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１．日  時   平成 30 年 8 月 3 日（金） 10 時 00 分～12 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、奥田 哲司副会長、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 

宮地 輝彦委員、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 

         飯野豊中市伊丹市クリーンランド再資源・搬入課長 

 

６．傍 聴 人   １人 

 

７．議 事 

(1) 開会 

(2) 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    資源物の持ち去り禁止に係る条例案の概要について         

資料３    資源物の持ち去り行為への対策について（答申案）     

(3) 議事 

 

会長      皆さん、おはようございます。今年初めて、暑さで「危険な暑さ」というのをよ

くニュースで見るようになりまして、皆さまお気をつけていただきたいと思います。

ではまず、議事録の署名についてですが、本日は森下委員と大河内委員にお願いし

たいと思っております。よろしくお願いいたします。 

では、内容に入ってまいります。まず、事務局より「資源物の持ち去り行為への

対策について」の説明をお願いいたします。 

 

1. 「資源物等の持ち去り行為への対策について ①改正する条例案について②違反行為の通報と

取り締まりについて③条例制定後の効果を高める取り組みについて」 
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（事務局より説明） 

 

会長      はい、ありがとうございました。ただいまのご説明につきましてご意見をいただ

きたいと思います。私の理解で言いますと、あくまで行政が警察沙汰になる前にま

ずはソフトに注意喚起をすると。その方法としては書面で禁止命令書をお渡しする

と。それでも改善されない場合については警察に協力を求めると。住民に対しては

「協力を求める」となっています。「自衛を妨げない」という表現でもいいかと思う

んですけども、住民に対しても一定の理解をしてもらいたいと。そういった、行政

コストもあまりかけずに済むような形で、うまくまとめていこうと、そういう風に

作られていると私は感じております。 

最初に口火を切ったつもりで申し上げましたが、ご意見を頂きたいと思います。

どなたかございませんでしょうか。 

 

副会長     古紙の対象物が４つ明記されている。「など」となっていないということは４つだ

けになると思うんですけども、普通、紙だとですね、一番売れるのは上質紙。それ

が入っていないというのはなぜでしょうか。 

 

事務局     本市の分別区分では、雑誌の中に雑多な紙類が含まれまして、そこに上質紙やＯ

Ａ紙も含まれております。 

 

会長      よろしいですかね。雑紙の中に上質紙が入っておるということですね。 

 

副会長     ということは、規則案の方には「雑誌・雑紙」となっていて、資料の２ページに

は「雑誌」ってなっていますけど、「雑誌・雑紙」ということですね。 

 

会長      ２ページ目の「条例案の概要について」では、「②持ち去り禁止の規制対象物」「新

聞、雑誌、段ボール、紙パック」という風に４つ書いてありますが、規則案の文章

では、古紙類には「新聞、雑誌・雑紙、段ボール、紙パック」と、こちらには雑誌・

雑紙という言葉が入っていますよね。こちらを正とすると、そういう意味でいいで

すね。 

 

事務局     はい。そうでございます。 

 

副会長     上質紙もそうですけど、古本とかのほうがたくさん出るのかなと思うんですが、

雑紙に含めておいていいものと、分けて書いた方が分かりやすいものというのがあ

れば、再検討いただければと思います。 

 

会長      法制協議というのをやりますよね。スケジュールのページに書いてありましたけ
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ど、条例の文言調整については最終的にそこで詰めることになると思いますので、

よろしくお願いします。平成 30年 8月の答申書の提出の後に法制協議とか神戸地方

検察庁との協議ですか、そこで詰めることになるかと思います。 

 

委員      紙パックってどんなものなんですか。 

 

事務局     牛乳パックなどとご理解いただければと思います。 

 

委員      分かりました。ありがとうございます。 

 

委員      11ページの「持ち去り禁止の貼紙等の貼付」という形で「ごみステーションや集

積所に持ち去り行為禁止の表示をするよう協力を求めます」という風に書かれてい

ますけれども、できるだけ我々はステーションにそういうのを貼った方がいいんで

すか。それやったらそれで、皆に協力を求めますんで。 

 

