であろうということで記載しております。何かつけ加え、もしく 

はコメントがありますでしょうか。 

副会長：細かい部分ですが、今、会長が言われました 40ページですけれども、「地域（コミュ 

ニティ）の役割」ということで、文言の書きぶりですが、「私たち一人ひとりはコミュニ 

ティの一員です。コミュニティでは、ごみ出しが困難なため支援を求めている人々が暮ら

しています」という書き方で、困難なため支援を求めている人々しか住んでいないみたい

になりますので、「人々も」というように、また次の文も「迷いを感じている人々も」と、

そのあたり一部の人が、とわかるように考え直していただきたいのと、それに関連して「ご

み出しが困難なため」というところで、前回の議論では、ごみ出しを手伝うというような

援助の取り組みがある自治体もあるということでしたので、不安や疑問を和らげる役割と

いうのではなく、もうひとつ踏み込んで、補助したり援助したり、という文言を入れてい

いのかなと思います。 

会長：そのあたりは市民自治部ということでもありますので、コミュニティのことについても 

単にごみとか生活衛生だけではなくて、市民生活の根幹を支える部署ということで認識い 

ただければと思います。特にご意見がなければ、この答申案につきましてはこの状態で進 

めさせていただきたいと思いますが、皆様よろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

会長：それでは、今後のスケジュールについて事務局より説明いただき、そのあと具体的な施 

策について議論したいと思います。それでは事務局お願いいたします。 

事務局：今後のスケジュールですが、本案につきましてはこののち渡辺会長と最終調整を行い 

まして、市長へ答申を行わせていただくこととなります。答申のあと、最終案について市 
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民からのパブリックコメントを募集し、回答を取りまとめさせていただいたうえで計画を 

