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課計画調査係主事） 
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佐久間信一・石垣歩 
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会 議 次 第 

 

１.開会 

２.議事 

（１）東村山市環境審議会委員の推薦について 

（２）東村山市一般廃棄物処理基本計画中間見直しについて 

３.報告 

４.閉会 

問 い 合 わ せ 先 

資源循環部 管理課 計画調査係 渡邉 

電話番号 042－393-5111（内線 2613） 

ファックス番号 042－391-5847 
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会  議  経  過  

○原田（市事務局） 

 それでは、定刻となりましたのではじめさせていただきます。 

 改めまして、皆さん、こんにちは。資源循環部次長の原田でございます。本日は

お忙しい中、平成27年度第１回東村山市廃棄物減量等推進審議会にお集まりいただ

きましてありがとうございます。 

 まず初めに、資源循環部長よりご挨拶させていただきます。 

 

○間野（市事務局） 

 改めまして、皆さん、こんにちは。お盆を過ぎて、日も少しずつ秋の気配を感じ

るこのごろですが、志賀会長をはじめ、委員の皆様には、お忙しい中、お集まりい

ただきましてありがとうございます。前回、昨年度の３月20日からもう8月というこ

とで、日の過ぎるのは本当にあっという間だなと思っているところでございます。 

 おかげ様をもちまして、施設内の関係でございますが、リサイクルセンターの管

理棟の事務所が無事に建ち上がりました。この８月７日から８日に、職員総出で引

っ越しを行いまして、８月10日から新しい事務所で事務を開始したところでござい

ます。もしお時間があれば、お帰りのときにでもご案内させていただきますので、

お時間のある方はご覧いただければと思います。よろしくお願いします。 

 また、今後ですけども、今まで私たちが事務をとっていた管理棟を、９月過ぎか

ら解体を行います。またプールの管理棟も新たに改修を行って、きれいにリニュー

アルするという予定でございます。今年度末を迎えるころにはかなり秋水園の中も

様変わりして、来年度の早々にはまた新しい秋水園にリニューアルできるのではな

いかと思っているところでございます。大きな工事等は、これで終わるところでご

ざいます。 

 また、今日ですけども、一般廃棄物の処理基本計画の中間見直しということで、

平成27年度、ちょうど５年目を迎えて、我々も目標に向かってやってきたところで

ございますが、折り返し地点ということで、ここのところで時点修正をしていきた

いと思っているところでございます。これまでの間は、私たちは市民アンケートや

市民意見交換会などを実施いたしまして、いろんな意見を集約しているところでご

ざいます。その意見をもとに、ぜひ今回、高所大所から皆さんでご議論をしていた

だきながら、後半に向けてのよい計画書をつくれればと思いますので、本日は何と

ぞよろしくお願いします。 

 簡単ですが、ご挨拶とさせていただきます。 
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【職員紹介】 

 

○原田（市事務局） 

 続きまして、お配りしております資料の確認を渡邉係長よりさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 

                【資料確認】 

 

○原田（市事務局） 

 続きまして、本日の出席状況を確認させていただきます。本日は、加藤委員、齋

藤委員がご都合により欠席ということでご連絡いただいております。 

 現在８名の委員の方にご出席いただいておりまして、東村山市廃棄物の処理及び

再利用の促進に関する条例施行規則第３条第５項の規定により過半数を満たしてお

りますので、本会議は成立いたします。 

 それでは、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則第３条

第２項に、会長は、審議会を代表し、会務を総理するとございますので、ここより

議事進行を会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○志賀会長 

 皆さん、こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。 

 それでは、これより平成27年度第１回の東村山市廃棄物減量等推進審議会を開会

いたします。 

 

【開会】 

 

○志賀会長 

 今回は、先ほど部長さんもおっしゃったように、一般廃棄物処理基本計画中間見

直しに向けて、市民の皆さんたちからも貴重なご意見をいただいているようなので、

しっかり生かしていけるように意見交換をさせていただければと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本会議の公開につきましての確認を行います。本日の審議内容、次第

にございますように、東村山市環境審議会委員の推薦、東村山市一般廃棄物処理基

本計画中間見直しとなっております。本日の審議内容につきまして、特段の非公開

情報はないと思われますので、傍聴者の入場を許可したいと思いますが、よろしい

でしょうか。 
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（異議なしの声） 

 

○志賀会長 

 特にご異議がないようなので、傍聴を認めたいと思います。傍聴の方はいらっし

ゃいますでしょうか。 

 

○渡邉（市事務局） 

 １名いらっしゃっています。 

（傍聴者入場） 

 

【議事】 

 

○志賀会長 

 それでは議事に入らせていただきます。 

議事（１）東村山市環境審議会委員の推薦について、事務局から説明をお願いい

たします。 

 

○竹崎（市事務局） 

 では、環境審議会の委員選出について、私から説明をさせていただきます。 

 お手元の資料にあります資料番号①「東村山市環境を守り育むための基本条例」

をご用意ください。環境審議会につきましては、この条例に基づき設置されており

ます。委員の構成につきましては、資料番号①の条例第19条の４にあります、市の

環境関係の審議会である緑化審議会、廃棄物減量等推進審議会の委員から２名以内、

学識経験者から２名以内、環境関係活動団体から３名以内、事業者から２名以内、

公募市民から３名以内という構成になっております。 

 環境審議会の内容でございますが、市の環境保全などに関しての施策を総合的に、

また計画的に推進するため、環境基本計画に関することや環境保全などについての

基本的事項に関することなどを審議していただく場となっております。 

 現在、廃棄物減量等推進審議会からは、関係審議会委員として中根様に委員を務

めていただいておりますが、平成27年８月６日をもって２年間の任期を満了したこ

とに伴いまして、改めて廃棄物減量等推進審議会委員の方からの選出をお願いした

いと依頼があったため、本会議での選出をお願いいたします。 

 なお、次の任期につきましては、平成27年８月７日から平成29年８月６日となっ

ております。以上でございます。 
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○志賀会長 

 ありがとうございました。 

 今、説明がありましたように、環境審議会委員を当審議会から、推薦してもらい

たいということでございます。どなたか立候補していただける方、いらっしゃいま

すでしょうか。 

 

○市川委員 

 中根さんは前回も当審議会から代表で出てもらっています。引き続き、中根さん

にお願いできればと思いますが、いかがでございますか。 

 

○志賀会長 

 よろしいでしょうか。 

 

○中根委員 

 はい。力不足かもしれませんけれども。 

 

○志賀会長 

 大変恐縮ですが、引き続きお願いするということで、皆様よろしいですね。 

 

            （異議なしの声） 

 

○志賀会長 

 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、次の議題に移りたいと思います。議題（２）東村山市一般廃棄物処

理基本計画中間見直しについて、事務局からご説明をお願いします。 

 

○渡邉（市事務局） 

 では、私から東村山市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しについてご説明させ

ていただきます。資料番号②をご用意ください。 

東村山市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しについてです。まず１番目、中間

見直しにあたっての基本的な考え方を記しております。本市では、平成22年度に廃

棄物減量等推進審議会でご審議、ご答申をいただきまして現在の一般廃棄物処理基

本計画を策定し、市民また事業者の皆様のご協力をいただきながら、基本理念であ

る低炭素や効率性に配慮した循環型社会の実現に向けた取り組みを進めてまいりま

した。本年度、平成27年度は10年間の計画期間の５年目に当たりますことから、こ

れまでの取り組みの振り返りを行いまして、進捗状況や社会事情の変化などを取り
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入れながら計画の中間見直しを進めております。 

 今回の見直しにあたり、現行計画の基本理念及び５つの基本方針につきましては、

10年間の目標として、廃棄物減量等推進審議会の答申を経て設定したものであるた

め、これをこのまま継承し、この基本理念を実現していくための各個別施策の取り

組み内容についての見直しを行ってまいります。委員の皆様におかれましては、見

直しにあたりましてご意見、ご指摘を頂戴していければと考えております。 

 続きまして、今年度の審議会の流れについてですが、資料には載せていませんが、

今年度、合計４回ほどのご審議をお願いできればと考えております。まず、本日１

回目と２回目においては、平成23年度から始まっております現在の計画の取り組み

内容の評価と今後の施策展開の案についてご意見をいただきたいと思います。続い

て１回目と２回目でいただきましたご意見をもとに素案を取りまとめまして、３回

目の審議会で、その素案についてのご意見を頂戴していきたいと思います。その後、

市民の皆さんのご意見を頂戴するため、パブリックコメントの実施を予定しており

ます。４回目の審議会にて、パブリックコメント実施後の最終調整した改定案につ

いてのご意見を頂戴できればと考えております。４回目は３月ごろに実施していき

たいと考えております。 

 なお、審議の進捗状況によりましては、さらに１回追加でご審議いただく場合も

ございますが、現状のところ４回と事務局としては考えております。 

 本日の内容としましては、今までの取り組み内容やごみ量の実績などのデータで

動きがあるもののご説明、また市民の皆様と一緒に見直しを進めるということ実施

しました、廃棄物減量等推進員によるグループワーク、市民アンケート、意見交換

会のご報告をさせていただきます。それを踏まえた上で、今までの施策の取り組み

の評価、今後の施策展開について、資料番号⑥番でご説明をさせていただきたいと

考えております。よろしくお願いします。 

 それでは２ページ目をご覧ください。振り返りに入るまえに、国や都の動向を取

りまとめておりますので説明をさせていただきます。 

 大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会のあり方や国民のライフスタイルの見直

しなど、環境への負荷の低減が図られた循環型社会を形成するため、平成13年１月

に循環型社会基本法が施行されております。 

 その後、同法を受けまして第一次、第二次の基本計画が策定され、今現在ですと、

平成25年３月に第三次の循環型社会形成推進基本計画が策定されております。こち

らの第三次計画においては、循環型社会の中長期的な方向性について、３Ｒの取り

組みの進展や個別のリサイクル法の整備によって最終処分量の大幅な削減が実現す

るなど、循環型社会形成に向けて着実に進展しているということを踏まえて、リサ

イクルより優先順位の高い２Ｒ、リデュースとリユースの取り組みがより進む社会

経済システムの構築を目指すとしております。また、世界的に資源需要が高まると
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予想されている一方で、多くの貴金属、レアメタルが廃棄物として埋め立て処分を

