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１．日  時   平成 30 年 7 月 12 日（木） 9 時 00 分～11 時 00 分 

 

２．場  所   伊丹市役所議会棟 3 階 第 2 委員会室 

 

３．委員の出席   渡辺 信久会長、矢野 天正委員、永原 美也子委員、南川 長子委員 

中村 宏子委員、和田 領子委員、新原 宏委員、板倉 宗一委員 

岸田 洋平委員、間 秀生委員、森下 和尚委員、大河内 輝委員 

 

４．事 務 局   柳田市民自治部長、下笠市民自治部参事、大橋環境政策室長 

         小松ごみ減量・資源化担当主幹、中田生活環境課長、谷環境クリーンセンター所長 

         寺井環境クリーンセンター副主幹、池田環境クリーンセンター副主幹 

         岡田ごみ減量・資源化担当主任、北村ごみ減量・資源化担当主任 

 

５．助 言 者   山田豊中市伊丹市クリーンランド事務局次長 

 

６．傍 聴 人  0 人 

 

７．議 事 

(1) 開会 

(2) 市長挨拶 

(3) 諮問「資源物の持ち去り行為への対策について」 

(4) 配布資料の確認 

議事次第、委員名簿、配席表 

資料１    資源物の持ち去り行為への対策について               

資料２    資源物等の持ち去り行為に関するアンケート集計結果         

資料３    資源物等の持ち去り行為に関するアンケート            

資料４    近隣市の持ち去り条例制定状況 

資料５    伊丹市の資源物等回収に係る行政回収と集団回収について    

ガイドブック 「ごみと資源物の分け方と出し方」 

(5) 事務局の紹介 

(6) 議事 

 

会長      皆さん、おはようございます。持ち去りに関することで、かなり明確な内容での

ご審議を今日はいただくことになります。 

持ち去りに関することでは、実は近隣の都市では、もう少し早くから対策をしてお

りまして、「どこからどこまでを対象にするのか」とか、「一体何が問題であるのか」

とか、結構色々な議論がされてきておりまして、今回事務局さんとの打ち合わせにお



2 

 

いては、かなり調べて明確な形で今日も資料を作ってきておられますので、非常にわ

かりやすいかと思いますし、そもそも諮問の文書でこれだけいっぱい書いてある諮問

文書を見たのは初めてなんです。普通は「何々について諮問する」とそれだけなんで

すが、もう答えは書いてますので、あまり勝手なことはできないんですけども、良識

ある内容にまとめていきたいと思います。よろしくお願いします。 

ではまず、署名委員についてでありますが、本日は岸田委員と間委員にお願いした

いと思います。よろしくお願い致します。 

では、事務局から 1番目の「資源物等の持ち去り行為への対策について ①検討経

緯と諮問事項について」説明をお願い致します。 

 

1. 「資源物等の持ち去り行為への対策について ①検討経緯と諮問事項について」 

 

（事務局より説明） 

 

会長      大枠についてお話がありましたが、何かこの時点でご発言ありますでしょうか。 

        では、次の「②資源物の持ち去り行為の実態について」に移りたいと思います。お

願いします。 

 

2. 「資源物等の持ち去り行為への対策について ②資源物等の持ち去り行為の実態について」 

 

（事務局より説明） 

 

会長      アンケートのご説明をいただきました。登録団体が３００いくつかあって、その

うち６割くらいから回答があったということで、個人からではないんですが、皆さま

の実感として、これは市民の感情を代表しているという風にお考えかどうか、あるい

はさらにこの内容について強調すべきところ、あるいは付け加えるべきところ、ある

いは意見のあるところがございましたらご発言いただきたいと思います。いかがでし

ょう。 

 

会長      近隣の都市で急に厳しいことを言い出して、わっと流れ込んできたとか、そうい

うことはありますか。あまりなかったですか。 

 

委員      そもそも質問の内容が違うかもしれないんですけれども、廃棄物減量という大き

な問題の中で資源物というものはカウントされるものなのでしょうか。一般廃棄物が

何トンですよとか。資源物が何トンありますよとか。 

 

会長      廃棄物の中に資源物が入っているかということですかね。それは統計の取り方が

場所によって違うと思うのですけども、少なくとも言えることは、資源物の回収量が
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減りますと、資源化率という数字は下がります。分子が減りますのでね。分母は廃棄

物プラス資源なのか、廃棄物のみなのかどちらになりますか。 

 

事務局     資源物も含めた総排出量で計算しております。 

 

委員      ということは、持っていかれなくなった場合、分母が増えますよね。変な言い方

ですけど、減量には逆行するという形になりますよね。ある程度は持っていかれてい

る方というか、数字を減らしてもらっているというところには寄与している。今回な

にがしか条例ができて、持っていけなくなりました、誰も取りに来ません、市だけで

回収しますとなった場合、めちゃめちゃ増えますよね。これはいいことというか、ダ

メなんでしょうけども、致し方ない話と捉えているんでしょうか。 

 