公表することとなります。委員の皆様には、今後これらのスケジュールの節目には経過を 

含めてご報告させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。また今年度、災害 

廃棄物処理計画の策定を併せて進めてまいる予定です。こちらにつきましても今年度中の 

計画策定、公表を目指しておりますので、素案ができました段階でご報告させていただき 

たいと考えております。よろしくお願いいたします。以上です。 

会長：ありがとうございます。ただいまのご説明はよろしいでしょうか。それでは答申につき 

ましてはこの形でご了承いただいたわけですが、具体的に政策を進める方法として、普段 

からお気づきの点がありましたら、せっかくですので身の回りのことでけっこうですので、 

ご発言いただきたいと思います。 

委員：自治会連合会の環境委員長をやっていますが、環境委員会としましては、これまで雑多 

な紙類を資源物にと。ここ何年か回覧をしていましたが、去年の暮れに方向転換をして、 

食品ロスが多いからここ２、３年は食品ロスにしぼって取組んでいこうかということで実 

施していますが、これだけ回覧しても、見てもらっている人は見ているが、見てもらって 

いない人は見ていないので全体的に減らない。話を聞くところによると、一生懸命やって 

いる人はこれが限度だという人もいれば、邪魔くさいからそのまま燃えるごみに、という 

人もいる。それをどういうふうにして市民に通達したらいいのか、何かいい方法があれば 

委員会としても取組みたいと思っていますが、これといういい案がない。他市に比べても 

伊丹の人は関心があると思うんですけれども、なかなか減らないのが現状となっています。 

会長：今おっしゃっているのは食品ロスのお話ですか。 

委員：雑多な紙についても細かいことまで回覧しましたが、あまり浸透しない。私のステーシ 

ョンを見ても「これ資源にしたら」というのもあるんですが、そこまでは言えないし。ど 

うしたらみなさんに意識づけができるかな、という。個人的に話すと、みんな大事である 

ことは十分理解していますが、邪魔くさいというのか、包装紙ならたたんで資源にしたら 

いいんですけれども、くしゃっとして捨ててしまう。何でそんな細かいことまで、と言う 

人もおられる。雑多な紙の回収の回覧も４、５年やったと思いますが、これ以上同じこと 

をやっても意味がないということで、食品ロスに方向転換をさせていただいた。これをま 

た何年かやって、交代で回していかないといけないのかと。 

副会長：今回、40 ページ「事業者の役割」ということで、「回収事業者も循環型社会形成の一 

翼を担っており、収集に関する正しい知識の普及の一助となり」とあるので、そのあたり

回収事業者さんがいちばんよく知っておられるので、直接、勉強会とか質問窓口とかの可

能性があって記載しているんでしょうか。 

会長：具体的に何かイベントをしましょうとか、回収事業者は仕事としてやっているのでそん 

な余裕はないと思いますけれども、自治体が为催するイベント等において、回収事業者は 

こういったところがこんな仕事をしています、というブースを設けて見に行ったりするの 

も新しい試みだと思っています。ただ気をつけないといけないのは、しばしばブースは作 

るけど、あとよろしくねと言って、結局そこでただ働きになってしまって、もう役所とは 

つきあいたくないわ、という話を聞くんです、実際に。ですので、そういうことがないよ 

うには気をつけないといけない。実際回収事業者の方が、公に向かってもうあんなのは、 

とは言わないし言う立場にないと思っているので、そういうことをくみ取り理解して代弁 
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するのは一部の市民であり有識者であると思いますので、そこは気をつけていかなければ 