事務局     禁止対象場所であることを明確にするために、ごみステーションや集積所には貼

っていただくようご協力をいただきたいと考えておりますのでよろしくお願いしま

す。 

 

事務局     追加で申し上げますと、ステーションのネットなどに取り付けられるようなもの

であるとか、可能であれば壁に貼れるようなものであるとか、そういったものをこ

ちらでは考えておりまして、行政側で作成して配布するなりして、取り付けていた

だくということを考えております。 

 

委員      それができてから皆に要請した方がいいですか。せっかく作ってもらうんであれ

ば、統一したものを貼ったほうがいいんじゃないかと。というのも、ステーション

にベタベタベタベタ貼紙をよぉさん貼ってもね。ある程度すっきりした方がいいと

思うんでね。 

 

事務局     条例について啓発の機会を設けたいと思いますので、その際にでもお渡しできれ

ばと思います。 

 

委員      それは改めて自治会連合会の環境委員会とか、色々なところに調整行きますんや

ね。 

 

事務局     はい、その通りです。 

 

委員      わかりました。 
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副会長     今の貼紙等に関連して。今回は持ち去りの話なんですけど、広く言えば家庭から

出る資源物をうまく再資源化しようという流れの一環で、最初の方で議論があった

と思いますけど、適正な流れからいいところだけ取られると、利益が出るものが回

らなくなったりするということもあったと思うんですね。実際のステーション見ら

れたらわかると思うんですが、いろんな貼紙があって、よくわからない。どれもや

らないといけないのかと、どれが重要なのかわからない。そういう意味では、今回

新たに作られるのであれば、これは提案なんですけれど、資源物をリサイクルしま

しょうという一環で、１つはちゃんと皆さん分別しましょう、もう１つは集団回収

というものがあるので、集団回収に回せるものは回しましょう。で、ここに出され

たものは、適切な回収業者が収集しますのでそれ以外の方は取ってはだめですよ。

罰則ありますよ。それは最終的にはリサイクルとして市民に還元されていますよ。

というようなトータルな視点で、市が作られるのであれば、住民啓発も兼ねたよう

なそういうポスターにされると効果的ではないかと思います。提案として受け取っ

ていただければと思います。 

 

事務局     ありがとうございます。検討させていただきたいと思います。 

 

副会長     もう１つだけすみません。取り組みの中でですね、住民様へというところももち

ろん大事ですし、されると思うんですけど、収集業者さんへのお願い、既存の正規

の収集業者さんへのお願いという所は考えていらっしゃらないのでしょうか。 

 

事務局     収集業者の皆さんにも周知はさせていただきたいと考えております 

 

副会長     そこまで協力していただけるかわかりませんけど、特に収集業者さんは、突然量

が減ったとかですね、散らかってたとかですね、そういう情報はお持ちだと思うの

で、そういうところも連携してされたらいいかなと思います。 

 

事務局     やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

会長      私が聞くのもおかしな話なんですけど、弁明の余地を与えない、弁明の機会の付

与は不要とするという文章は、今まで私あまり重要視してこなかったんですが、問

答無用だけど 20万円罰金払えというのがね。実際にそういうことはないんだろうけ

ど…国家権力とはこんなもんなんですかね。 

 

事務局     行政手続条例第３章に規定しますのは、不利益にならないようにということで弁

明の措置とかそういうのを与えましょうということなんですが、注意・指導・命令

を行っていく中で、それでも改善できない場合にということと、その場での現認と

命令を同時に行わなければならないということ、注意や指導も複数回行う前提とし
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ていることもありますので、弁明の機会については適用除外とさせていただいてお

ります。 

 

会長      もしも、この 20万円で不服がある時は、裁判でとかそういう形になると思います

し、この条例の中では行政コストも考えると、そこで弁明とかやってられないとい

うこともありますし、実際にはそういうことにはならないと思うんですけれども、

読み方によっては、そう読めると。 

 