されているということから、小型家電リサイクル法の着実な施行など、使用済み製

品からの有用金属の回収と水平リサイクル等の高度なリサイクルを推進するとして

おります。 

 さらに、地域の特性や循環資源の性質等に応じた最適な規模の循環を形成する地

域循環圏の構築や３Ｒの国民運動を推進することの必要性と、または国際的な視点

に立った資源循環の推進についてもうたわれております。その上で、３つの以下の

ような数値目標を設定しております。 

 発生抑制の指標としては、１人１日当たりのごみ排出量を平成32年度において、

平成12年度比で25％削減を目標としております。続いて、２つ目が資源回収される

ものを除いた家庭ごみの１人１日当たりのごみ排出量、平成32年度で平成12年度比

25％削減としております。最後に、事業系の総ごみ量ですが、平成32年度で平成12

年度比35％削減とあげられております。以上が国の動向です。 

 続きまして、３ページ目の（２）東京都の動向についてです。東京都では、平成

23年６月に平成23年度から27年度を計画期間とする東京都廃棄物処理計画を策定し

ました。循環型社会の構築には貴重な埋め立て空間をより長く使い続けることが必

要であるという認識のもと、一般廃棄物と産業廃棄物の最終処分量の減量目標を上

げ、そのための３Ｒの推進施策を次のように定めております。すなわち、１つ目の

発生抑制・リユースの促進として、ごみを出さない社会の定着、家庭ごみの有料化、

２つ目のリサイクルの促進策として、都市鉱山の開発、静脈物流の効率化等、また

３Ｒ効果の見える化策として、リサイクルに係る費用の透明化等、３つ目の３Ｒの

取り組みを支える体制づくりとして、グリーン購入の普及啓発の促進、また環境教

育、普及啓発を推進するとなっております。 

 また、平成27年の３月には持続可能な資源利用に向けた取り組み方針を策定して

おりまして、持続可能な資源循環型都市の構築について、基本的な考え方、方向性

を明らかにしております。こちらの中では持続可能な資源利用を進めるための３つ

の柱を上げておりまして、まず１つ目が、食品ロスの削減やレジ袋等の使い捨て型

ライフスタイルの見直しなどによる資源ロスの削減の促進。２つ目に、低炭素、自

然共生、循環型物品等を選択して使用することによるエコマテリアルの利用の促進。

３つ目に、より高度な循環利用と不適正な処理等を防止することによる廃棄物の循

環利用のさらなる促進を上げております。東京都は現在、平成27年度から新たな廃

棄物処理計画の策定の検討を始めておりまして、その中で今お話ししたような持続

可能な資源利用に向けた対策を検討、具体化していき、次の平成28年度から始まる

計画の策定に反映していく予定となっております。 

 続きまして、資料の４ページ目の当市のごみ量の推移に移ります。 

 集団資源回収を含まないごみ排出量は、平成17年度以降減少しており、平成26年
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度では、これまでで最も少ない３万６千986トンとなりました。平成26年度数値にお

きましては、現在集計確認作業をしておりますので、暫定値とさせていただいてお

ります。この後も平成26年度の数値については、それぞれ但し書きで暫定値と出て

きますが、説明は省略をさせていただきます。 

 続いて、１人１日当たりのごみ量についても平成26年度が最も少なく、669グラム

となっております。これらごみ量が減少してきたことについては、市民また事業者

の皆さんのご協力による減量への取り組みを初めとして、平成19年の容器包装プラ

スチックの分別収集、また平成26年10月からのごみの全品目の戸別収集の実施、ま

た経済状況の影響などによるものと考えられます。 

 家庭・事業別に見ますと、家庭系ごみは平成17年度以降、平成23年度でやや増加

するものの、減少傾向にあります。事業系ごみについては平成14年度をピークに減

少しているものの、平成19年度、平成25年度に増加が見られますが、それ以外は減

少傾向となっております。 

 表は、平成14年度から平成26年度までのごみ量の推移を表しておりまして、５ペ

ージ目ではグラフにしております。ごみ種別ごみ量の推移では、線グラフになって

いるのは１人１日当たりのごみ量で、減少傾向にあることが見てとれます。また、

棒グラフになっているのがごみ種別で見られるごみ量ですが、こちらも減少傾向に

あることが見てとれます。 

 その下のグラフでは、家庭・事業別のごみ量の推移を示しております。 

 続きまして、６ページ目、東村山市のごみ質です。当市では毎年組成分析を数回

行っており、このグラフでは平成26年度の平均値を示しております。見ていただけ

ると、紙類の割合が最も多くなっております。その次に厨芥、生ごみのことですが、

こちらが27.0％、これらを合わせますと60％近くになります。当市の燃やせるごみ

の60％近くを紙類、厨芥類が占めているという結果が出ております。 

 続きまして、７ページ目です。取り組み目標の進捗状況ですが、現計画において、

３つの取り組み目標を定めております。１つ目が１人１日当たりのごみ量、２つ目

が集団資源回収分を含めた総資源化率、３つ目が埋め立て処分量となっております。   

まず①１人１日当たりのごみ量は、計画の最終年度である平成32年度に630グラム

を目指すとしています。平成27年度は中間目標として665グラムを目標としていま

す。平成26年度直近の実績ですと、669グラムまで減量が進んできておりまして、最

終目標の630グラムまではあと39グラムとなっております。 

 続きまして、８ページ目に進みます。②総資源化率は、平成32年度の最終目標年

度において、総資源化率45％を目指していきます。そちらも直近の平成26年度の実

績は43.1％となっておりまして、平成23年度から低下が続いておりましたが、26年

度にかけては平成25年度から上昇に転じております。 

１人１日当たりのごみ量と総資源化率について、全国のレベルで見てみると、環
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境省が全国規模で調査をおこなった一般廃棄物処理事業実態調査において、東村山

市は平成25年度実績で１人１日当たりのごみ量が全国で第９位の水準になっており

ます。これは、全国の同規模の自治体と比較しており、人口10万人以上で50万人未

満の市町村で全国９位という水準になっております。総資源化率については全国で

第８位の水準と、全国的に見ると減量、リサイクルがともに進んでいる自治体であ

るということがわかります。 

 続きまして、９ページ目の③埋め立て処分量のゼロを維持するについてです。当

市では平成20年度に燃やせないごみの処理方法を見直ししており、熱回収による資

源化に処分方法を変更しております。それ以降、ごみの埋め立て処分を行っておら

ず、現在も埋め立て処分量ゼロを維持してきております。 

 以上のように、ごみの発生抑制、排出抑制の推進については、計画の目標に近い

ごみの減量が図られてきております。資源化率という面ではやや頭打ちの状況とな

っておりますが、平成20年度以降、埋め立て処分を行っておらず、全体的に見て、

基本理念の実現に向けて着実に進展してきていると言えます。 

 続きまして、10ページ目をごらんください。先ほど国の動向の中で説明をさせて

いただいた、国が定めている目標値と比較して、当市のごみの減量はどれぐらい進

んでいるのかというところです。下の表をごらんください。 

１段目の発生抑制の指標については、国が平成32年度目標を25％削減としており

ますが、平成26年度の段階で東村山市は既に25％の削減を達成しております。 

２段目の家庭ごみの指標については、資源を除く家庭ごみの１人１日当たりの量

は、平成32年度の目標として25％を国の目標として上げておりますが、東村山市で

は既に31％削減となっております。 

３段目の事業系ごみの指標について、国は35％削減の目標を掲げております。東

村山市では、平成26年度の段階で32％の削減となっておりますので、現段階におい

ては、こちら事業系ごみの総量のみ未達成となっております。 

 続いて11ページ目では、今後のごみ量の推計を示しております。こちらでは東村

山市第４次総合計画の人口推計をもとにごみ量を推計しております。 

 一旦ここで説明を区切らせていただきます。ここまででご意見、ご質問等あれば

いただきたいと思います。 

 

○志賀会長 

 どなたか質問はありますか。 

 

○佐藤委員 

 ６ページのごみ質の分析についてですが、燃やせるごみの組成を見ると、我が家

の組成とは大分違うので、本当にこうなのかなといつも思います。分類をしている
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と、重量ベースでは生ごみが一番比率があると思います。アレルギー性鼻炎の家族

なものですから、紙ももちろん結構出しますが、やはり紙類の重さと比べたら生ご

みの方がはるかに重たいですし、それ以外にプラスチックと言っても飴の包み紙だ

ったり、重さに対してはそんなに出ないと思います。なので、これだけ見ると生ご

みは27％程度というのが納得いきません。おそらく、ピットで調べて、湿ベースで

あるという部分が、私は理解できますが、一般の方にはわかりにくいのではないか

なという気がします。 

 過去のデータに関しては、ピットのごみですよ、ということをきちっともう少し

詳しく明記されていたかと思います。ピットの中のごみだから、事業系のごみも混

ざっていて、なおかつ濡れた部分が生ごみの水分を紙ごみが吸ってしまっていると

いうところの説明が、かつてはあったと思うのですけれど、それが入ってないのが

より分かりづらくしているという気がします。 

 なぜこのことを申し上げるかというと、可燃ごみの生ごみの水分を切りましょう

ということを一生懸命PRされていますが、ごみ組成を見せられたときに、生ごみは

たった27％で、その水分を切ったって大して変わらないと思うのか、いや、私なん

か生ごみの水分は多分70、80％あると思っているので、例えば水分60％ぐらい生ご

みで、可燃ごみの60％が生ごみです、その水分を少し切るだけでもかなり可燃ごみ

の量が減りますよねと、説明するのとでは、市民の受け入れ方はすごく変わってく

るのではないかと思います。やはり27％だと大したことないよねという、イメージ

を持ってしまうような分析結果になっているような気がします。 

 ですので、これからも生ごみの水切りをしっかり市民にお願いしていくというこ

とを掲げられるのであるならば、この燃やせるごみの組成で、厨芥分27％という数

字では、やはり説得力に欠けるのではないかなという気がしましたので、この組成

がどういうごみで、どのように調査をしたのでこうなりましたということは是非入

れていただきたいと思いました。 

 