事務局     行政といたしましては、まず廃棄物の適正処理ということも頭の中に入れておか

なければなりませんので、おっしゃっていただいたように取られて量が減るんじゃな

いかというご意見もわかるんですが、やはり我々としては、皆さまの適正に分別して

いただいているものを持ち去られて、せっかくある程度市民の皆さまに分別の意識が

定着できたという中で、それを衰退してしまう恐れもございますので、そういうこと

も踏まえまして、適正分別、そして数は増えるかもしれませんが、廃棄物の適正処理

を頭に入れて条例を制定させていただきたいということでございます。 

 

事務局     少し付け加えますと、後の議論になるんですけども、規制対象をどのような品目・

ごみ種にするかというところに非常に関わってくるところでございまして、案として

出させていただいておりますのは古紙、古布、缶という風に、後程説明差上げますけ

れども、純粋に資源として分別されたものが対象と考えておりますので、そのあたり

のごみ種とも関わってくるのかなと思います。ですので、分母として資源も含まれて

おりますけども、持ち去られないと資源として分子としても加算されますので、一定

資源化率は上がるのではないかと考えております。 

 

委員      素朴な疑問なんですけど、「適正処理」とありましたので、そもそもの適正処理と

いう形のものは、まずもって何をするのか、分別して、しかるべきところに持って行

って、リサイクル処理をしていくという適正処理。それは市に出そうが、民間に出そ

うが、よからぬところに出そうが最終的には同じ意味合いになってくるのかなとは思

うんですよ。例えば指定していない方が持っていかれて、生活費にされているそれも

あるとは思うんですけれども、例えばよからぬ団体にお金が流れていて、反社会勢力

にお金が流れている、それは非常にダメなことだと思うんですよね。ただ、一つの大

きな目的として、資源物を集める、廃棄物を減らす、環境に配慮するという意味合い

の大きなくくりで言うと、ちょっと極端な意見ですけれども、誰が持って行っても、

誰が処理しても一緒ではないかなと。 
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        そもそもとして市の大きな目的として、それを集めて、収益としてお金を得ると

いうことが、だいぶ上の方のランクに位置づけされるのであれば、市で集めなければ

ならないと思うんですけれども、そうでない方が持っていかれることによってごみも

減るし、適正に処理されていて特に大きな問題がないというのであれば、なので、進

みが悪いような気もするんですね。そこら辺根本的な話かなというような気もするん

ですね。 

        雑談にもなるかとも思うんですけど、うちのマンションでも確かに、出したら、

もう右見て左見たら無くなってる状態となるくらいに、朝早くから来られてますよね。

で、ちょっと変な言い方ですけどもマンションから出している住民も、その日にネッ

トの中に入れずに、道路わきに置いていく人もいる。それはありきで物を考えておら

れる。だからそれは我々住民、市民の物の考え方としても、別に市が持っていこうが、

誰が持っていこうが、それ程影響なく自分の家のごみも減るし、ごみ捨て場もきれい

になるし、ちょっとベクトルが違う方向にも向いている。もっともっと「こうだから

いけないよ」というところを周知しないと、なかなか出してる方として、うまく出せ

ないというようなイメージはあります。敵もさることながらと言いますか、最近もの

すごくきれいに持っていくんですよね。昔はとっ散らかってたんですよ。ネットも散

らかってたし、いらんもんは置いて帰りよるしっていうようなイメージだったんです

けど、とりあえず全部持って行ってくれる。そのへんがまた、良し悪しというような

イメージがありますね。 

 

委員      今おっしゃっていることも大変よくわかるんですけども、我々、専門のほうから

言わせていただければ、そういう持ち去り業者は、やはりご都合的な存在なので、ず

っとそれが半永久的にそういう業者の方がずっと回られて、廃棄物も含めて全部持っ

て行って、きれいにしていただくというそういう業者の方であれば、本当に助かりま

すね。だけど、実態というのは、本当にそれは一部だけだと思いますし、現実問題、

皆さん伊丹市に住まれている方がほとんどなんで、よくわかっておられると思うんで

すけど、やはり不法行為というものに値する業者の方が大半を占めているわけです。

地域の住民の方の安全・安心というものを脅かす状況というのは他市でもよく聞かれ

ますので、そういった業者というのは、なにがしかで規制していかなければいけない

んじゃないかっていうことで、近隣、全国どこでもそうですけど、条例を制定されて

ると思うんです。そして、皆さんよくご存知だと思いますけど、持ち去りのものって

いうのは、生活をするために皆さんやられてるんですが、それを正規部隊として回収

されている人も当然、生活のために。最終的には。リサイクルという大前提の下、回

収業者として成り立ってますので、持ち去り業者という部類に入る人っていうのは、

やはり排除していくべきだと思いますね。それがやはり地域住民の安心・安全につな

がっていくことだし、市場相場っていうのがだんだん変わって行ったらそういう方が

いらっしゃらなくなったりとか、また景気が良くなったら、言い方悪いですけど、ど

こからか湧いてくるという表現を皆さんされるんですね。今日はまた違う人が来てい
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たとか、外国人の方が来ていたとか、日本人だけに限らずいろんな人種の方が最近増