いけない。ただ、そういう機会は必要かなと思います。 

副会長：今日いただいた資料の後ろの方に、アンケートの結果が、为なものですが、そのなか 

でコメントを書いてくださったのが資料 27 にあります。今、例えば委員がおっしゃられ

た教育ということで言いますと、「子どもの頃から家庭での生活や学校の授業で興味を持

たせることも良いと思う」ですとか、「もう少し細かい分別の仕方を書いたパンフレット

が配布されると良い」とか、次のページで「リーフレットを配ったらいいのではないか」

とか「成功体験を紹介してもらったらいいのではないか」とか書いてある。 

委員：自治会連合会は、伊丹に 17校区ありまして、その校区から代表が一人ずつ出てきてい 

ます。そこで話をすれば、17校区全部の自治会に流れていくようにはなっている。 

会長：その他、具体的に身の回りのことで何かありましたら。 

委員：保健衛生推進委員を 15年ほどやっていまして、その関係で推進連合会の副会長になっ 

て今回 2年目になりましたけど、昨年はわからないまま審議委員になり、何かわからない 

まま過ぎた１年でしたが、そのなかで、保健衛生推進連合会では啓発活動としましていろ 

いろな勉強会をしていまして、リサイクルセンターに行ったりだとか、バスツアーで推進 

員を募集して、30名ぐらいしか行けませんけれども、そういうふうな研修会をずっとやっ 

てきておりますけれども、やはり一部の方の研修だけではなかなか下の方まで浸透しない 

というものがありますので、地道な活動を続けていくことが大事なのかとこの１年で思い 

ます。これまで全然研修会では活動をしてなかったので、昨年２回ぐらい行ったんですけ 

れども、ＡＴＣで環境に対する展示物を、窓ガラスの二重になっているものだとか最新の 

技術を、こういうのをやっていますという会社が集まっていろんな展示物を出していると 

ころに行ったんですけれども、そういうところでも知らない方がたくさんいらっしゃると 

思いますので、本当にこんな最新的なものがあるというのを見させていただいたんです。 

研修会はナショナルパナソニックのリサイクルセンターにも行ったんですけれども、最近、 

家電の製品を無料で引き受けますという車がよく来ると思うんですけれども、その業者は 

ほとんど不法投棄につながるものです、ということを聞きまして、何も知らないで、遠く 

に持っていかなくても大丈夫なので安易にそこの業者に渡しているということもたくさ 

んあったかと思うんですけれども、その業者がいるものだけ、お金になるものだけを取っ 

て他のものは全部不法投棄していると、ほとんどがそうですと言われていましたので、そ 

ういうこともやっぱり行ってみないとわからないことがたくさんありましたので、地道な 

研修会を実施するだとか、そういうような市民にも広げるようなものをやっていけばいい 

のかなと思います。 

会長：無料回収トラックですね。話をそこで聞いているだけでは、広報に書いていますという 

だけではまず見ませんけれども、ナショナルのリサイクル施設に行って、そこで実際に解 

体されているものを見ながら説明を受けたら「なるほど」とわかると。地道な研修会が重 

要ということですね。 

委員：直接ごみ減量になるかならないかはともかくとしまして、資源化率を上げる、回収率を 

上げるということでは、やはり昨今持ち去り業者の被害があります。そういう条例化に向

けて、伊丹市さんも本腰を入れていただきたいというのが回収業者の願いです。今後の対

策としてはそういったものも大事になってくるのではないか。やはりみなさんが一生懸命
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集めていただいた資源や行政回収での資源が持ち去られるというのは、伊丹市にとっても

大きなマイナスになると思います。個人的にはそういった条例を設置するにあたっては、

抑止力にはなるけど根本的にはすべて解決するとは思っていない。ただ抑止力にはかなり

なると思います。ただ、罰金 3万円とか 5 万円程度の罰則の弱い条例であれば、あまり効

果がないのではないかと。より厳しい罰則をもって初めて効果が生まれるのではないかと

いうのが我々業界での意見です。また、11ページにある「資源化率」ということで、分母

がごみ総排出量、分子が①収集資源物、②中間処理後の資源化物、③集団回収で、プラス

持ち去り業者が持っていったものを足すとかなりの量になるので、数字が何パーセントか

変わってくるのではないかと思うので、持ち去り条例というのは今後真剣に伊丹市さんも

考えていただきたいというのが資源物の回収業者の願いでもあり、ひいてはそれが地域の

リサイクルにつながっていくと思いますので、ご検討の程よろしくお願いいたします。 

副会長：伊丹市で、今どれぐらい資源物が持ち去られているというような試算はありますか。 

委員：週に１回資源物の行政回収がありますが、あった後なくなったらまた入っていたり、何 

回も来ているということは持ち去られているんでしょうね、市の回収は１回しか回らない 

と思いますので。そこまで全部見られない。立ち当番をすればわかるけど一日中できない 

し。気になったら言ってくださいよ、とは言っている。市から委託を受けた業者の車なら 

市の看板は掛けていますが、掛けているからといって一般の人にはわからないから。 

事務局：持ち去りにつきましては苦情等があるのは確かですが、ただ実際の量は把握していま 

せん。 

会長：今後なんらかの対策は取ろうと考えてらっしゃいますよね。すぐには答えられないです 

か。これも今すぐに答えていただかなくてもかまわないんですけど、豊中市で似たことが 

あって、持ち去り業者としてけっこう規模の大きな集団でやっているものについては、あ 

れはちょっとあかんで、と皆そう言うわけでありますが、空き缶を少し自転車に積んで個 

人の生業になっているもの、それをそこまで取り締まりするのかというようなそんな意見 

も出ていますし、「これもらってよろしいか」などコミュニケーションを取れていればい 

いんじゃないかとか、意外といろいろなケースがあって、条例を作るときにはけっこう気 

を使ったものがあったと思います。伊丹市さんにもおそらく情報は入っているかと思いま 

すが、そういったことを勘案してスムーズな決め方をしていただけたらと思います。 

副会長：会長の方がよくご存知かと思いますが、一度ごみステーションに入ったごみを移動す 

るのは廃掃法で処理業者、許可業者しかできないはずなので、そういう生業として小さい 

から、かわいそうだから市が「いい」とかいうことはまずないと思うのですが。 

会長：市が云々、所有者が云々というどちらかというのもあるんですけれども、ごみをきれい 

なかたちで出している個人の目から見て、市が取ったものは俺のものだ、となると逆に市 

の方が反発を受けるわけで、法令に書いているからということで、すべて法で法でという 

のには無理があるかなと私は思います。 

委員：伊丹に暮らしていて思うのですが、先ほど永原委員のおっしゃった、無料でパソコンと 

かいろいろ持っていきますという車は耳にすると思うんですけど、大河内委員のおっしゃ 

った古新聞とか古着とかの回収の車はあまり回っているのを聞かないような気がするの 

ですが。ということは持ち去られているんですかね。もしくは市でちゃんと回収してくだ 

さるから、業者が「あそこに行っても仕事にならないから」といって来ないのか、どうな 
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んですかね。 