○志賀会長 

 事務局はどうですか。 

 

○渡邉（市事務局） 

 ご指摘いただきましたとおり、ピットベースでの分析結果のため、事業系ごみも

混ざっておりますし、水分も紙ごみ等に移っていることは想定されます。こちらに

ついては、ご指摘のとおり、どなたにも伝わりやすいように、文章の修正をさせて

いただきたいと思います。 
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○佐藤委員 

 水切りをお願いするとき、皆さん、27％なんだと思いませんか。 

 私はうちの生ごみは80％が水分ではないかと思ってしまいます。ですので、ピッ

トの組成だから、事業系が入っているからということよりも、本当に家庭からこれ

だけ出るということを、実際に家庭から出たごみをパッカー車に積まないで持って

きて分析したという過去もあったと思いますので、そういう中で、生ごみがどのぐ

らい入っているのかを調べていただけたらありがたいと思います。水分切りましょ

うと言っても、27％の水分を切るのと60％の水分を切るのとでは、やはり市民の方

の感覚が違うのではないかと、一市民としてはそう思います。 

 

○志賀会長 

 貴重なご意見ということで。 

他には何かございますか。 

 

○原田（市事務局） 

 若干補足をさせていただきます。 

 先ほど、東京都の動向がございましたけども、東京都も今、廃棄物の計画の策定、

検討を進めているというところもございます。また、私どもの東村山市でも一般廃

棄物の計画の上位計画である総合計画、環境基本計画のほうもやはり５年目の見直

しという段階に来ておりまして、そちらとの整合を図りながら進めていくことにな

ります。なので、今後その計画に動きがあった段階で、またそういった情報を取り

入れながら、一般廃棄物処理基本計画をよりよい計画につなげられるようにしてい

きたいと考えています。 

 また数値については、先ほど説明をさせていただいたとおり、平成26年度は暫定

値となっておりますので、今年度３月までの間に整理を行いまして、確定数値をも

って計画に反映させていきたいと思っています。 

 

○志賀会長 

 他に何かありますか。 

 

○佐久間（オブザーバー） 

 組成調査の結果については、各種いろいろなやり方があると思います。どこから

サンプルを取るのか、いつ取るのか等によっていろいろ誤差があることが前提とな

っております。ただ、総体として今、佐藤委員がおっしゃったように、ピットから

取ったものは水分を含んでいますし、その水分がかなり紙類や布類等に移ってしま

い、そのベースではなかなか実態等を反映していないというのも事実です。 
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 他方、やり方としては、乾ベースの組成にそれぞれの含水率を割り戻して、推計

値ですが、ピットベースがそのまま外にあったらという数値をつくることは可能だ

と思います。ただ、今現在は生のデータそのものを載せるという形態を取りますの

で、市と相談して、わかりやすい数値の方を掲載するように努めたいと思います。 

 

○志賀会長 

 他にありますか。 

 

○市川委員 

 ７ページに市民１人当たりのごみ量の推移という表がございます。平成27年度の

目標が、目標として665グラム、平成32年度が630グラムという目標を立てておりま

すが、人口で計算していて世帯数は考えていないのですか。 

 

○渡邉（市事務局） 

 はい、人口で計算をしております。 

 

○市川委員 

 人口が平均して15万人という考え方の中で、ごみ量がどう推移するかという計算

ですか。 

 

○渡邉（市事務局） 

 その年の10月１日時点の人口で、総ごみ量を除して、このごみ量を計算していま

すので、世帯はこの中には考え方として入っていません。 

 

○市川委員 

 人口で計算するのか世帯で計算するのか、どちらが正しいのでしょうか。実際ご

みに出すものは、世帯で出している部分がほとんどです。人口というと、子供から

お年寄りまで全部入っている数ですし、世帯数で割り出した方が実数に近い気がし

ますが。 

 

○原田（市事務局） 

 その世帯が１人世帯の場合もありますし、５人世帯の場合もありますので、一般

的に１人当たりというのを原単位という形で使用して計算しています。 

 

○市川委員 

 ごみそのものは世帯で出している部分ですから、その中で当然１人世帯もあるし



13 

 

５人世帯もあるかもしれませんし、なおかつ中を見つければ、乳飲み子も、小さな

子供もいらっしゃるでしょう。なので、そこは世帯別で出していただいた方が、人

口別よりわかり安い気がします。 

 

○志賀会長 

 国がそういう資料を出しているので、同じでやらないと比較ができないというの

もあるでしょう。 

 

○間野（市事務局） 

 今の数値の目標値は、国が出しているやり方に合わせて、目標値を立てておりま

す。 

 

○市川委員 

 国の物差しに合わせますということなのですね。 

 

○間野（市事務局） 

 そういうことです。 

 

○志賀会長 

 他にはよろしいですか。 

 引き続き資料説明をお願いします。 

 

○渡邉（市事務局） 

 続きまして、資料番号③廃棄物減量等推進員グループワークの実施報告書の説明

に入ります。 

 今年度の基本計画の中間見直しは、市民の皆さんのご意見を頂戴しながら進めて

おります。４月から始まっておりまして、資料番号③廃棄物減量等推進員グループ

ワーク、資料番号④番ごみ・資源物の処理等に関する市民アンケート、そして資料

番号⑤番ごみ・資源物の処理等に関する意見交換会は、実施した結果の報告書とな

っております。内容全ての触れる時間がございませんので、どういうことをやった

かという概要のご説明をさせていただきます。また、資料の⑥番で後ほど出てまい

りますが、今後の施策展開を考えていく上で必要な箇所についてはその都度ご指摘

させていただきながら、ここでこういうことが言われておりますというお話をさせ

ていただきます。 

 では、資料番号③番です。１ページ目に実施概要が載っております。日ごろから

廃棄物行政に携わっていただいております廃棄物減量等推進員の皆さんから、施策
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の取り組みについてご意見を頂戴するためにグループワークを実施致しました。実

施日は平成27年の４月23日木曜日です。 

 ２ページ目をご覧ください。どのようなお話をしたのか、またどのようにやった

のかという説明になっております。推進員さんで構成する７つの部会がございまし

て、それぞれ広報部会、生ごみ減量部会、集団資源回収部会、レジ袋削減部会、店

頭回収部会、集合住宅の排出指導をおこなう排出指導強化部会、研修部会、以上の

７つの部会に分かれて、いろいろご意見を頂戴しました。それぞれにおいて基本計

画に関連する施策についての検討をしてもらっております。広報部会であれば、例

えば啓発活動の推進という基本方針の４番目ですが、それについて、さらなるごみ

の減量、資源化のためにどのように今後の施策の取り組みを進めていくと良いと思

いますか、また部会としてどのような取り組みを進めていくと良いと思いますかと

いうことについて、お話し合いをしてもらった結果を載せさせていただいておりま

す。 

 続きまして、資料番号④番東村山市ごみ・資源物に関する市民アンケートです。

１ページ目に調査概要が載っております。調査の対象としては、平成27年４月１日

現在で満18歳以上の東村山市民の方1,000名を対象としております。こちら1,000名

の方については住民基本台帳から無作為に抽出させていただいて、郵送により調査

票をお送りしております。調査期間としては、平成27年５月８日に発送を行いまし

て、７月２日到着分までを集計対象としました。7月２日までをと書いてありますが、

返ってきたものは全て集計の中に入れておりますので、回答いただいたものは、全

て反映した内容となっております。回収の状況としては、1,000票をお送りしたうち

の約半数近く、495票を回収しております、49.5％の回収率となっております。 

 設問の内容としては、基本計画の見直しに関連したところで、各施策のうち、数

値目標を立てている施策がありますが、数値目標に達していないものを中心に、ど

のように進めていけばいいかという視点で設問を設計しております。左の目次のペ

ージをご覧いただきますと、第３章の調査結果のところで１から16まで設問があり、

普段ごみの分別をしていますかという設問から、ごみ・資源物の分別状況や生ごみ

関係の取り組みについて等、最後ではご自由に意見を記入していただく自由意見欄

を設けております。 

 続きまして、資料番号⑤番ごみ・資源物の処理等に関する意見交換会報告書です。

1ページ目を開いていただくと、調査の概要となっております。実施は平成27年６月

27日土曜日に、今回の審議会と同様、秋水園リサイクルセンター３階研修室で行っ

ております。委員の皆さんは市報で募集をさせていただきまして、９名の方からご

応募いただきました。残念ながら、当日１名の方から欠席のご連絡があったため、

８名の皆さんと一緒に東村山市のごみ・資源物について意見交換をさせていただい

ております。市の職員も参加させていただいておりますが、意見交換に当たりまし



15 

 

て必要な説明、今までの施策のお話などの説明をさせていただく立場で出席をさせ

ていただいております。また、本日も来ていただいていますが、ダイナックスの佐

久間様に当日の意見交換会の進行をお願いしまして、最新の動向などを含めながら

会の取りまとめ、進行をしていただきました。 

 お話の内容としては、同じく今の現基本計画の基本方針が５つありますが、そち

らの基本方針に沿って市の取り組みをご説明させていただいた後に、自由にご意見

をいただくという形で進めております。報告書も基本方針の１番目から順にまとめ

ております。以上で意見交換会の報告書の概要のご説明をさせていただきました。 

 ここで一旦区切らせていただきまして、ご意見、ご指摘等あればいただきたいと

思います。 

 

○志賀会長 

 事前に読ませてもらったら、ショックな内容もありましたが、やはり市民の皆さ

んの意識が高いと思います。皆さんがおっしゃっていることはわかるところも随分

あります。これを事前に読んでいただいているかと思いますが、何かありましたら

お願いします。 

 