えているというのが実態であります。 

        先ほどのアンケートでちょっと「あれ？」と思ったんですけど問一で「再生資源

を持ち去られたことがありますか」というとだいたい 51と 48で半々の方が見られて

るわけなんですけど、「あなたの地域で持ち去り行為をする方を見かけたことがあり

ますか」というのが 90%くらいいらっしゃいますけど、この半分半分というのは気が

付いていないだけなんですよね。持ち去られているかどうかを。見てない間に朝早く

とか夜中に持ち去られているから見た事ない。だから恐らくこの９割っていうのが本

来ならリアルな数字になると思うんです。そういった状況で、いろんなあの手この手

を使って持ち去り行為をされているんじゃないかと思いますので、それが今の実態で

す。 

 

委員      行政の方にお聞きしたいんですけどね、行政の資源物の回収、週に１回やってま

すよね。あれは何回も一日に回ってくるんですか。紙やったら紙という業種によって

回るんですか。 

 

事務局     はい。その通りです。 

 

委員      というのはね、ちょこちょこちょこちょこ無くなるんですよ。トラックかていち

いち見ぃひんからね。どれが行政が持って行ってるのか、持ち去られてるのか、はっ

きりわからないんですよ。一回で持って行ってたらわかるけども、ちょっとずつなく

なるから。最終的になくなればいいんですけども、どういう風な回収してもらってる

のかなと思って。 

 

事務局     皆さまが分別して出していただいている品目によって分けて車が回っております。

逆に皆さまに分けていただいたものを一緒に持っていきますと、何のために分けてい

ただいているのかわかりませんので、そういうことも踏まえております。 

        適正処理という話もさせていただきましたが、さきほどおっしゃっていただきま

したように、行政回収におきましても、正直お金が市の方に入ってまいりますし、集

団回収であれば登録団体の皆さまのほうにお金が入っておりますので、持ち去られて

もいい、という考えにはならないのかなとご理解いただければと思います。 

 

委員      全然、持ち去りを肯定しているわけではないので、そこだけは。 

 

事務局     先ほど委員がおっしゃいました、アンケートの問１が半数程度、問５-①が９割程

度というところですが、問５-①に関しましては「持ち去られた経験のある団体のう

ち９割近く」ということですので、問１に「はい」と回答された方のうち、９割近く

とご理解いただければと思います。 
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委員      内容物によって運ぶトラックが、便と言いますか時間帯が違うというお話が出ま

した。僕も記憶する限り、順繰り順繰りに来られているようなイメージがあるんです

が、品目によって違うトラックが走られている。アンケートにもありましたように、

ペットボトルの回収というのは、おそらく違う団体さんが持っていかれることってあ

んまりないイメージがあって、古紙とアルミ缶なのかなと。逆に古紙とアルミ缶を回

収に市のトラックが行かれたときに、残ってますか。もう来られた時にはほぼほぼ一

掃されているんじゃないかなと。たまたま出すん遅れてしもたというのだけが残って

いるイメージで、それ以前に掻っ攫われている。残っていることがないんじゃないか

というくらい朝早くからまめに回ってはりますよね。 

 

事務局     順番が前後になりますが、お手元に配布させていただいている資料５をご覧いた

だけますでしょうか。 

        平成 28年度の回収量を書いております。平成 28年度に資源物の収集回数を月２

回から週１回に増やしたことや、皆様が立ち番等していただいたりだとか、そういう

こともありまして古紙の行政回収であれば微増、空缶の回収量は大きく増加しており

ます。全てが持ち去られているわけではないということをご確認いただければと思い

ます。 

 

会長      冒頭ご発言がありました、市による回収もしくは決められた業者による回収以外

に誰かが持っていくと。それを全て悪いと言えるのかと、そういうご発言がありまし

た。この件は、どこの自治体でも必ず出る話でありまして、それを生業としている個

人で行っている方、そこまで厳しく言うのかと、ぎすぎすした社会にならないかとい

う懸念はどこでも出てきましてですね、私もその場を見ましたが、その文言で「持ち

去り行為」というのを「無断で持ち去る行為」とすなわち、「それを頂いてよろしい？」

「どうぞどうぞ」と、これは持ち去り行為にあたらないという見方もできるわけであ

ります。ですから、無断で持ち去る云々という条文で明記するところもあります。た

だ、ほとんどの場合が「無断」という言葉を忘れてしまってすぐに「持ち去り持ち去

り」という表現になってしまうところが実際の所でありまして、なかなか難しいんで

ありますが、必ず議論の中では、全てが悪いという風にすると、それも少しおかしい

かなと感じておりますので最初のご発言は至極真っ当であると思います。 

        それから、少し話が横道に逸れますが、今回は資源物の持ち去り行為ということ

で、そこに限定した話をしておりますが、アンケートも資源物に限定しておりますし、

回答者も他に言及はしておりませんが、粗大ごみ、例えば自転車なんかですと、これ

は粗大ごみに出されていて「これはまだ使えるじゃん。もらっていい？」というよう

なことが実際あって悪い話ではありませんので、今回は話をそこまで広げないという

ことで進めているということで皆さんご留意いただければいいかなと思います。 

        集団回収の場合は特に、例えばマンション全体で古紙を置いて、回収業者さんに
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持って行ってもらった場合、計量しておりますので、資源回収報奨金のような形で一