会長      皆さん他に何かございますか。 

 

委員      個人の人がね、集めているときに現場を見たと。その時は通報すると。でももう

その時にはどこか次の所に行ってしまって、実際追跡できないんじゃないかなと。

この通報のシステムですか。そのへんがどうなるんかなと疑問持っとるんですけど

もね。 

 

事務局     おっしゃる通り、その場にはおられないということは多々あると思いますけれど

も、その１回で終わるということはあまり考えられませんので、通報があった場所

を重点的にパトロールしていくといった対応を考えておりますので、見つけること

もできるのではないかと思っています。 

 

委員      写真を撮っとくとかそういうことは、具合が悪いでしょうな。 

 

事務局     プライバシーのこともありますし、トラブルも懸念されますので、通報時に写真

の撮影をしてくださいというシステムにするというのは難しいと思います。 

 

副会長     ７ページからの規則の細かいところなんですが、回収していい団体として市と協

定を締結している者と再生資源集団登録団体と業務委託契約をしている者というこ

となんですけど、最近災害廃棄物のことを研究しておりまして、先週も倉敷の災害

廃棄物の現場に行ってきたんですが、ニュース等々でご存知だとは思いますけど、

真備町なんかは災害の後、道路にごみが延々と置かれている。これは産廃じゃない

ので一廃になります。特に真備町は災害廃棄物の計画がなかったこともあって、環

境省から災害を受けたのにお叱りを受けたりもしてかわいそうなんですけど、自衛

隊が入って処理されました。その場合にこの規定は障害にならないんですか。自衛

隊とは契約をするから大丈夫とか要請をするからとか大丈夫とかあるんですか。そ

ういう時に「撤去しますよ」「お願いします」といって簡単にできるような文言にし

ておくと面倒でないかなと思います。 

 

事務局     今回の条例では一般廃棄物処理基本計画で定める分別方法に従い、ごみステーシ
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ョンに排出された廃棄物、もしくは再生資源集団回収登録団体が再生資源の集団回

収を実施するために指定した集積所に排出された廃棄物を対象としており、禁止対

象場所も明記しておりますので、災害廃棄物処理計画の対象となる廃棄物は対象外

という事になります。 

 

副会長     収集場所についても災害時には市指定のパッカー車だけでは足りないので、他市

のパッカー車なんかも応援に来て、それに回っていただくということもするんです

けど、それでも問題ないんですね。いつもの業者ではなくて、たとえば京都からパ

ッカー車がやってきてステーションを回ったりとかそういうことをするんですけど。 

 

委員      災害の事をおっしゃいましたけど、実際そういう非常事態が起きた場合は、阪神

大震災も我々経験しているんですが、その時は古紙とか資源物とかいうよりは先に

廃棄物の処理が優先になってきますので、そういった心配はおそらくないんじゃな

いかなと。もちろん災害は無い方がいいんですけどね。そういった面で問題なく廃

棄物の方からまず優先にされるだろうと思いますのでね。 

 

委員      細かい話なんですけども、平成は 30年の４月 30日で終わっちゃいますよね。そ

うしたら、31年の７月とかっていうのは、何か平成ではなく元号が変わってるんだ

ったらここの書き方というのは西暦で書くのがいいんですかね。 

 

事務局     ありがとうございます。市の法制部門との調整を行っております中では、現状で

は平成のままで問題ないということでして、後程元号が変わった段階で対応すると

いう事でございました。 

 

委員      わかりました。ありがとうございます。それともうひとつ。取り締まりの流れで

すけれども、やはり現場を押さえないとダメということですよね。だからまず市民

は市に報告をして、市がパトロールをして、ということでいくんですよね。その時

に収集される方のユニフォームを着てされるのか、覆面でといいますか。明らかに

市の方がパトロールに来てるっていうのが分かったときには、こういう人たちは近

寄らないと思うんですけども、そのへんの業務をされるときの服装というのは、従

来のユニフォームのままなんですか。 

 