○佐藤委員 

 資料番号⑤の意見交換会ですけど、出席者の住まいを見るとほとんど秋津町とい

うことになっており、秋水園に近いからという気もしますが、やはりこれは全町に

関することなので、もう少し他の町の方が出やすい場所の設定というのが必要だっ

たのではないでしょうか。秋津の意見がいっぱい出ているのはありがたいことです

けど、これを見て、秋津町の人ばっかりだと思いました。いかがでしょう。 

 

○市川委員 

 遠くの人たちはやはり身近に感じていないところがあるから、どうしても近場の

人のほうが熱心になりますよ。 

 

○佐藤委員 

 そうです、なってしまうのですが。場所がこちらだったので、やはりここまで来

る交通手段等を考えると、なかなか難しかったのかなという気もしますけど、いか

がなものでしょうか。 

 

○市川委員 

 必ずしもそればかりではないと思いますけど。 
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○原田（市事務局） 

 今回、秋水園リサイクルセンターが完成し、市としてもこれだけの会議室を確保

できたということで、秋水園の中でやらせていただいたという状況です。確かに佐

藤委員がおっしゃられたように、今後何かをやるときにはそういった点も含めて考

えていきたいと思います。 

 

○志賀会長 

 他に何かありますか。 

 

○市川委員 

 この意見交換の中で、リサイクルショップの活用の拡充という部分に、少し気に

なるところがあって、係の人が事務的で愛想がよくないとあります。またリサイク

ルショップは儲けではないので、安く買ってもらうようにすべきだという意見はあ

るけれど、この辺はどうですか。現実問題として、確かにコストはかかっているか

ら高く売りたいし、利益を出さなくてはいけない部分があるのだけれど、現実問題

として、やはり私も安いほうがいいなと思います。 

 

○佐藤委員 

 そうですね、多分他で買うよりはかなり安くなっているとは思うのですけど。た

だ、以前に値段を見た時と、今とでは値段のつけ方が大分違っていると思います。 

 

○市川委員 

 どういうふうに違っていますか。 

 

○佐藤委員 

 値段は下がっていると思います。また前はやはり木製品の家具が中心だったと思

いますが、今はどちらかというとプラスチックの引き出し式の家具とか結構出てい

るので、品物の種類も変わってきていますし、品数は多く出品されているかと思う

ので、値段も下がってきていると思います。 

 

○市川委員 

 美住リサイクルショップについては、販売する場所と修繕をする場所と、かなり

距離的な問題がありますが。一方だけで販売するのではなくて、双方で販売できる

ような方法を考えたほうが良いのではないでしょうか。アメニティ基金に入る金額

も大きくなるのではと思います。実際に、とんぼ工房で働いている佐藤委員はどう

ですか。 
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○佐藤委員 

 ご意見の中にも遠くて行けないとあり、やはりそうちょくちょくのぞくという感

じの場所になってないのは確かだと思います。ですので、やはり何カ所か拠点とな

ったときには、秋水園の中にも是非そういう販売の場所をつくっていただきたいと

いう気持ちもありますが、２つに分けたとき、それだけ品数が出るのか、両方売り

場にかなり空きがでてしまう可能性もあると思います。 

 

○市川委員 

 品物が揃えられないということですか。 

 

○佐藤委員 

 そういうことです。最近は連休になると家具がどさっと出てきますが、波がある

ので、２カ所にした場合にそれだけ物が出るのかと思います。来てくれた方に売れ

てしまいましたと言ったら、次は足を運ばなくなってしまうという可能性もあるの

で、数的なことでは厳しいのかなという気もします。 

 ただ、秋水園で修理しているのに向こうに全部持っていってしまうのは、私とし

ても、こちらで少しは売りたいという気持ちはあります。 

 

○上村委員 

 基本計画の見直しに入るかわからないですけど、美住リサイクルショップは、美

住町につくったから美住リサイクルショップであり、当初は各町にリサイクルショ

ップをつくる予定でしたよね。今回のこの基本計画では、他の拠点をつくらないと

いうことで、１カ所という形の基本計画になっています。目的が、例えばアメニテ

ィ基金の売り上げを上げるのが目的なのか、あるいは啓発活動するのが目的なのか、

単にごみを減らす、ただ循環されればいいということが目的なのかというところを

少しはっきりさせたほうがいいと思います。その上で、例えば、啓発の拠点にする

のであれば、公民館にそういうスペースを置くとか、あるいは販売に力を入れるの

であれば、もう少し宣伝をするとか。今は美住リサイクルショップも改装中で、少

しきれいにしようとしていますが、１カ所でいいから市内からみんなが来れるよう

なスペースにするとか、その焦点を絞った上で地域性ということを解決していただ

けると、見直しは難しいですけど次の計画に生かしていけると思いますので、ぜひ

検討していきたいと思います。 

 

○市川委員 

 美住リサイクルショップで販売したときに、家具などの運搬は一切しないですよ
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ね。 

 

○上村委員 

 はい、できないです。 

 

○市川委員 

 この辺も、お年寄りは買いようがない、運送もできないし。この辺をどうやって

改善したほうがいいのか。 

 

○上村委員 

 美住リサイクルショップの委員としてお話すると、直営でやっているという形態

だと、制限ができてしまいます。他の市のリサイクルショップとかの委託をされた

ところだと、いろんなことができると思います。なので、また次の計画になると思

いますけど、運営のあり方を見直す必要があるのではないかと思います。 

 

○市川委員 

 では、まず運営のあり方ですね。 

 

○上村委員 

 そうですね。 

 

○市川委員 

 指定管理者制度にすればよいのでは。 

 

○上村委員 

 そんなことも含めて基本計画の中で練ってもらうのか、練るのか。現状はやはり

できないというお返事になります。運営委員会もいろいろあるんですけど、やはり

なかなかできないということの方が多くなってしまうので。 

 

○市川委員 

 委託もできない、指定管理もできないという、その理由は何ですか。 

 

○上村委員 

 基本計画ではない、入ってないということでしょう。 

 

 



19 

 

○市川委員 

 これをどんどん活性化させていくためには、やはり民間の力が必要なんだから、

もう少し自由にやらせてもらったほうがいい。 

 

○上村委員 

 ぜひ見直しを中に、課題に入れていただけるといいなと思います。できた当初は、

運営委員方式で市の予算でやるというのは素晴らしいことだったと思いましたが、

20年ぐらい経つので時代が変わってしまって、当時としてはすごく先進的でしたが、

今の時代には、どうなのかなというのは運営委員のみんなが思っています。関わっ

ていた方はみんな同じように思っていると思うので、放っておくとそのままになっ

てしまう。 

 

○内野（市事務局） 

 今、美住リサイクルショップの位置づけのお話がありましたけれども、啓発でい

ろいろな講習を運営委員さん中心にやっていただいており、こちらに出てきた粗大

ごみ等は清掃や修理をして、美住リサイクルショップに運んで、そういう家具等の

再使用の促進をするというのが意味合いとしてありますので、こちらでスペースを

広げたりして、家具はショップへ運搬をおこなっております。 

 先ほど佐藤委員からもありましたが、木の商品でタンスや椅子とかそういうもの

を修理して、きれいにして出してもらったり、プラスチックのケースも最近では粗

大ごみで出てきてますので、そういったものもきれいにして販売するような形をと

らさせていただいて、あくまで売り上げというよりも、出てきた家具等を再使用し

てもらう、循環させるというところが意味合いとして持っているところがございま

す。 

 

○市川委員 

 リサイクルが主な目的になっているわけですね。 

 

○内野（市事務局） 

 はい。そのとおりです。 

 

○佐藤委員 

 とんぼ工房から美住リサイクルショップに品物を運ぶのを、週１回だったのが週

２回に今年はなって、回数は多くなったのですけど、やはり雨が降ったりで、今回

も週に２回、運送ができませんでした。そうすると、とんぼ工房の後ろの方に家具

の置いておく場所がありますが、そこも満杯になってしまいます。だったら、とん
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ぼ工房前で売りたいなという気持ちになったことはあります。でもそうなると、買

いに来られる方はいつ行ったらいいのかという話になって、今度お客さんに対して、

突然売り出して突然やめるみたいな話になってしまうのも困るのかなという気はし

ます。ただ、やはり倉庫に置いていても意味のない物なので、できれば、物を市民

の皆さんの前にどんどん出していただきたいというのは、清掃している私たちの気

持ちではあります。 

 

○市川委員 

 市報等で何月何日に即売会をやりますとか、そういうＰＲをしていただきたい。 

 

○佐藤委員 

突然そうなったときに、山積みにしたままというのも勿体ないなという気がして

います。 

 

○志賀会長 

 いろいろ工夫の余地はあると思います。 

 

○原田（市事務局） 

 確かにスペース的な問題は、工房として機能している部分もあって、そこに販売

できる家具を置いていると、今度は事業ができなくなるというところもあり、なか

なか難しさがあります。不定期というのも。宣伝の方法は幾つかあると思いますが、

今ホームページを使って情報を流して即時、消すということもできるので、やろう

と思えばできるとは思いますが、エリアの課題は残ってくると思います。 

 あともう一つ、美住リサイクルショップの条例で設置条例というのがありますが、

事業としては、まず再生家具類の展示販売と不用品物品の販売または交換の場を提

供すること、それから環境保全に関する資料を収集し、利用に供すること、リサイ

クルの活動及び学習の機会を提供すること、最後に市長が必要と認める事項という、

この大きな４つの項目がございまして、何か１つだけをやるために美住リサイクル

ショップを置いたっていう形ではなく、幅広く、色々な機能を持たせて美住リサイ

クルショップを設置したというところがございます。 

 

○市川委員 

 ただ、今、上村委員がおっしゃるように、美住リサイクルショップができて20年

以来経つとすれば、そろそろ条例も含めて、いろんなものの見直しが必要ですよ。

例えば、ふれあいセンターも同じく条例見直しを、いつも再三言っておいたけど、

一向にやってくれないし。だから、条例もやはり一回定めたらそのままでいいんじ
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ゃなくて、やはり時代に応じて変化させるべきだと思うんですよ。ところが、条例

は、一度決めたらもう誰しも手をつけようとしてくれないから。 

 