委員：廃品回収のテープとか、そういったことを聞かないということですかね。 

委員：はい。 

委員：持ち去り業者はテープも一切流しませんし、スーッと来てスーッと積んでスーッと逃げ 

ていくというのが持ち去り業者なので。伊丹市に限って言うと、行政回収の許可をもらっ 

ている正規の方は、必ずわかるように大きく垂れ幕、横断幕をつけたりとか許可証を前面

に貼ったりとかして、すぐ見てわかるような状態で回っております。それ以外はすべてと

言っていいほど持ち去り業者だと思います。持ち去り業者でも今はあの手この手を考えら

れる方がけっこういるので、「行政から来ました」とか、「依頼で集団回収の代わりに来ま

した」などが頻繁に起こっています。今、会長がおっしゃられたように、各地で条例がで

きてくると、すべては解決しなくても、「豊中市さんはいついつから条例できてるからや

めとこか」というような方が条例のない市に行くので、この近辺ではおそらく伊丹市さん

の方にどんどんどんどん周りから来られて、行政回収だけではなくて一生懸命集められて

いる集団回収、自治会、子ども会の回収に取りに行くわけです。それも正規の回収業者が

来る前に来て持って行かれるので。先ほどおっしゃったように、20 年、30 年前の集団回

収の時は、地域の奥さん方、子どもさん方がごみステーションの前で車が来るのを待って

おられた。今、ほとんどのみなさんが、昼間働きに行かれる方とか若い方が多いので、完

全無防備で置いているだけになっている。どうぞ持っていってくださいという状況で、伊

丹市さんだけではないですけどそういう地域がいっぱいあるんですよ。そういうところに

持ち去りの業者が行ったらそれこそ宝の山という感じで積んでいかれるので、そのあとに

正規の回収業者が行って、すぐわかりますよね、いつもあるのにない、と。 

委員：正規の回収業者の人が伊丹市の中で減っているということはないんですか。 

委員：業者の数は変わっていません。 

委員：回収日に来るんでしょ、その方は。 

委員：ではなくて、おっしゃっている正規の業者さん。 

副会長：正規の方はきちんと市から委託されている方です。 

委員：週に１回資源物の回収曜日に来られる方ですよね。 

委員：その人のことだけですか。マイクでもって回収に回っている業者は正規の回収ではない 

のですか。 

委員：それはまたちがう業者だと思う。 

委員：そうなんですか。 

委員：それは単に廃品回収として業をされている方だと思うんですけども、そういった方は人 

のものを取ったりとか、そういうことはしないと思うのですが。 

委員：週に１回、市の回収分を持っていってくださる方を指して正規とおっしゃられていると 

いうことですね。そうしたら、声を出してマイクで「廃品回収です」と言って回ってこら 

れる方は正規ではないということですか。 

委員：それは単に個人でやられておる方だと思うのですが。 

委員：その人が取っていくということもあるわけですか。 

委員：そういった持ち去り業者もいるかということですか。 

委員：それはだめですよね。 



8 

 