年間に何万円かという金額がそこに入ってくるということがあるんですね。そうなる

と、お金の話になると皆さん目の色が変わってちゃんとしようということになるわけ

です。今回アンケートの中でそんな話はありましたか。 

 

事務局     次項でご説明させていただきますが、本市では集団回収奨励金ということで１kg

あたり 4円を交付しております。アンケートでは一部ではありますが、奨励金をもら

っているので持ち去りは残念という意見はありました。 

 

委員      今、会長がおっしゃいました、「無断で持っていかなければいい」ということにな

るんですか。お断りして「持って行っていいですか」と言って持って行く分にはオッ

ケーっていうことですか。 

 

会長      そういった発言をされる方も必ずいらっしゃるんです。 

 

委員      でね、もし私がそのそばに居たとして、私が聞かれたときになんと答えたらいい

かと思って。個人的にはいいですよって言えたとしても、自治会の資源になるもので

あるならね、自分の物だけならいいけども、みんなが出しておられるものに対して良

いとは言えないですよね。だったら、みんなのものだから持っていかないでください

って言うべきなんですよね。 

 

会長      それが普通だと思います。 

 

委員      私の所は４軒しかないステーションなんですよね。それだと自分が出してなかっ

たら他の人の出したものだし、新聞とかは毎回みんなが必ず出されるとは限らないし、

もし自分が出したのを見られて、これ持って行っていいですかって言われたら、いい

ですよって言っちゃうかなって思ったんですけどね。 

 

会長      その方とのコミュニケーションでその時々でお好きに答えられたらいいのではな

いかと思います。 

 

委員      すごく悩ましいところです。 

 

委員      私の地域では、個人で持って帰る方と仲良くなっている方もいて、普通に挨拶を

して「今日も来たんやね」みたいな感じになっている方もいらっしゃるので、今更全

部だめって言うと、「いいよ」って言った人が悪者になってしまう。だめならだめで、

ちゃんとみんながわかるように理由を言わないと、「いいよ」って言っている人もそ

のままと続けてしまうと思うので、周知するようにしていただければと思います。 
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委員      今おっしゃっているのは、個人の所有物に関しておっしゃってるわけですよね。

自治会とか子供会のステーションで集まっているやつを、たまたまいた住民がどうぞ

と言っている場合ではなく。個人の、自分の家から排出されたものですよね。 

 

委員      違います。ステーションに出されたものです。 

 

委員      自治会とか子供会とか、団体さんのものなんですよね。それを一個人の住民の方

が、正規の業者以外の方が来てどうぞっていうのは、これはおかしな話ですよね。そ

れは自治会とか子供会のものなので。個人で出される、自分の家から排出される新聞

をどうぞっていうのは問題はないと思うんですけど、ステーションにあるものをどう

ぞっていうのは、持ち去り業者さんからすれば、その辺にあるものも全部持って行っ

ていいんじゃないかという勘違いというか、これみよがしに全部持っていかれる。長

年、相手もどこに住んでおられる方で何々商店の方でとそういうことがわかっておら

れる方であれば、会長がおっしゃったようにコミュニケーションとってやられている

のであれば問題なかったんでしょうけど、持ち去り業者らしき方が来て、どうぞと言

えば、その辺全部きれいに無くなりますよね。変な言い方ですけど、そういう人をナ

メたらいかんよということなんですよ。 

 

委員      行政に聞きたいんですけれども、ステーションに捨てたら、それは行政のものに

なるんじゃないですか。 

 

委員      行政回収については、持って行っていいですかなんて誰に聞いて言いかわからな

いし、そんなことないし、現実は了解の上で持っていかれる方ってのはまずいらっし

ゃらないのではないかなと。防犯カメラで写っていても持っていくというのが持ち去

り業者の実態なので。条例というのはあくまで条例なので、それで何か行為に関して

警察が介入されたとしても、私が持って行っていいですよと言ったことが証明できれ

ば当然罪にはならないと思います。持ち去った方が特定されれば。まぁでもほとんど

特定されないと思いますし、次から来るかどうかも保証もないですし、そういう危な

い橋を渡らない方がいいんじゃないのかと。やはり出す側の方も、持って行かれる方

も、資源物というのはそんなに高価な、貴金属でもないし、そういう感覚があるので

多少持っていかれてもいいわと、持っていく方も、出される方にとってはそんな財産

じゃないんやから持っていくと、そういう感覚で皆さんどんどん商売されているので、

条例でそういうのは。 

 

委員      私が言ったのは、毎週資源物が出される。できるだけ自治会の集団回収の方にや

ってくれと言うんだけど、皆さん時間がないとかで、捨てられる。それをもったいな

いからと自治会が持って帰って、集団回収に回したら、それも具合悪いでしょう？ 
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委員      それが今問題になっている、地域住民の持ち去り業者という。 