事務局     あくまでも捕まえることが目的というわけではなく、持ち去り行為がなくなるこ

とが目的ですので、私服で見張ったりであるだとか、そういうことは考えておりま

せん。むしろ持ち去りは禁止であるという事を周知させていただきながらパトロー

ルしていこうと思っています。 

 

委員      はい。わかりました。 
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会長      そのあたりも、特にルールは決めてはいないけれども、常識の範囲でやっていた

だくと、例えば決まったユニフォームを着てパトロールをしている目の前でさっさ

と持っていかれると、これは何回かやっているとまずいですよね。ユニフォームを

着てる人がいると、しゅんとしよるけど、いつもやっているとなったら今度は私服

かなとなるかもしれませんし、そのあたりは常識的にやっていただけたらと思いま

す。 

 

委員      さっきも何か、ネットの所に周知のステッカーを貼るとおっしゃってましたけど、

資源物を出すときにネットはかけるほうが抑止効果があるのかどうなのか、新聞と

かそのまま出しとくのがいいのか、そこにネットをかけるのか。 

 

委員      資源物はいらんのちゃう。 

 

事務局     現場を確認いたしましたら、資源物にネットはかけておられないと思うんですけ

れども、条例ができましたら、ここはごみステーションですよとか、集団回収の集積

所ですよということを明記するためにはネットをかけていただきたいと思っており

ます。もしくは畔板を利用されているステーションなんかはそこに明示できるような

ステッカーなどを考えようと思っています。手間は増えてしまうんですが、ご協力を

いただきたいと考えています。 

 

委員      私も聞きましたところ、ネットをかけた方が抑止効果にもなるし、回ってきた人

も、車で四つ角を出てきたら、むこうに新聞だけがそのまま出ていたら車で横に着

けてぱっとそれだけ持っていけますよね。それがネットがかかっていたら、ネット

をめくって何があるのか確認して、それから持っていくという形になるので抑止効

果があるって聞いたんですけどね。だから私はお当番の時にはネットを出してるん

ですけども、みんなそのままネットの横にかけずに置いていかれるんですね。 

 

委員      以前にもご説明させていただいたとおり、ちょっと投げやりな言い方かもわかり

ませんが、持ち去り業者はネットをかけていようが、鍵のかかるような入れ物に入

れておろうが、持っていきますので、だから、こういうお話をされている中で、色

んな抑止力を皆さん考えてやっておられるのはすごくいいことだと思うし、今のネ

ットも多少の効果はあるかもわからないんですが、やはり一番は住民の安心・安全

というのが一番なんで、二次災害を防ぐために、今伊丹市さんのほうも色々な情報

を収集しながら、現場を押さえなければとかいろんな話が出ていると思うんですが、

特に悪質な持ち去り業者というのはできる限り排除していきたいというのが一番の

お考えかと思いますので、抑止的な対策については、自治会さんとか子供会とか皆

さんに我々もしょっちゅう聞くんですけども、ああしても持っていかれた、こうし
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ても持っていかれたというのが今の現状なんで、無理のない程度でされたらいいん

じゃないかと思います。あとは、そういう業者にかち合った場合は、二次被害を防

ぐためには余計なことは言わずに行政に報告するなり。一番大事なのは、相手の特

徴とか明快なのは車両番号とかね、そういったチェックをしていただければ、今後

の伊丹市さんがパトロールされる場合も、数には限りがあるので、そんなに隅々ま

でというわけにはいかないでしょうけども、よく取られている地域を重点的にとか、

そういう方法でパトロールして現場を押さえるということをされるかと思いますの

で、自治会ではできる限りの対策という事でいいと思います。それ以上お金をかけ

て、労力をかけて一生懸命されているところもあるとは思うんですが、そこはほど

ほどにされたらどうかなというのは、相談を受けたときには説明させていただいて

おりますので、危険なことがないようによろしくお願いします。 

 