委員：だめですけど、そういうケースはあまり聞かないですね。やはりテープを流していたら 

何々商店ですというのを必ずおっしゃるので、何々商店ですと言って人のものを持ち去る 

方はいらっしゃらないと思いますので。 

委員：それは各家庭から出してもらって持っていかれるんじゃないですか。集団回収の所に置 

いてあるものを、いくら何々商店だと言っても。 

委員：でも、最近聞きませんよね。 

委員：私の地区は集団回収はない。子どもは少ないし。それで業者の人が、例えば月に１回最 

終土曜日に取りに行きますから門のところに出しておいてください、と。どうしても高齢 

者が多いのでそういうところに持っていけないので、門のところに置いておけば、例えば 

新聞だったら二袋ぐらいですかな、スーパーの袋に入れて。だいたい聞いたところによる 

と 40円ぐらいポストに放り込んでおいてくれる。そういう個別契約をして業者の人が回 

ってきて、そういう方法もやっている。それは取っていくとかではなく、個人の家と契約 

してわずか 40円でももらえたらということで、そういうものがだいぶあるのではないの 

か。 

会長：周辺自治体で、条例化をして締め出しをくらった業者さんが、今、伊丹で活況となって 

いる。今、これだけ盛り上がって話がありましたので、事務局でもそういう意識になった 

なということでご認識いただければと思いますが、よろしいですかね。 

事務局：すみません。持ち去り条例に関しましては、前回か前々回の会議でも話があったかと 

思います。そのなかでもこちらの回答といたしまして、条例化についても今後検討してま 

いりたい、というようなお話をさせていただいたかと思いますので、今後、いろいろな内 

容を詰めていって検討を進めていきたいと思っています。 

会長：その他、何かございますでしょうか。 

副会長：前回か前々回、最後のほうで、「議員さんから『プラスチックは発電しているのだか 

ら燃やしたほうがいいのではないか』というご意見がある」という話があったと思うんで 

すけど、僕は、今は燃やすごみには入れられない、物理的に今より増やせないという状況

だと話をしました。しかも再資源化率には発電は入っていませんので、入れたらどうなる

のだろうと。たぶん何も変わらないのだろうと思うのですが。資源物としていたプラスチ

ックを燃やすとすると、ごみの総量は変わらないで資源化物が減るというシミュレーショ

ンになると思うんですが、そのあたりでご意見があれば。将来的にごみが減ってきて余力

ができてくると、プラスチックを分けているのを燃やす、というように、計画が 10 年な

ので、ごみが減るのが早ければ途中でそういう話も出るかなということでご意見をお聞き

したいなと。プラスチックなんかは、東京で、こういったものを戻すのは子どもへの教育

が、今までは分けていたのに混ぜるんだよというのはなんとも教育上よくないかなという

意見も。ただ、それでトータルのエネルギーに係るコストが低くなれば、むしろ分けるほ

うを好きになってよ、というものがあればちゃんと説明できるかと思うのですが。何のデ

ータもないところで議論するのは難しいですよね。 

会長：その話は 2000 年頃、90年代後半、もっと前から容器包装として、我々は中身を買って 

いるのであって外身を処理するのは自治体の処理処分の順位でないという考え方から、容 

器に関わるものについては事業者が自らの費用を使って処理するべきであるという、これ 

はドイツから始まってヨーロッパに広く広まりまして、それが日本では自治体が分別収集 
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をすることによってそれを実施するという、元のドイツ、ヨーロッパの考え方とはずいぶ 