 

委員      自治会の役員がね、持って行ってもダメなんですかね。 

 

委員      そりゃ、ダメだと思うんですけども、正規の行政回収の業者とお話されて、同じ

日に集団回収をしたらどうかとか、いろんな提案をクリーンセンターを通じて、やは

り地域の団体さんを優先して皆さん考えておられますので。 

 

委員      大きな自治会なら毎週来てもらっても物があるんですよ。うちらみたいに 100軒

そこそこの自治会でね、業者に毎週来てくれとは言えないんですよ。 

 

委員      だからといって、違う地域の行政回収に出されている資源を持っていくというの

はあまりよくないと思うんですけどね。 

 

委員      いや、余所じゃなしに、自分の自治会の中でね、自治会の会員さんが出してるん

やからと。自治会の役員さんがまとめてね。月に１回の集団回収に、というのもやめ

といてくれと。間違われるかもしれないからと。 

 

委員      そこは、クリーンセンターさんとか、回収業者の方、必ず専門の方地域に入って

おられますので、その方と相談して、これは自治会のにできますかとか、わざわざそ

ういうことをしなくても、出されているものを自治会さん子供会さんの収入にできる

ように何かいい考えないかっていうことをご相談されたら、きちんとやっていただけ

ると思いますよ。 

 

委員      集団回収の業者と、行政回収の業者が違うんですよ。なかなか業者は変えられな

いんですよね。 

 

委員      何か勘違いされているところもあると思うんで、伊丹市さん、クリーンセンター

さん管理監督の下で、特に集団回収はきちんとされていますので、色々ご相談された

らいいと思うんですよ。問題は住民の方以外の、話題になっている他市とかいろんな

地域から入ってくる持ち去り業者には、持っていかれないようにしようということな

んで。 

        基本的にそうやって自治会の方が一生懸命集めているのは… 

 

委員      気持ちはわかるんですよね。自治会のお金になるから置いておいて、集団回収の

時に持って行ったらええやないかと。気持ちはありがたいんですけれども、変に誤解

されたときが。 
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委員      まぁ、誤解は出ると思いますね。だから出ないように、地域住民のためのもので

あれば、除外するとか、また考えていったらどうですかね。 

 

事務局     今ご議論いただいている内容については、次項でも説明申し上げます。 

 

会長      次の説明に入る前にひとつだけ。今持ち去りの事で議論がございましたが、資料

１の 10ページ目で、これまでの持ち去り行為に対する対応で、１件の検挙事例があ

ったという風に書いてありますが、これはどういうような状態であったのか、ご説明

できる範囲で結構ですので、お願いできませんでしょうか。 

 

事務局     事例は集団回収のものでございまして、持ち去り業者が古布を４袋ほど車に積ん

でおったところを伊丹警察署員が職務質問を致しまして、相手方が持ち去っておるん

だという事を認めましたので検挙したという事を伺っております。 

 

会長      いわゆる窃盗ということになるんですね。 

 

事務局     はい、その通りです。 

 

会長      これくらい明確なものであれば、分かりやすいものであれば、条例等に手を加え

なくても検挙まで行けるんですけれども、条例というのはそれほどきついものでもな

いので、それをどうするかということについて、次の所に進みましょうか。よろしい

でしょうか。 

        では、対策について、ご説明お願いします。 

 

3. 「資源物等の持ち去り行為への対策について ③資源物等の持ち去り行為への対策について」 

 

（事務局より説明） 

 

会長      はい、ありがとうございます。一番最後の 32ページ目に全体をまとめた表で示し

ていただきまして、それぞれの根拠については別々のページで書いていただいており

ます。 

 

委員      案のところの、規制対象場所についてっていうところで、自治会等で管理し、市

が設置を許可したごみステーションとなっておりますけれども、うちの自治会はマン

ションで、コンテナが設置されているんですけれども、そのコンテナの中から持って

いくことはどうなんでしょうか。コンテナもごみステーションになりますか。 
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事務局     コンテナもごみステーションではありますが、今回の条例では資源物の排出場所

であるごみステーションを対象としようと考えておりますので、規制対象場所ではな

いとご理解ください。 

 

委員      よくコンテナにアルミ缶などを捨てる人がいまして、いつもコンテナを漁りに来

る人がいるんですけども、それは対象外ということですか。 

 

事務局     資源物として適正に分別されて排出されたものを対象としたいと考えております

ので、混在したものについては規制対象外となります。 

 

委員      まずはちゃんと捨ててくださいということですね。 

 

委員      ここまで来る前にどれだけ検討されたのかはわからないのですが、現在週１回と

なっている収集回数を逆に月１回か２回に減らして、各地区に回収する車の時間帯を

うまく作って、その時間に合わせて出すような仕組みはできないのかなと。そうすれ

ば持ち去り業者もなかなか入って来れないんじゃないのかなと。じゃぁここまで法律

を作るとか、条例をつくるとか、する必要ないんじゃないかと思いますけどね。 

        それと、自治会の活動の内容をそこまで把握してないんですけど、どれくらいの

収益になってるんですかね。金額的にわかりますか。 

 