委員      これとは関係ないことかも分かりませんが、私のステーションでは６月から畔板

が来たんですね。その上にネットをかけるんですけどね、それでも中にカラスが入

って引っ張り出すんですよね。なんかかけ方があるんですか。下に巻き込むように

はしてるんですけどね。生ごみでないプラスチックごみの時でもカラスが入るんで

すけども。 

 

事務局     折り畳み式畔板ということで、カラス対策ために作ったものですね。これまでも

かなり好評をいただいておりまして、かなり効果は挙げてきておるんですが、今お

っしゃいましたように最近カラスもかなり知能が高いのか、ネットをかけていても、

それを取ってというようなこともあるように聞いております。そのあたりはカラス

との知恵比べの部分もありますが、取られる場合はネットの上にペットボトルを置

かれていたりとか、というところもございますので、知恵を出し合って自衛してい

かないと仕方がないのかなと思います。 

 

委員      ネットを畔板の下に差し込むようにしてるんですけど、今はそれで様子見るよう

にしてるんですけど、初めに荒らされた時にはどんな状態だったのかそれはわから

ないですけども。あれが来てからカラスにやられたっていうことがありましたので。 

 

委員      市で収集してもらうのと、個人的に失敬されるのと、新聞やアルミ缶の行きつく

先は別なんですか。 

 

委員      持っていきどころはどこですか。っていうことですよね。最終的に。行政の持っ

ていく場所と、個人さんの持っていく場所は違う場所なのか一緒の場所なのかとい

うことですよね。委員のところにはいかないですか。 

 

  委員      個人の方がどこかに売りに行きはるっていうそういう意味ですか。 
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  委員      そうそう。 

 

委員      そうですね。どこかに売りに行きはるんでしょうね。最終的に収益にするんだろ

うなとは思うんですが。アルミ缶が多いですね。個人の方が自転車に乗せてと言う

のは。古紙の場合は、我々だけではないですけど問屋というのは、そういう所に持

って行かれているのかという所まではもちろん分からないですが、少なくとも問屋

という会社の組合では自治会さんや子供会さんが自発的に持ってこられるというも

の以外は、個人での荷受けはされないですね。缶やアルミは結構見かけますね。缶

や金属を回収されてリサイクルされているという業者はどこにでもありますので、

そういうところに持ち込まれるんじゃないですか。 

 

委員      そうなんですね。別なんですね。冬なんかやったらマスクして帽子かぶって、目

くらいしか開いてなくって、完全武装みたいな感じで、やってられるのをちょこち

ょこ気が付くんですけどね。 

 

委員      それは地域の自治会の方とかそういう方ではないんでしょうか。 

 

委員      誰かわかりませんし、どこへどう行かれるかわからないのでね。その人にちょっ

と声をかけるというのもしにくいからね。そういうときは報告するしか。 

 

委員      どうしても気になるのであれば市役所やクリーンセンターの方にお伺いして、話

を聞いてもらう。とりあえず報告されるのがいいかと思いますけどね。 

 

委員      前回のときの話にも少し絡んで来たりするんですが、適正処理という形のもので

あったりだとか、我々一般的に誰が回収してるのか、行政が回収しているのか、個

人が回収しているのか、悪質な業者なのか、誰なのかっていうのは正直分かりませ

んよね。まぁ伊丹市委託とか書いてあればおそらくそれはそうなんでしょうけれど

も。例えば、きっちりした車に、きっちりした制服で、さも当たり前に持って行っ

ている方が悪質なのかどうなのか、正規なのかどうなのかっていうのは、わからな

いんですよね。先ほどの話じゃないですけども、ちょっと出で立ち風体が怪しげな

っていう方は、おそらく違うんだろうなっていう風には思いますよね。伊丹市さん

でちゃんと持って行ってもらっている業者は何月何日の何時だよというそこまでの

知識は持っていないので、誰が悪い人なのか誰がいい人なのかが分からないという

のが正直なところで。 

 