んちがった形になって輸入されて、結果的に自治体の業務がふくれあがって、人が増える、 

コストがかかる、ということになって、今、ようやくそれに対して「あれは無駄じゃない 

か」ということを発言する人がでてきたんです。まだ、なかなかそう簡単に、じゃあ１千 

万トン燃やしたらいいんだよね、というのを簡単に言える状態ではないのですが、元々ヨ 

ーロッパから輸入されてきた時点で、日本では自治体が担うとしたところに齟齬があった 

のではないかと解説すれば少しはいいのかなと思う。ちなみにヨーロッパでは、もうなく 

なりましたがＤＳＤ（デュアルシステム・ドイチュラント）というシステムがありまして、 

マークがついているものは黄色の袋に入れなさい、黄色の袋に入ったものは役所は全くさ 

わりません、すべて民間の会社の人が処理しなければなりません、と。マークがついてい 

ないものは買ったところに持っていってデポジットでお金を返してもらいなさい、この二 

つですよと。マークがあれば業界全体で収集する。マークがなかったら売った会社がそれ 

を必ず受け取ってデポジット代を払うという、かなり厳格なことをやっていた。ところが 

北ドイツでは厳格にやったのですが、南ドイツに行きますと、マークはないわ店に持って 

いったら引き取ってくれないわと無茶苦茶な状態になっておりまして、だんだんとそれが 

崩れていったということがあったんです。日本ではフリーライダー問題というのが最初か 

らあるだろうということで、それを自治体がかぶる話になったんですが、結果的にかぶり 

が大きすぎて、自治体の費用、コストの増加が市民の税金でまかなわれてしまったことに 

対してけっこう今でも批判があるという、そういう流れです。一方で、発電というすごく 

魅力のあるものが大きくなってきましたので、今後変わっていくんであろうなと私も思っ 

ています。 

事務局：私の認識としましては、最終処分場の延命化というものがわりと大きく我々の時代で 

はあったかなと。燃やしてしまうと結果的には最終処分場に行ってしまう。先ほど言われ 

たように、燃やすと当然エネルギー回収ができるんですけれども、コストもプラス減らせ 

ると思いつつ、最終処分場の延命化というものがいちばんの大項目としてあって、そこに 

もっていかないために、リサイクルできるものはお金がかかってもリサイクルしましょう 

ということで、その他プラ、容器包装についても確立できたと、無理やりしたという状況 

の認識でスタートしたと。その時も当然、燃やすほうがコスト的には絶対安くなります、 

市民税に還元できますということがあったんですが、いちばんの目的は最終処分場のこと 

があったという認識となっております。以上です。 

会長：そうですね、当時フェニックスもものすごくごみが入ってきてもうかっていたんですね。 

現在ごみが少なくて、フェニックスもお金がないんです。 

委員：そのフェニックスの余裕期間は。お金がないから困っているとかではなく、どのくらい 

の期間もつんですか。 

会長：次の計画ができたので、長いですよ、かなり。最近の事情は知らないですけども、計画 

としては公安部局が土地を造成するところに「ちょっとごみを入れさせてね」と、そんな 

かたちから始まっている。本来社会的には、あんなところを使うのであればゆっくり埋め 

たらいいんだ、というふうに我々や市民は考えたんですけれども、行政はそうは動かなか 

った。だけど次の枠組みでは、やはり広大な土地を使うんだし、高いお金を払ってゆっく 

りゆっくり埋めるほうが将来にとっていいですよね、というのが今後進むと思います。最 
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近特に発表されていないですよね、いついつまでとか。 