委員      そこそこ大きな自治会でしたら相当入りますよ。私の所はそんなに入ってません

けども、近隣の自治会でしたら 15～16万円入っているとか。 

 

事務局     集団回収の実績ですが、平成 29年度の実績で、登録団体数が 320団体で金額が約

1920万円。1団体あたりに平均しますと、回収量で年間 16.1トン、奨励金といたし

ましては、６万４千円が市の方から払われている。これに独自に回収業者と契約され

ておりますので、売却された金額が団体に入っています。 

 

委員      だいたいわかりました。回収方法で解決できないかなと思ったんですが。 

 

会長      なかなか回収で時間を指定するというのが、私個人の所でも難しくてですね、朝

９時までに出すようにとか書いてあって、マンションの管理人がチラチラ見ているん

ですよ。そうすると寄ってこないということで、結構大変な思いをされています。た

だ条例が出来てからは、やはり減りましたね。持ち去り業者の方々もお互い情報交換

されていますので、なんか捕まるらしいということで。 

        先ほど言った資源物でない粗大ごみ、具体的には自転車と楽器なんですよね。だ

いたい持っていきます。ただ誰も文句言わないですね。 
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委員      すぐになくなりますよね。家電の電線だけ切ってぴゅぴゅっと持っていく。 

 

委員      先ほどおっしゃった時間を指定するっていうお話ですけど、それは道路事情もあ

りますし、広範囲になればなるほど車の運搬・収集というのは時間も手間もかかった

りしますので、当然正規部隊の回収車両も一般廃棄物の車両もそうだと思うんですが、

早く回収したいというのは山々なんですが、道路事情等で、指定された時間にはなか

なか行けないというのが現状なんですよ。いつもないところもあったりだとか、状況

というのが日々変わってきますので、中には地域住民の方とお話される方もいらっし

ゃるし、必ず時間通りに回るというのは、皆さん目標にはされているみたいなんです

けど、なかなか難しいですね。今会長がおっしゃったように、正規の回収員が来る前

に来たりとか、一方通行を逆に走ったりだとかして回収されている。向こうもそれで

生活している方かなと思うんで、そういう風に回収されている方がいらっしゃいます。 

        伊丹市も他市の集団回収でもそうなんですが、実際集団回収の収集に回っておら

れる業者の責任者にお話を聞いて、最近持ち去り業者の方はどうやと現状を聞いたら、

伊丹市の場合もやはり自衛をされていないところの集団回収が多いですね。ステーシ

ョンに人が立っていない所がみんな狙われていると。ある程度自治会の方が立って、

回収員の方が来られるまで待っている所っていうのは、他の業者が来ても、ダメだと

かいう話もするし、あそこには立っておられるというのを見たら、すっと行くんです

ね。だけど出したらそのままで、やはり皆さん仕事に行かれる方とかお忙しい方が多

いので集団回収の自治会・子供会・老人会のステーションに出しっぱなしの所、そう

いう所が一番被害が多いと。ステーションまるまる無くなっているパターンがしょっ

ちゅうなんですね。やはり監視を誰もされていないところ。業者の方が来るまで置き

っぱなしというところが一番多いですね。全部なくなりますね。そういうところは。

だから自衛というのが、もちろんこういう条例というのは抑止力となって効果を挙げ

ているとは思うんですけど、出す団体さんの管理であるとか自衛というのが一番大き

いのではないかと思うんですよね。 

 

委員      立ち番っていうのは難しいんですよね。やってくれる人はみんな高齢化しており

まして。 

 

委員      ステーションの数がだんだん増えているらしいんですよ。３カ所くらいだったの

が、お年寄りの方とか出すのが近くの方が、当然皆さんよろしいので、次の年になっ

たら５カ所、10カ所。この小さいところに何十か所というステーションができあが

ってしまうんですよね。これも伊丹市だけに限らず、どこの地域でもそういうのが現

状ですね。 

 

委員      ごみステーションというのは自由に作れるんですか。 
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委員      市の方に届け出れば、と聞いています。私の所も、それまで出していたところが

角地で車がごみを引っ掛けていくので、どいてくださいという事で、仕方なく申し込

んで４軒別に作ったんです。 

 

会長      では、最後のページのまとめ案について、ご意見いただいたところですが、その

中でですね、大手の法人業者はともかくですね、個人で昔から持って行っているなじ

みの方といいますか、そういう方に対する配慮を入れるかどうかについても、もう少

し聞いてみたいと思います。 

        それから罰則の所はよろしいですか。罰金と両罰。この２つは明確ですし。 

        最初に申し上げた、法人ではなくて個人で実施されている方、なじみの方につい

てはどう致しましょう。特に書かなくても、おそらく何のトラブルにもならないです

が、条例として市議会にも出るんですが、そこでどのような説明をするか、原案とし

てどのようにすべきか。 

 

事務局     事務局として、条例にはっきりと明記できるのかと申しますと、法制部門との協

議や他市事例等見ましてもなかなか難しいのが現状でございます。 

 