会長      それについては、住民に対しては掲示物の掲示の協力を求めるというのと同じく、

11ページに収集運搬、及び積み替え保管に係る事業者や買い取り事業者に持ち去り
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禁止の協力を求めると書いておりますが、協力を求めるという中に正規業者である

という腕章を例えば配布してそれをつけてもらうとかそういった計画はあるんです

か。 

 

事務局     収集運搬事業者さんにもステッカーなどを貼っていただこうかなどということは

考えておりまして、伊丹市で持ち去りを禁止する条例ができましたよということを

周知させていただくようなことを考えております。 

 

会長      そういう答えで大丈夫ですかね。 

 

委員      はい、大丈夫なんですが、先ほどの話にあったちょっと怪しげな方というのは、

条例の規制対象にはならないんですか。 

 

会長      正規の業者であると表示されている場合はそうであって、表示がなければ持ち去

りなのではないかということで、ただし個人でやったおられるような場合で誰にも

迷惑をかけていないような形の場合、それを通報対象とするかどうかは市民の判断

じゃないですかね。多くの人が不安を覚える、ということであれば、市も動かざる

を得ないと思います。 

 

事務局     気になるという事であれば、行政にご連絡いただきまして、こちらから注意や啓

発はさせていただきます。 

 

委員      行政回収ね、助かってるんですけども、品目ごとに回収するという事は聞いてい

ますけども、例えば朝、新聞回ってましたと。で昼ごろまた新聞置いたと、それが

必ずないんですよ。だから１日何回も業者回ってくれてるから助かるなと思ってね。

普通なら朝８時半までに出してくださいと。それ以後に出したら、残るんですよね。

資源物だけは遅れておいても夕方になったらないんですよ。それをいちいち皆さん

に誰がやったか見とけとは言われへんしね。ある程度は無くなってくれたらありが

たいなというのが正直なところですけど。 

 

委員      それは恐らくパトロールされている資源回収の回収車両が、パトロールというと、

１回８時半に皆さんが出されて、回収しても、やはり取り漏れとか若干入りにくい

地域だと多少あると思うんで何度か車回りますよね。 

 

委員      ありがたいんですよ。 

 

委員      そうしたら見落とした地域にあったやつを回収したりとか、それこそ今おっしゃ

ったように、あれ、これ朝回収したのにまた出してはるわという状態でまた回収さ
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れる方もいらっしゃるし、基本的にはちゃんと出していただかなければいけないん

ですが、それは運転手の判断でしょうね。 

 

委員      本当にありがたいですよ。普通やったら残ったらそれを役員が回収して置いとい

て、また出さないかんのやけどね。こまめに回ってもうてんねやなと思って。 

 

委員      それで、先ほどもおっしゃっていたように、車自体は伊丹市さんに関しては、ほ

ぼ 99%以上は集団回収か行政回収で古紙等は回収させていただいていると思うんで

すが、ほぼ全て、車を見たら何かの社名とか名前とか、行政回収やったら行政回収

やってますという横断幕をつけてるか、車両を見たらおそらくすぐに、「あ、これは

正規の回収業者だ」と。集団回収とか子供会さんも自治会さんの回収も、ほぼ皆名

前書いてると思いますし、ご丁寧に「何々自治会の回収車両です」と書いていると

ころもあるわけなんです。それ以外の何も記名されていないような、いわゆるノー

マークノー看板と言われる見た事もない、何も書いていない車両で、しかも運転手

も自治会の人が誰も見たことがないようなという、そういうのは決めつけるのは申

し訳ないですけど、おっしゃってるような悪質業者になるんじゃないかなと思いま

すね。 

        これは余談になるんですけど、そういう車両をある程度特定して、車両の所有者

というのがいずれは分かると思うんですけど、ここに入れる入れないはともかくと

してね。車両の所有者にもある程度何かの責任を取らせればいいんじゃないかなと

いうのはひとつの個人的な意見です。どこも車両に関しては一切触れていないと思

うんですよ。個人の車両であろうが、法人の車両であろうが、車両の所有者という

のは絶対におりますので、車両に対してもいくらかのペナルティを科せば、また変

わってくるんじゃないのかなと。やはりそこまでいくと本当に大がかりになってき

ますので、行政の方も大変だと思うんですけど、そういう意見も出ているという事

は、それだけ持ち去り行為を防ごうという表れだと思うんで。 

 