事務局：計画の 15ページのところですが、「埋め立て残余期間は平成 39年度まで」と。 

委員：これは市民に知れわたっているんですか。 

委員：神戸沖のフェニックスは、伊丹市が幹事になっていた当時に見に行ったんですが、あの 

時にはすぐにいっぱいになるというようなお話でした。だけど、今見たらこのような状況 

なので、あれからすごくスローになったんだなぁと。あの時分は何年ももちません、とい 

うことだった。 

事務局：過去の話なんですが、その当時は経済にごみの量は影響してきますので、当初は経済 

成長がある程度あるという状況ですぐにいっぱいになるということだったんですけれど、 

若干延びてきているのは事実です。実際、東京であったり名古屋であったり九州であった 

り、名古屋がけっこう逼迫しているという状況を私がいた頃は聞いております。何がいち 

ばんかというところで最終処分場の延命化というものがあり、みなさんも空港の地図を見 

られて大阪湾を見ていただけると、どんどん小さくなってきているなあと。ごみの埋め立 

てをしてどんどん小さくなってきたり、東京湾もそうなってきている状況で、いずれはな 

くなってしまう可能性があるということで、やはりそれを延ばそうということで、まさに 

プラスチックの再生利用であったりとか、いろいろなお金がかかっても再生利用をしよう 

という認識となっております。 

委員：それで、国で再生利用をしようということになっていますよね。法律違反みたいなこと 

をすると何か罰せられるんですかね。滋賀県なんかは燃やすことに決めたと、この前聞い 

たんですが。 

副会長：滋賀県の一部ですね。 

委員：一部だけですか。燃やすと決めたところがあると。だから国の意向に背いてすることに 

なったと聞いているんですが、そういうことをすると何かすごい罰則があるんですかね。 

会長：法令上、廃棄物処理法というのは一般廃棄物の処理については市町村が行うというふう 

に明治時代に明記しまして、それが今でも生きており、明治時代にあらゆる権力を武家社 

会から奪い去って、すべてを大日本帝国に集中しようとした時代に、唯一「これいらない、 

やって」と丸投げしたものがごみなんですよ。だから元祖丸投げと言われている。いちば 

ん最初に国が手放して、これしたくない、何とかして、よきに計らえとされたのがごみで 

あって、その伝統がありますのでいまだに法律にそう書かれているところがありまして、 

汚物掃除法というんですが、それが今の廃棄物処理法ですので、滋賀県の某市や和歌山市 

はやめたと言っているんですが、でも国はそれにあまり口出しできない。今後追従すると 

ころもあると思います、費用的なことで耐えられないというところもありますので。 

事務局：プラスチック系の話なんですけれど、実際に不燃系のなかで、容器包装を除く汚れた 

プラスチックであったりとかは、以前は不燃物としてそのまま埋めていたんです。それは 

先ほど言ったように、そのまま埋めてしまうと、容積も大きいですしエネルギー回収もで 

きないということで、またダイオキシンの問題ですとか、燃やすとそういう影響がでると 

いうことで埋めていたんですけれども、平成 24年から伊丹においては容器包装以外のプ 

ラスチックについては燃えるごみとして燃やして、エネルギー回収をして、燃やすことに 

よって容積も 10分の１ぐらいになって最終処分場の延命化にもつながるし、エネルギー 

回収もできるというようなかたちに移行したのが伊丹市の状況です。 
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副会長：さっきの資料 27 で、この前お聞きしたかもしれないですが、いちばん下、「スーパー 

のレジ袋を伊丹市では無料で配っている」と書いてある。 

委員：そんなことはない。 

副会長：やはりお金かかりますよね。無料でもらえることに驚きました、と書いてあるので。 

委員：無料のお店もあります。 

委員：有料のところも。 

委員：マイバックを持っていくと 2円引いてくれるとか。 

委員：ハンコもらえるやつがそうですか。 

委員：ハンコは少し前の話。 

委員：家内がハンコ押してもらってカバンにしまうので、何かあるのかなと思っていたんです 

が。 

委員：ハンコの時はハンコ１個が 5円の計算だったんです。20個貯まったら 100 円引きの券と 

交換してくれた。今は１回について 2円引きなんです。マイバックを持ってますと言うと 

レジに札があって、それを渡したら 2円引いてくれる。 

委員：逆に、袋がいると言うと 5円とか 2円とか 3円とか取られるところも。びっくりしまし 

た、お金を取られて。 

委員：5円ですか。袋なんか買ったことないからわからない。 

委員：ホームセンターとかああいうところも無料ですか。 

委員：ハンコを押してくれるお店もあります。昆陽のスーパーは全然袋なしで、段ボール箱が 

いっぱい置いてあって、そこに勝手に入れて車に積んで帰るとか。 

委員：でも袋も売っていますよね。 

委員：売っていますね。いろいろですね、今は。 

会長：今日は、答申案の話がまとまったあとで、身の回りにあることで今後の施策に役立つア 

イディアになることのご発言をお願いしたいということで、最初は周知方法に関して、な 

かなか完全に広がるというわけではないということと、それから持ち去りに関することで 

すね。これにつきましては回収事業者の方からもご発言いただきました。それからプラス 

チックの容器包装とその他プラの処理、処分方法について。社会がだんだん動いてきてい 

ますので、それについての皆様のご認識も事務局に届いていると思います。最後にレジ袋 

の今の状況ですが、お伺いしていると、けっこう伊丹では有料でレジ袋が出回っているん 

ですね。私の知っている限りでは神戸市ではけっこう無料で配っていますが。今日はそん 

なお話がありましたので、伊丹市さんでも今後、具体的な施策を展開するうえではご参考 

にしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。そうしましたら、少し早い 

んですけれどもこのあたりで今日の会議を終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

それでは司会を事務局に戻します。 

事務局：本日、皆様からいただきました貴重なご意見を参考にさせていただきまして、答申案 

の最終案を固めてまいりたいと思います。皆様方におかれましては、年度初めの何かとお 

忙しい時期に会議へのご出席を賜りまして、改めて御礼申し上げます。そうしましたら本 

日の会議はこれまでにしたいと思います。委員の皆様、どうもありがとうございました。 
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