会長      さして問題にならないようでしたら、このまま「持ち去り行為を禁止する」とい

う文章のままでもよろしいかとは思いますが。 

 

会長      その他全体を通して、何かご発言がございましたらお願いいたします。 

 

委員      資料４のこの「公表」っていうのは、罰則を受けた業者を公表するのか、どうい

う意味の公表なんでしょうか。豊中市と宝塚市、神戸市は公表されていますけど。 

 

事務局     業者名と行為を公表するという事です。 

 

委員      伊丹市の案では、公表はしないということですね。 

 

事務局     公表は考えておりません。 

 

委員      公表に関してなんですけども、今この時点で伊丹市は公表しないという事にして、

そういうことで条例が決まってしまうと、もし後で悪質な業者が出てきた場合にも、

それは一切公表できないということになるんでしょうか。 

 

事務局     審議会の皆さまのご意見に基づきまして、条例を作成しようと考えておりまして、

事務局の案といたしましては、公表はしないということでご提案させていただいてお

ります。 
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委員      悪質な業者が出てきたとしても、今の案では公表できないということであれば、

公表できるようにしたほうがいいと思うんです。大したことないという人はいちいち

公表することもないと思うんですけどね。 

 

委員      おっしゃる通りだと思います。素朴な疑問で、公表するしない、条例には抑止力

の意味があって、名前出されちゃうからやめとこかと、まぁいろんなバランスがあっ

て、例えば罰金１億円となるととんでもない話ですよね。それがいろんなバランスが

あって、２０万円以下というところがある。名前を出す出さないという所では、名前

を出さない意味というのがあるのか、悪いことをしたのなら、名前を出されちゃって

も仕方ないかなというのはあると思うんですけども。 

 

事務局     公表について他市さんにもお伺いしたのですが、公表されても持ち去り行為を続

ける方もおられまして、公表について抑止効果がどこまであるのかというところもご

ざいます。 

 

委員      やめないから名前を出さないというのはおかしな話ですよね。出さないならなお

のこと続けますよね。 

 

委員      公表しても、本当に悪質な業者というのは、全く意味がないんですよ。公表とい

うのはあくまでも会社の名前が出て、会社の名前が出たら、これから商売が難しいと、

ペナルティになってしまうようなところに対しては公表というのは大きな意味があ

るんですけど、法人で従業員にやらせてたというケースもあるようなんですけど、現

実は、「法人の名前を借りて個人でやっている」と、法人の代表者にも責任をとれよ

と言っても「うちは関係ない、勝手に個人がやったこと。そういう契約もしていない」

という言い逃れはいくらでもされてしまうわけなんですね。会社組織として従業員に

こういうことをやらせているというのは、今はほぼないと思うんですね。持ち去り業

者というのは全くの個人の方とか、公表されてもどうでもいいやという方が大半なん

ですよ。公表することは当然抑止力になりますが、公表したからと言って悪質な業者

がやめとこうかということは、ないみたいですね。 

神戸や宝塚でも公表することになっていますが、やはりまた同じ方が来たりとか、

公表しても特別な人に対しては意味がない。抑止力には当然なりますし、個人の名前

で看板挙げている車ではそういうことはしようがないですね。住民の目がありますか

ら。だから形態が変わってきてるようですね。普通のワンボックスカーが最近は多い

とか。そういうのはよく耳にします。そういうのは特定できませんからね。普通の方

が走っているようにしか見えない。だけど、目隠ししたワンボックスカーの中を見た

ら新聞紙がびっしりと入っている。そういうのを公表するもしないもということにな

ってしまいますので、なかなか公表したからと言って本当に悪質な業者が減るという
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事はないと思いますね。ただ、全体的には公表されたら困るという人らは、絶対にし

ないようにするとは思います。 

 

会長      事務局の口からはたぶん言えないと思うので僕が言うんですけれども、公表する

となると、持ち去った人が誰であるのかを調べなきゃいけないでしょ。「あなた誰で

すか」ってその人に聞いて、しかも所属の法人がどこであるのかを調べて、その中で

あれ取って来いこれ取って来いっていう命令があったのかどうかを調べないといけ

なくって、そういうことまで、この小さな自治体がそれをするのかと。すなわち、か

なり悪質なものであれば警察権力で刑事さんがやればいいわけであって、そこまで、

伊丹市役所くらいの小さいところで、そこまで調べなあかんのかと。という風に私は

思っておりまして、公表するっていう事は、公表のための事務が必要になりますので、

その事務を考えますと、私の意見ですが、市の条例の中では公表は特に書かなくても、

かなり悪質なものであったりですとか、あるいは廃棄物処理法そのもの自体にも公表

は入っておりますので、そういったところで動くことはありうるかなとは思います。 

 

委員      事案が大きくなれば警察が動いて、条例は外れて法律の方に行っちゃうんですか。 

 

会長      はいはい。そうです。そうであれば公表の方も入るんです。廃棄物処理法なんで

すけども非常に厳しいですから。 

 

委員      ということは、この程度の事案でしたら警察も動かないような小さな事案を対応

すると。 

 