○上村委員 

 そうなのです。それを言うと、先ほどの環境審議会の話がありましたが、環境部

が資源循環部から離れましたよね。今も環境情報の拠点というお話があって、これ

は条例に入っているので環境情報の発信はもちろんできますが、その予算の配分な

どいろいろな意味で資源循環部と環境部が離れたことで、うまく混ざり合うといい

ですが、離れたままで勿体無いとも思うので、見直しで環境が外れると、もっとや

りづらくなってしまいます。 

先ほどの、どこで検討してというのも、この減量審議会が何かその検討する場な

んですか、どうなんでしょうか。行政の側で検討するのか、どこで検討するのか、

その条例を変えたいというのも、どこがやるのかよくわからないのですが、そうい

う見直しの場をどこでやれるのか言ってくれると、そこに意見出したりとかできる

と思います。 

 

○志賀会長 

 この審議会は廃棄物減量の推進審議会ですから、この審議会でできるのは、少し

違うとは思いますが、その中の部分の運営形態とかそういうことはある程度言える

かもしれません。こうした方がもっと効果が上がるよというのは言えるかもしれな

いけど、あそこの全ての運営についてというのは、少しまた違うと思います。 

 

○上村委員 

 違いますか。ただ、アメニティ基金はここですよね。そのアメニティ基金が関わ

ってくるし、何でそうなるのかわからないところは。 

 

○市川委員 

 そうですよね、アメニティ基金でやるより他ないと思います。 

 

○佐藤委員 

 美住リサイクルショップ条例というのはやはりここの中で話し合いはできるの

で、いろいろと提案を差し上げて、検討してくださいとお願いすることは可能では

ないですか。 

 

○間野（市事務局） 

 そうですね。今、おっしゃったように、運営形態、運営方法など、美住リサイク



22 

 

ルショップの運営委員さんもいらっしゃいますので、その運営委員会の中で十分に

議論をしていただいて、そういう方向性などを是非出していただいて、こちらの方

へお諮りして、ご意見を伺って、条例改正に繋げていくというような方向も必要か

と思います。 

 ただ、やはり短時間でできることではないので、運営形態はどうなのかと自分で

調べて、調査していただく必要性はあるかと思いますので、そういったところは今

後課題とした中で協議させていただければと思います。 

 

○上村委員 

 基本計画に沿って活動するわけですから。そういう意味では、見直しでは少し難

しいですけど、この５年後の基本計画の中に入っていただくと、スケジュール感も

出てくるかと思います。 

 

○間野（市事務局） 

 そうですね、将来的方向性として、やはりそういうところは必要だと思います。 

 

○志賀会長 

 少なくとも最新のツールを使うなど、そういうことは簡単にできると思うので、

お金さえあれば。それがなければどうしようもないですけれど。ただ、今のその運

営形態の話とかそういうのは、例えば、検討するという言葉を盛り込むだけでも全

然違うし。何かそれは事務局が工夫すると思いますので、よろしくお願いします。 

 

○上村委員 

 そうですね。見直しの中でも、次回の基本計画に向けて検討するとか一言入れる

だけでも随分違うかなと。 

 

○市川委員 

 そうしたら、一歩踏み出したことになりますし。 

 

○上村委員 

 そうですね、書かれると必ず実行されるという感じがここのところにはあるので。 

 

○市川委員 

 そうでないと、いつまでたっても前へ進まない。 
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○上村委員 

 ずっと10年ぐらい言っています。 

 

 

○原田（市事務局） 

 わかりました。ご意見いただきましたので、３月までに調整をしてみます。 

 

○佐藤委員 

 すばらしい。 

 

○上村委員 

 すばらしいです。 

 

○志賀会長 

 ほかに何か質問ありましたら、どうぞ。 

 

○紺野委員 

 大変資料がたくさんございまして、事務局も多分取りまとめが大変だったと思い

ます。 

 先ほども出ましたけど、意見交換会に参加していただいている秋津町の方が多い

という話がありましたが、できれば市長のタウンミーティングのような中で、議論

していただくと、よりいろんな方に話を聞いて評価したのかと、そういう形になる

のかなと感じました。 

 それで少しお伺いしたいのは、最後、資料⑥に進んでいくと思いますが、これは

基本方針１の続きというのは、また次回以降にやられていくという認識でよろしい

ですか。 

 

○渡邉（市事務局） 

 はい。そのように考えております。 

 

○紺野委員 

 ということですね。基本方針２に関わることだと思いますが、今回の資料の中で

何点かご意見として上げさせていただきたいことがございます。 

意見交換会の資料１ページ目、収集形態の変更の件についてご意見があると思い

ますが、この中に②の円滑な収集・運搬の推進というところで、市民の方から決ま

った時間に収集をして欲しいという話があって、市の方でも朝８時までに出してく
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ださいということで指導していただいております。ただ、私どもの見落としという

のももちろんありますが、何回も同じお宅で後出しがあるというのが、まだ続いて

おりますので、こういったところも是非次の方針にも盛り込んでいただければとい

うふうに感じております。 

 また、この中に出てきませんでしたが、この間の８月17日の雨が降った日に、衣

類が濡れて、資源にならなくなったものですから、そのとき組合で秋水園に廃棄さ

せていただいた数量が２トン近く衣類を焼却処分という形になりましたので、そう

いった部分も含めて、広報をしっかりとしていっていただければなと感じました。 

 そういった意味では、廃棄物減量等推進委員広報部会でいろいろお話が出ていま

すけれど、広報的なところはこの廃棄物処理基本計画では直接目標で掲げる部分で

はないと思うのですが、そういった意味でＰＲ方法等についても少し基本計画に盛

り込んでいただくといいのかなと感じました。以上でございます。 

 

○森薗委員 

 １つだけ。資料④の36ページの雑紙の出し方というのがございますよね。先ほど

佐藤委員からも紙類が多いとご意見ありましたけれども、この雑紙の扱いをもう少

し市民に徹底された方がいいのではないでしょうか。名刺やハガキはシュレッダー

にかけて雑紙として出してもいいですが、普通は破って燃えるごみに捨てます。と

いうのは、普通の雑紙で出してしまっては情報が漏れるのではないかという懸念が

ありますから、その辺を、雑紙で出しても大丈夫ですよということを言ってくれれ

ば、我々もハガキや文書など、そういうのも雑紙で出せると思いますが、いかがで

しょうか。 

 

○内野（市事務局） 

 先ほどのご質問ですが、ごみを８時までに出してください、ということについて

ですが、市報やごみのカレンダーなど、来年度分、今年度と作っていますが、そう

いったところにも入れさせていただきました。また、古着の関係はやはり濡れてし

まうと、というお話がありましたけれども、そちらについても同じように、カレン

ダーなどに上げさせていただいて、もし雨が降っている場合はなるべく出さないよ

うに、入れさせていただきたいと思います。 

 あと、雑紙のお話につきましても、やはりカレンダーでもそうなんですが、ごみ

見聞録やホームページ等でも周知をしています。 

 

○佐藤委員 

 今の広報というところで、ごみ見聞録より市報の方がもちろんよく読まれている

ということですが、先ほどの１日で２トンの布や衣料を秋水園で燃やすことになっ
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たということを、もっと市民の人に、ここの場ではなくて広めて欲しいと思います。

そういった情報を少しでも市報等に載せてくれると、ああそうなんだ、雨の日はだ

めなんだと、意識づけができると思います。ここでどんなに話していてもあまり意

味がないと思います。市報に載って読んでいただけるなら、市報に載せて欲しい。

そのお金にならないものを、回収するのは勿体無いし、無駄だという気がしてなら

ないです。 

 

○紺野委員 

 我々も勿体無いなと思いました。 

 

○佐藤委員 

 そうですよね。だから、雨の日に出たものは秋水園で燃やされてしまう、という

ことをきちっとどこかで市報に出していただけたらありがたいと思います。 

 

○市川委員 

 私どもの自治会は集団回収でやっているものですから、雨の日には絶対に布は出

さないということは、自治会内を徹底しています。そういう意味で、各自治会さん

がやっていただければ、結果は出てくるのではないかと思いますが。 

 

○佐藤委員 

 ですよね。だから、すごく有効に動いていらっしゃる自治会さんもあるけれども、

今なかなか自治会離れでそういうことの情報が入ってこない方も多々いますので、

市報で一回、２トンの衣料が焼却されたということを少し書いていただけると、何

かしら思われる方もいると思います。100％ではないでしょうけど。 

 

○上村委員 

 あと、せっかくＳＮＳがあるので。 

 

○佐藤委員 

 誰がＳＮＳやっているのですか。 

 

○上村委員 

 市役所です。 

 

○佐藤委員 

 そうですか。 
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○志賀会長 

 それも有効ですが、結局、アンケートに答えている方でのなかで、分別協力をあ

まりやっていないという方が雨の日に出してしまうのではないしょうか。 

 前も意識の問題というのがありましたけど。市報や見聞録があっても読まない方

に、どうやって伝えていくかが問題だと思います。市民の協力をもらえれば、古着

を２トン焼却はなかったと思います。ごみというのは、都市インフラの重要な部分

です。市民の協力を得るために、啓発紙を読まない人にどうやって伝えるか重要で

す。 

 

○上村委員 

 戸別収集になって、ルールを守らないわけではないから、回収しないわけにはい

かないでしょうけど、雨の日に出していたら１枚チラシ入れるとかでも違うと思い

ます。 

 

○佐藤委員 

 雨の日にチラシ入れたりするのはやはり大変ですか。 

 

○紺野委員 

 ８時以降に出された荷物に関しては、チラシを入れて引き取るということにして

いますが、５回も６回もチラシを入れるところは、同じ家だったりします。 

 雨の日は、衣類を置いてきた場合に、取り残しですよという連絡が来てしまうの

で、基本的には全部出たものを持って帰るということになっています。 

 

○森薗委員 

 戸別の家ですか、それともマンションですか。 

 

○紺野委員 

 戸別もありますし、集合住宅も。大きな集合住宅だと集団回収で集めていくとこ

が多いと思いますが、ひとり暮らし世帯のところだと割とあります、何回かご指導

に行っていただいたところもあります。 

 