会長      そうですね。あまり規模が大きくなったりね、住民にも不安を抱かせるようなこ

とがあれば、こういった条例だけではなくて、他の条例もしくは国の法令に基づい

て動くことができると思います。先ほどの車両の所有者を調べるとなるとそのため

の行政コストもかかってきますので、環境部署にそんな部署を作る必要は僕はない

と思っていますので、そういう専門の所でやっていただければいいのかなと思いま

す。全くご意見を否定しているわけではなくって、大規模なものについてはしかる

べきところが対応すべきだと意味で申し上げています。 

 

会長      では次に答申案についてのところに入っていきたいと思います。お願いします。 

 

2. 「資源物等の持ち去り行為への対策に係る答申案について」 



12 

 

 

（事務局より説明） 

 

会長      はい、ありがとうございます。答申案の文章につきまして何かご注意いただくこ

とはございますでしょうか。条例案の概要については、答申案にはつけるのですか。 

 

事務局     つけない予定です。 

 

副会長     答申案はいいと思うんですけれども、関連というか同じことが書いてあると思う

んですけれども、資料１の８ページに両罰規定の所で答申案でいうと２．の(4)のと

ころになると思うんですけれども、「法人又は個人」と書いてあるんですよ。条例案

には「法人又は人」と書いてあるんですよ。これは「個人」でいいんですか。 

 

事務局     答申書に関しましては、皆様に分かりやすい表現という事で一般用語の「個人」、

条例案につきましては法律用語としまして法人に対しての自然人という意味合いで

「人」と表現しておるというところでご理解いただきたいと思います。 

 

委員      ３番の「市は市民等に対し周知や啓発に努めること」とあるんですが、それに対

して、市民はどうしなきゃいけないということは入らなくていいんですか。 

 

会長      会長からの答申で、私から、市長に対して、「市民はこうするべきだ！」って私よ

う言いませんわ。 

 

（一同笑い） 

 

会長      まぁ市の方からいくつか計画はあるって今日説明がありましたので、それでいい

かなと思っております。この中には問答無用ともなっていませんでしょ。そのあた

りは付随的な部分ですので、答申書の中にはなくてもいいかなと思います。 

 

委員      わかりました。 

 

事務局     補足で申し上げますと、伊丹市廃棄物の処理及び清掃に関する条例には「市民の

責務」ということで、「減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければ

ならない。」ということで、一般的な規定の仕方ではありますが規定がありますので、

それで足りているのかなと考えております。 

 

委員      そうですか。ありがとうございます。 
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会長      他にございませんでしょうか。なければ、この答申案の文章で、案の字をとりま

して、当審議会から市長への答申ということにしたいと思いますがよろしいですか

ね。 

        はい、ありがとうございます。 

 

事務局     一点訂正させていただきます。前文の上から４行目「答申の趣旨」を「答申の主

旨」と訂正させていただきたいと思います。 

 

会長      そこだけ修正していただいて、答申としたいと思います。それでは今後のスケジ

ュールについて説明をお願いします。 

 

事務局     今後のスケジュールを簡単に記載させて頂いております。この８月に皆さまから

答申書を提出いただき、法制や地検との協議を行います。９月の中旬ですが、伊丹市

議会の都市企業常任委員協議会でパブリックコメントの実施についてご報告をさせ

ていただきます。１０月中旬から１か月間かけてパブリックコメントをさせていただ

きまして、１２月の議会で上程させていただきます。議決をいただきましたら、１月

に公布させていただきまして、半年の間で周知を徹底しまして、７月１日に施行とい

う考えでおりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

会長      はい。ありがとうございます。それではここまでで本日の会議は終わりたいと思

います。皆さまご協力大変ありがとうございました。 
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