会長      そういうものについては、公表という事はなくてもいいでしょうし、公表すると

いう事を条例に書いてしまったら、市役所がその事務をしなければいけない。そこに

人を充てないといけない。それに税金を使うっていうのは皆さん我慢ならないと思う

んですね。だから公表はしなくてもいいと感じています。 

 

委員      悪質な場合というのは警察事案になってしまうと。 

 

委員      公表するにしておいて、するかしないかは市の自由みたいな形はとれないんです

か。色々なわずらわしいことがあるのはわかるんだけども、万が一のことを考えて公

表はできるようにはできないのですか。 

 

事務局     「することができる」という表現になるかと思いますが、条例に明記した以上、

なぜ公表しないんだということになりますし、公表するしない、悪質かそうでないか

の判断基準が難しいです。 
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事務局     追加で申し上げますと、「することができる」いわゆる「できる規定」と我々よく

申し上げますけれども、仮にそういうものを作った場合、基準がどこというのをきち

んと定めなければならない。これは公表するけどこれは公表しないということをはっ

きりと定めなければならない。これが非常に難しいですし、基本的には「できる」と

規定すれば公表していくというスタンスで臨まないといけなくなりますので、やはり

会長がおっしゃったような事務的な負担も発生してくる恐れがあります。 

 

会長      罰則というのは、最初は軽くて、重くなることはあっても軽くなることはまずな

いと思うので、ここからスタートしてもいいかなと思います。 

        廃棄物処理法の罰則っていうのは、私は法律の専門家ではないのではっきりとは

分かりませんが、罰金の額が、最初の法律制定時から何倍になったかというダービー

をやったら廃棄物処理法が多分一番になると思うんです。廃棄物処理法が最初に成立

した時は確か 10万円か 20万円ですかね。現在は法人が３億円です。 

 

委員      えっ。 

 

会長      なかなかの上昇率ですよね。 

 

委員      私はね、資料を頂いたときに法律の事がいっぱい書いてあって分からなかったの

で、辞書で調べたんですね。罰金刑と言ったら１万円以上とかね、過料といったら千

円以上１万円未満とかね。そのような説明が載っていたので、資料を見たら 20万円

となってるから、すごいなと思ってたんですけどね。３億…。 

 

委員      先ほどから言われている本当に悪質な業者っていうのは、条例の罰金 20万円とか

そういうのだけではなくて、道路交通法とか、傷害とか、そういった刑事的なもので

検挙される事例っていうのが多いわけなんですよ。他市で一方通行逆走して捕まった

りとか、当て逃げしたひき逃げした、こういうのは伊丹の方では聞いたことないです

けど、他市ではよく聞きます。結局、一方通行逃げる時に逆走してしまった、信号無

視をしてしまった、それで検挙される。調べたら持ち去りの業者であったと。そちら

の方でも公表も何もないですからね。そういうのを何件も聞いてますね。住民とのト

ラブルで暴力を振って傷害事件で捕まったとか。逃げたらナンバープレートで追跡す

るというようなことで、本当に悪質な業者というのはそういうような感じで検挙され

るような事例が結構ありますので、そうなると罰金 20万円程度では済まないと思い

ますけどね。 

 

会長      大きな企業だったら３億円くらい払うんですよ。例えば廃棄物処理法違反を有名

な大企業がやったと、そうしたら社会的制裁がありますよね。そういう場合は公表が

すごく大事になるんですよ。そうでない場合は効果が少ないですね。 
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会長      全体を通じてということで、最後公表の話が出ていましたけども、次回は総まと

めということになりますので、ご発言いただく事が有れば。残り時間僅かですが、何

かございましたらお願いします。 

 

会長      では、議論につきましてはここで一区切りとさせていただきます。事務局から連

絡がありましたらお願いします。 

 

事務局     最後にですが、本日皆様にご審議いただきました内容について、もう一度確認さ

せていただきたいと思います。 

        持ち去り規制の手法については、伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例の

一部改正により規制を行います。再生資源についての所有権を設定するのではなく、

持ち去り行為を禁止します。 

        規制対象のごみ種に関しましては、一般家庭から排出される、紙類、布類、缶類

といたします。 

        規制対象の回収方法といたしましては、行政回収及び集団回収ともに対象としま

す。 

        規制対象場所につきましては、地域住民が届け出た「ごみステーション」及び再

生資源集団回収登録団体指定の集積所といたします。 

        罰則内容としては罰金とし、公表の規定は設けません。 

        罰則の対象範囲としては両罰規定とします。 

        以上を確認させていただきまして、次回の審議会において条例の案をお示しさせ

ていただきたいと思います。 

        次回の審議会は 8月 3日金曜日午前 10時を予定しております。皆さまお忙しい中

恐縮ですが、ご出席賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

会長      ごくろうさまでした。次回 8月 3日になりますけども暑い盛りではございますが、

是非ともよろしくお願い申し上げます。 

        それではこれで審議会を終わりにさせていただきたいと思います。皆さま長時間

にわたりましてありがとうございました。 
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