○原田（市事務局） 

 この点に関しては、地道にやっていくことしかないと思っています。 

 

○市川委員 

 一つ教えてください。回収の方法で、８時までに出してくださいという形でやっ
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ていますけれども、回収していく順番もあるし、それから雨の日とコンディション

もあるので、８時に出してくださいといっても、実際に回収車が回ってくるのは午

後３時とか４時ごろになるので、だいたいの時間帯でこの地区は午後来るとかとい

うのは、ＰＲすることはできるのですか。 

 ８時に出しても、結局夕方午後３時とか４時まで自分の家の前に置いてあるから、

結果的にもっと遅く出してもいいやということになっていることもあります。来る

時間帯が、この地区は例えば10時に回ってきますよなど、ある程度の目安があれば、

その時間帯に出せばいいのかなと思いますが。 

 

○紺野委員 

 なかなか難しいです。特に年末なんか荷物がいっぱい出る時は。 

 

○市川委員 

 そういった特別な時期は別ですけれども。 

 

○紺野委員 

 例えば、そういう時ですと、普段１台で回っているところを２台で両側から集め

たりします。そうすると全体の目安の時間が狂いますし、雨の日だと回収量が少な

いので本当にすぐに終わるので、いつも午後行っているところが午前中に終わった

りします。 

またお休みが被るなど、連休中の回収だと皆さん出される量が少ないので、すぐ

に終わったりします。 

 

○市川委員 

 量とか日にちによって２台出したり３台出したり、いろいろなんですね。 

 

○紺野委員 

 そうですね。特に資源、古紙、古着はかなり波があります。 

 

○中根委員 

 すみません、資源の場合はそうだと思うんですけれども、私が他市へ出かけたと

きに集積場を見ると、このあたりは何時から何時ぐらいの収集ですというようなの

を見かけたことがあります。 

 

○市川委員 

 そういうところも、あるんですね。 
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○中根委員 

 こういうことも可能なのかなと。私は、午前中早い時間、８時、９時には収集が

あるので、８時には出していますが、少し離れると、本当に午後まで出ていたりし

ますので、やはりそういう時間帯を決めてあると多少違うのかなと思います。資源

回収ではない、燃やせるごみ等は大体数量決まっているので、おおよその目安はあ

ってもいいのかなと思います。でも、共働きの方が多いから、やはり８時までとい

う方がいいのかなと思ったりします。 

 

○市川委員 

 そうですね、私が今言ったのは、そういった資源物でなく通常のごみのことです。

その時間帯がある程度目安があるといいなと思います。 

 

○上村委員 

 例えば火曜日、水曜日という曜日プラス午前、午後など、ごみ出し日を細かく分

けることはできるのでしょうか。 

 

○上村委員 

 行政の方が対処するのと業者に委託するのと、多分状況は違うと思いますが、ま

ずできるとしたら、何時から何時というのは不可能だけど、午前と午後ぐらいなら

できるなど。例えば、燃やせるごみだけとか、他のごみは８時までだけど、燃やせ

るごみの場合はやはりかなり時間帯が左右するなど。 

 

○市川委員 

 私の地区は、不燃物は８時頃来るし、生ごみなどは午後になったりと、まちまち

な部分が相当あります。 

 

○紺野委員 

 他の回収とかさなっていたりするので、同じ日にその昼、そこの地区の回収だけ

ではなかったりします。何町を加藤商事さんがやっていてという中で、従業員さん

も交代で休んだり、ドライバーさんも変わったりなどいろいろことがあるので。こ

の地区までを何時までとすると、今度、大きな道路を挟んで、向こう側は８時まで

で、こちらは10時からとなると、対岸が出ているからこちらも大丈夫だと出してい

たりなど、いろいろあります。 

 

○市川委員 

 確かに、何丁目でやっているところはあります。３丁目は日にちも違うしという
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ことが。 

 

○紺野委員 

 おおよその目安は多分皆さんわかっていて、私も我が家の前には９時半ぐらいに

回ってくるので、９時ぐらいに出します。早く出すと猫に荒らされるので。 

 

○上村委員 

 現実には、周りを見て、出すのが実態だと思いますけど。 

 

○内野（市事務局） 

 しっかりしたルートは決まっているんですか。 

 

○紺野委員 

 大方のルートは決まっていると思います。 

 

○内野（市事務局） 

 大体ルートは決まっていて、種類、量、天気とかで違います。紺野委員さんおっ

しゃいましたけど、時間帯がずれるので、なかなか明確にお伝えできないです。 

 

○志賀会長 

 私、現役のときは、共稼ぎだったので、出すのは朝しかありませんでした。だか

ら、何時まであるというのも知りませんでした。結構、共稼ぎ世帯でしたらそうい

う問題は起きます。朝しか出しようがないので。 

 

○佐藤委員 

 うちは午後だから、午前中出し忘れて出かけていて、それでも、まだ大丈夫かな

と、そんなことがあります。 

 

○志賀会長 

 私が住んでいる杉並も同じです。まだ来てないという時と、もう行ってしまった

という時があります。やはり種類によって全然違うので、しょうがないです。 

 

○細渕副会長 

 うちは燃えるごみが午後回ってきますので、だいたい近所さんもわかっていて、

あまり早く出しません。各家庭の事情がいろいろあるので、朝早くか、８時までに

出しに行くところもあります。 
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○佐藤委員 

 そうですよね、家にいれば。 

 

○細渕副会長 

 大概の家の方は、その時間に出している人の方が多いので難しいと思います。 

 

○佐藤委員 

 燃やさないごみが月１回ということで、月２回にして欲しいという要望が、結構

このアンケートに答えられた方の中に出ていましたが、検討することはあるのでし

ょうか。 

 

○原田（市事務局） 

 おっしゃられたように、このアンケートの中でかなり燃やせないごみについてご

意見いただいています。その燃やせないごみについては、有料化をするときに月何

回収集にするかということで、この審議会の中でも議論いただいて、容器包装プラ

スチックにできるだけ回していただくんだという意識と、減量という意識を含めて

考えた上で、月１回の収集ということにしました。ただ、現実的にはこういうご意

見いただいていますので、審議会としてもどのような方向性かというご議論はいた

だく必要はあるかなと思っています。 

 ただ、わかりましたということで月２回にいたしますという形には、即答はでき

ないと思います。そのなかなか難しい課題もご意見として出ておりますので、今回

の見直しの中で反映をできる内容になるかどうかというのは分かりませんがが、ご

意見として、皆さんからいただきたいと思います。 

 

○佐藤委員 

 例えば収集を月２回にしたときにはこれだけの費用がかかるとか、何かそういう

理由が、あるのならば仕方がないかなと思います。そういう予算的な数値的なもの

も何もなく、２回にはならないということだけが強調されてしまうのも、残念な気

がします。例えば、業者の方が２回は厳しいということがあり得るのかもしれない

ですし。やはり月１回だと、忘れたときに出せずに、量が多ければ忘れないですが、

少ないから忘れるということがありますので。月１回という市は少ないのではない

かと思います。やはりほとんどの市が燃やせないごみは月２回です。ですので、ど

うなのかと思っています。ただ、それに伴う金額がどのぐらいになるのかもちょっ

と見当がつかないので、そういう金額などが出ているのであれば、お知らせいただ

けたらありがたいと思います。 
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○志賀会長 

 それを含めて全部ではなくていいんですが、重要なところがあると思います。要

するに、行政としてお答えできるかどうかも別にして、検討の余地があるのかない

のか。ただ、その重要な柱みたいなものを抽出してもらって、その部分については

こう考えるんだということを皆さんでご意見いただくというのもいいのではないで

しょうか。これ全部個々にやっていると、これはこれだけで１年ぐらいかかるんじ

ゃないかなと思いますので。 

例えば、先ほどの美住リサイクルショップの運営形態の話もありますし。要する

に、それに対してあそこ調べてないじゃないか、使い勝手が悪いとかいうものに対

してどう考えるかというのは一応意見交換してもらい、そういう項目を抽出してお

いてもらうとやりやすいと思います。不燃ごみの収集も２回でやるのかやらないの

か、また見聞録が読まれないのはなぜだろうとか。ショックな話も結構入っていま

すので。だから、これはそのままでというか、もう地道にやるしかないというのが

答えなら答えでもいいのですが、もう少し何かやり方があるのかな、ないのかなと

いうのを一応意見交換しておいた方がいいのかなと思います。 

 

○市川委員 

 資料５の中の８ページに、生ごみの資源化の推進がうたわれていますが、現段階

の平成24年の実績は266世帯と少ないと思いますか。現実に生ごみの集団回収が、一

時できなくなり、再開されているということは聞いておりますが、東村山市全体で

７万世帯強あるうちの266世帯だけが生ごみの集団回収に参加しているということ

です。はたしてここの生ごみの集団回収というのは、今後も続けていくべきなのか

どうか。費用対効果も考えて、７万世帯の中のこれ以上は増えないとすれば、はた

してこれに費用をこんなにかけていいものかどうかということを考えた方がいいの

ではないでしょうか。もっといい方法があればよいと思いますが。７万世帯のうち

500世帯を目標にしましょうということで過去目標を立てたはずなんですが、これも

全然進まない。全然、進んでいないとすれば、これにこんなに費用をかけるべきか

疑問があります。 

 

○志賀会長 

 それは多分、次の資料番号⑥でまたありますので。 

 

○市川委員 

 次の資料であるんですね。 
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○志賀会長 

 ちょうどそこら辺に多分最初に行くと思いますので、ご意見を少しいただいてお

いて。 部長、何か先ほどのことについて、いいですか。 

 

○間野（市事務局） 

 先ほどの月１回収集の件については、この審議会の中でご議論いただいて、そう

いう集約をいただいたということですので、経費だけの問題ではなく、目的とかや

り方など考えた中での議論になってくると思います。なので、今後この計画に反映

できる、できないではなくて、このあり方がどうなのかということを、この審議会

の中で別出しで今後の課題として協議していく必要はあるかと思います。ただ、そ

れをこの計画に反映するということは時間的に少し難しいのかなとは思いますが、

そういう市民の意見はこうあるので、そのときの審議会での意見がどうだったのか

を振り返り、検証していきながら議論していくことになると思います。 

 

○志賀会長 

 せっかくご意見をいただいているから、その辺も。 

 

○間野（市事務局） 

 そこは市民の意見も大切にしなくてはいけないです。 

 

○志賀会長 

 基本的なところだけはちゃんとやっていったほうがいいと思います。 

 

○間野（市事務局） 

 先ほど会長さんもおっしゃられたように、それをまた次回や、次年度に検討して

もいいのではないかと思います。 

 

○志賀会長 

 よろしくお願いします。 

 ちょっと時間がなくなってきたので、最後の資料をお願いします。 

 

○渡邉（市事務局） 

 資料番号⑥、最後の資料をごらんください。こちらの廃棄物減量等推進審議会で

ご検討、ご審議いただくにあたり、資源循環部で、たたきとして取りまとめたもの

となっております。 

基本方針ごとに施策、取り組みを続けてしてまいりまして、例えば、生ごみの水
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切りの促進という施策について、平成23年度から平成26年度までの取り組みを振り

返りまして評価をしております。また、今後の施策展開（案）の欄では、平成28年

度からの５年間での大きな方向性について取りまとめをしております。 

 今後の施策展開の欄につきましては、現行の基本計画の中にも具体的な施策とし

て27ページから記載されています。 

 それでは①生ごみの水切りの促進からご説明いたします。評価としては、各種イ

ベントや店頭説明会などにおいて積極的にＰＲを行ってまいりました。また、ホー

ムページやごみ見聞録での情報提供を行うなど、さまざまな機会を捉えて意識啓発

を行ってまいりました。その結果、先ほど資料で出てまいりました資料番号④の市

民アンケートの中で、生ごみ減量の取り組みとして、約65％の方が生ごみは絞るな

ど、水切りをしてから出していると回答をされております。市民の皆さんの生ごみ

の水切りの取り組みというのが着実に広がってきていると評価しております。 

 なお、市民アンケートの該当ページとしましては、市民アンケート17ページをご

らんいただけますでしょうか。資料番号④の市民アンケートの17ページ問４です。

普段生ごみの減量について行っていることについて、該当するもの全てに丸をつけ

てもらっております。選択肢３の生ごみの水切りをしているという回答が一番多く、

65.1％の方がやっていると答えていただいております。 

今後も継続して、生ごみの水分量を減らすことはごみの減量に繋がるため、水切

りを促進していきます。 

 続いて②生ごみの自家処理の促進です。こちらにつきましても①生ごみの水切り

の促進と同様、さまざまな機会を捉えて意識啓発を行ってまいりました。他の自治

体の調査をしたところ、本市の世帯当たりの生ごみ減量化容器の補助台数について

は、台数としては他の自治体と同程度であることが分かっておりますが、生ごみの

減量化容器の補助台数を目標数値が、こちらが平成26年度実績で61台というところ

で、実行計画の年間目標120台に大きく達していない状況であり、さらなる努力が必

要な状況となっております。市民アンケートにおいては、この補助事業について知

らないとお答えになった方が、約58％おりますので、認知の拡大という点で、ＰＲ

方法の見直し等が必要であると考えております。そして、今後は施策内容の一部見

直しを行いまして、今後の施策展開（案）ですが、減量化容器の購入補助について

は、取り組みのＰＲ方法等を見直すことでより効果的な普及啓発を進め、生ごみを

家庭菜園やガーデニング等で利用する自家処理を促進し、ごみの減量を進めていく

としております。 

数値目標については、生ごみの減量化容器の補助台数、10年間累計で1,200台を補

助しようということで目標を立てておりましたが、先ほど申し上げましたとおり、

平成26年度実績で61台というところで目標に大きく届いてないところでございます

ので、こちらを半分の600台と見直しをしてはどうかと考えています。 
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 続きまして③集団資源回収の推進です。こちらも各種ＰＲ活動を実施してまいり

ました。また、集団資源回収の未登録団体に参加呼びかけを行いまして、登録団体

数は平成26年度実績で139団体と年々安定的に拡大をしてきています。 

また、品目の拡大も行っておりまして、アルミ缶、ネクタイ、肌着を追加してお

ります。さらに平成27年度からですが、集団資源回収でお渡しする補助金の単価を

４円から５円に引き上げて、事業趣旨であるごみの資源化と地域コミュニティ活性

化の促進を図ってまいりました。 

今後は一部見直しを行いまして、新聞等の古紙回収については新聞販売店での回

収も定着しているなど回収量の増加は困難性はあるが、宅地開発や新築マンション

なども含めて新たな団体の発掘を行うことで集団資源回収の推進を図っていくとし

ております。数値目標はそのままです。 

 続いて④レジ袋の削減です。削減の啓発スタンドやポスターの作成などを行って

おります。また、イベントでのＰＲ活動などを行っておりまして、市民アンケート

の中では約71％の方が買い物のとき、レジ袋はできるだけ断っていると回答されて

おり、市民の皆さんの意識の高さが伺えます。また、レジ袋を断った際の現金値引

きなどのレジ袋の削減協力店舗、現金値引きなどを行っていて削減の協力をしてい

ただいている店舗については、こちらの協力依頼を継続して実施していましたこと

から、平成26年度実績で26店舗と、こちらも安定的に拡大をしてきております。 

今後については、現金値引きなどの取り組みを実施していないものの、会計時の

声かけでレジ袋削減を行っている店舗の例もあり、このような取り組みも削減効果

を見込むことができるため、協力店舗として取り組み継続の働きかけを行っていく

必要があると考えております。そのため今後の施策展開（案）を、市民意識が高く、

レジ袋を削減する率も高いことから、スーパー等の値引きやポイント付与に追加し

て、購入時の声かけなどレジ袋の削減に向けた積極的な取り組みの継続を働きかけ

ていくとともに、ドラッグストアや小売店舗等の未実施店舗への拡大も図っていく

としております。数値目標は今のままです。 

 ここで一旦区切らせていただきまして、ご意見頂戴したいと思います。 

 

○志賀会長 

 何かありますか。 

 

○市川委員 

 先ほど少し話をしましたが、この生ごみについて今後、これはどうかという点が

あり、行政では今後やはりこのまま継続して進めていくのかどうか、教えていただ

きたいと思います。 
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○内野（市事務局） 

 生ごみの減量の柱としては３本ありまして、まずは水切りをしていただくのが一

つ、それと家庭菜園やガーデニグ等で利用できるかたは、コンポスト容器による資

源化、３つ目としては、そういった肥料が使える場所がない方は集団回収を利用し

ていただいております。 

集団回収については目標数値に達していない状況であり、認知度等も低いところ

もありますので、ＰＲの方法等も工夫しながら、少しでも目標数値に到達できるよ

うに今年度は努めてまいりたいと考えているところでございます。 

 

○市川委員 

 目標数値が高いのではなくて、現実に増えないのでは。 

 

○内野（市事務局） 

 森薗委員さんも参加されております、花と野菜の会さんでも、毎月１回リサイク

ルショップでＰＲ等もずっとやっていただいております。市でも、今までは市報や

ごみ見聞録等、決まったパターンが多かったというのがありますので、どういう方

が使われるのかなど対象を分析したうえでのＰＲしていかなければいけないと考え

ているところであります。 

 

○市川委員 

 堆肥化した生ごみは、東村山市に入ってくるのではなくて、業者がどこかへ販売

されているわけですよね。 

 

○内野（市事務局） 

 現状、集団回収は堆肥の原料になっていますので、すぐ製品化にはなってないで

す。 

 

○市川委員 

 ですから、結果的にはコストも高く、処理費用が高くなっているでしょうし、あ

まり有効に活用できないとすれば、やはり方向転換も考えたほうがいいのかなと思

います。単なるパフォーマンスだけでやっているならしょうがないなという気がし

ますが。 

 

○内野（市事務局） 

 昨年、他市の例も調査してみたのですけが、この多摩の26市の中で東村山の生ご

み対策というのは、そこまで立ち遅れているわけではございません。ただ、他市と
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比較するだけではなくて、生ごみを分別で出してもらうことが減量に繋がるという

のがやはり現実ございます。 

 

○市川委員 

 趣旨はよくわかります。ただ現実問題として、東村山市は７万2,000世帯あり、そ

の中の266世帯なので、費用対効果の問題で果たしてこれは妥当なやり方なのかどう

かということを再検討する必要があるのではないかと考えます。これにかなり費用

もかかっているはずなのですよ。 

 

○上村委員 

 集団回収でできた堆肥を使う予定がない人については、去年、美住リサイクルシ

ョップの講演で聞いたのですが、町中の花に利用できるよう場を提供する等の検討

も必要なのではないでしょうか。以前は、畑で使うことは、ちょっと難しいという

ことになったけど、花とかあるいは身近な花壇とかいうことであれば、例えば学校

の校庭の花とか市役所の周りの花とかの利用はできるのでははいでしょうか。よく

清瀬市では駅前に花壇でいろんなグループがコンテストみたいにやっていたりしま

すが、そういう花を植えるスペースをつくって、そこで使ってもらうとか。 

 

○市川委員 

 武蔵野沿線でも両サイドに花壇がありますよね。果たしてそこで使っているのか

どうかは私よくわからないですけど。 

 

○佐藤委員 

 最初にこれを立ち上げた時の市の職員さんは、農家の方でした。その方が自分で

実験してきて、すごくいい野菜がとれるから、これは本当にやるべきだということ

でスタートされたのですが、残念なことにその職員さんは異動されてしまいました。

だから結局これをやりましょうとすごく熱心におっしゃったけれども、結果的には

自分の思ったように進まなかったということがあって尻すぼみになっている状況で

す。市としてはこれを事業として展開し始めてしまったから、自らそれを止めると

いうことは言えないのだろうなというふうに私は思っております。 

実際問題、例えばエビの殻はだめだとか、カニはだめだ、トウモロコシの何はだ

めだ、鳥の骨はだめだって、結局その分別がどんどん大変になっていくわけです。

結局それは燃やせるごみの日に出してしまう。だから、そんなことをするんだった

ら燃やせるごみ、実際に収集場所がなかったときは燃やせるごみとして出していた

わけだから、もうそのほうが当然楽だと思えるようになってしまったということも

あります。 
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 ですので、きっとこれを引っ込めるということができないんだろうなと私は個人

的には思って聞いています。だけど、やはりそれだけのお金があったらもっと違う

策を展開していけるかなと思います。ただ、それについてどういうふうに展開して

いくのかを考える方がいらっしゃるんだろうかということも一緒に考えるように、

このことについては、私ももう途中で無理な話だろうというふうに思っていました。 

 

○市川委員 

 私も佐藤委員の意見に賛同いたします。 

 これ以上やってもあまり効果が表れないのなら、費用を幾らかけてもしょうがな

いと思います。単なるパフォーマンスでやっているのであれば、勇気をもって撤退

して、他の事業にその費用を回してもらった方が私はいいと思います。 

 

○佐藤委員 

 そうですね、私が声かけしてご近所の方にお勧めして一緒に参加してくださって

いる方がいるんですけど、その方はお金がそんなにかかっても、これはとてもいい

事業だっておっしゃっているので、その方を説得しなくてはいけないのかなと思う

と、それも悲しくなってしまいますし、本当に申しわけないと思います。 

 

○市川委員 

 でも、やはり勇気を持って見直す必要はあるのではないですか。 

 

○佐藤委員 

 ある程度ここまでされてきたので、これ以上このことでお金を使うのでなく、違

うことを展開していただきたい。 

 

○中根委員 

 ごみ減量からいくと、生ごみを無くすのが一番ごみ減量になるので、やり方とい

うか、もう少し別の取り組み方も考えられるのではないかなと思います。 

 私は家庭では生ごみを出していませんので、月に燃やせるごみを出す回数が少な

いものですから、何の団体でしょうか、お宅はごみが出ていませんけれども大丈夫

ですかと電話をいただいたり、訪問していただいたりするんです。ですから、私ど

も確かにちょっと高齢世帯かもしれませんけど、若い者も一緒に住んでいて大丈夫

なので、もう来ないでくださいとも言えないので、本当に孤独死などを考えられて

いると思います。 

やはり生ごみを減らすというのは一番のごみ減量になるので、何か少し別の方法

を考えられないかなということを私自身も思って、課長さんにも前に私の知ってい
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ることでお伝えしたこともありますけれども、やはり東村山で取り組むには少し難

しいかなとか、いろいろ考えています。 

 

○市川委員 

 何か代案がいいのがあるのならば、変えるべきだと思います。もうそろそろ思い

切って撤退したほうがいいのでは。 

 

○中根委員 

 ただ、新しくバケツを買われた方に、もうやめますっていうのはちょっと。 

 

○佐藤委員 

 きっとすごい風当たりがあるのはわかります。 

 

○志賀会長 

 今回はその基本の部分は変えないで、一部見直しをする場ですから、余り極端か

ら極端に行くのは多分事務局も考えてないと思います。 

 それでもう一つ、先ほど課長がおっしゃったように、認知度が低いんですよ。だ

から、ここに努力をするというのは確かにまずやってみなければいけないことだろ

うとは思うので、それでも認知度が上がらない、上がっても変わらないというので

あれば、次の５年たったときには完全に撤退するということなのかなと思います。

だけど今、一生懸命やられている方を、この足場を外してしまうことになるから、

それは本当にそれでいいのかというのは議論しなくてはいけないでしょう。 

 

○市川委員 

 私も今すぐ撤退するということではございませんけれども、おっしゃるように、

最後の10年目が来たときには、もうこれはそういかないだろうなというふうに思い

ます。 

 

○志賀会長 

 そうですね。それまでに、だから別の方法があるのなら考えるということかもし

れません。それで、昔はみんな庭があって、集合住宅なんかほとんどなかったので、

庭にみんなごみを捨てて、その上でたき火して消毒してというのをやっていました。

だから生ごみ堆肥というのはあったが、今はなかなか庭も狭いし集合住宅が多くな

ってきたので、そう簡単には普及はしないと思います。 
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○市川委員 

 特に東村山の場合は非常に分別がきちんと細かく分類していますから、これ以上

また分別を細かくするのは、もう不可能だと思います。 

 

○佐藤委員 

 高齢化が進んでいて、やはり難しくなってくると思います。 

 

○原田（市事務局） 

 先ほど中根委員のお宅に伺ったというのは、高齢者等の見守り収集という事業を

東村山市環境整備事業協同組合さんと協定を結びまして、３回程度ごみが出てない

お宅は、もし何かあったらいけないということで、市の方に連絡をいただく制度を

取り入れているんです。直接その収集の方が行くということはないと思いますが、

市のほうに連絡があってお宅に伺うとか確認をさせていただいております。そうい

うことで事実、危険を未然に防げたというようなこともあったと聞いていますので、

市が仕組みとしてそういう制度を取り入れています。 

 

○中根委員 

 すごくありがたいとは思います。 

 

○原田（市事務局） 

 先ほど、すみません、数値目標を変更させていただいたり、文言等をまた修正と

いう形で提案させていただいておりますが、たたきということですので今後ご意見

をいただきながら、最終的により適正で適切な数値目標並びに施策にしていきたい

なというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 会長、終了予定時間に近づいておりますが、まだ基本方針の１の途中の前半まで

で、これからまだかなり時間もかかると思いますが、いかがいたしましょうか、こ

こで一旦切るか、もう少し延長させていただくかということなんですけど、皆さん

のご都合も含めてちょっとお聞ききしたいのですけど。 

 

○志賀会長 

 どうですか、あとどのぐらいかかりますか。 

 

○渡邉（市事務局） 

 残りをご説明すると５時近くなってしまうと思います。ただ今、レジ袋の削減の

ところまでご説明をさせていただきましたので、ここまでについてご意見いただけ

れば、事務局としては助かります。 
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○原田（市事務局） 

 今、渡邉係長がお話ししたとおり、４番のレジ袋の削減まではご説明させていた

だきましたので、今、生ごみの関係はご意見いただきましたけども、それ以外のと

ころで、もしご意見等あれば、ご意見頂戴するところまで本日やらせていただいて、

⑤番のリサイクルショップ活動の拡充については次回に送らせていただければとい

うふうに思います。いかがでしょうか。 

 

○志賀会長 

 では、そういうことにさせていただきます。 

 あと今までの④までのところで何かご意見があれば、今のうちに。 

 

○市川委員 

 レジ袋につきましては、大手スーパー等については、大体２円引きとか１円引き

でほとんど実施していますが、問題は小売店ですよね。現実に小売店でやっている

ところっていうのはありますか。 

 

○細渕副会長 

 実際、小売店のほうでは、厳しいものがあります。ポイントとかそういうのは、

今のところは、まだやっていても何件かだと思いますが、啓発のスタンドとかポス

ターは張らせていただいています。そうするとお客さんの方でレジ袋は要らない人

は言ってもらえるということで、たばこ１個でも袋に入れないという人もおられる

ので、ちょっとの買い物でこちらが気を使って入れなくても、お客さんの方で入れ

てくださいという人もおられたり。あまり言ってもこちらの評判がありますので、

一応、ポスターとかスタンドとかで取り組んでいます。また、ポイント等は、また

これからの検討課題でやらせてもらおうと思っています。 

 

○内野（市事務局） 

 すみません、店頭回収、今、協力していただいているお店を調べましたが、やは

りスーパーが主になっておりまして、小売店はございません。 

 

○市川委員 

 たまたまこの案に、ドラッグストアや小売店舗等の未実施店へ拡大を図っていく

ということが書いてあるので、小売店でどういうところがやるのかなと思い、今ち

ょっと聞いたところです。 
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○内野（市事務局） 

 職員が小売店も含めて、実際現場を回ってご協力を求めている状況ではあります

が、なかなか簡単には進まないところもございます。 

 

○細渕副会長 

 逆にレジ袋に入れないと、何で入れないのと言われてしまうと、こちらのサービ

スが悪いのではないかと言われてしまう。小売店だと、啓発で取り組むということ

になります。 

 

○上村委員 

 たくさん買い物するときは、買い物する気で行くからマイバッグとか準備して行

きますが、コンビニでちょっと買い物するときとか、小売店でちょこっと買い物す

るときは、うっかり忘れてしまい、レジ袋に入れてもらってしまうということも多

いです。 

 別にポイントサービスとかそういうのがなくても、ちょっとしたきっかけがあれ

ば断るという人はいっぱいいるので、その意思の疎通がとれればいいのかなと思い

ます。 

 だから、そういう何か、夢ハウスの役割かもしれないですけど、私はレジ袋は要

りませんというような新ステッカーなど張っておくなど、そうするとちょっと声を

かけやすいですよね。何かそんな取り組みもできると良いと思います。 

 あと、お弁当が入る横に広い袋のマイバッグがあると、相当コンビニのお弁当袋

をもらう人が減るのではないかなという気がします。 

 

○細渕副会長 

 以前、商工会で手提げをつくったんですが、いろいろなお声を頂戴致しました。 

ポスターなどは市でつくっていただいきレジのところに貼って、レジで気軽に声

をかけて下さい、ということが基本です。個々の小売店は対面が多いと思いますん

で、それは少しずつはやっていただければと思います。 

 

○志賀会長 

 近所の八百屋さんが、もうレジ袋出しませんということを始めたのですが、２カ

月ぐらい前から、来るお客さんに、何月からはレジ袋はもうないからねと声かけを

しております。それも大変だなと思ってました。 

 

○市川委員 

 でも、それもいい案ですね。事前通告しておけば、やっていいかもしれないです
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ね。 

 

○志賀会長 

 そう。今度持ってきてねって、とそういう言い方をずっとしていましたから。大

変です。 

 

○佐藤委員 

 やはりお客さんが来なくなったらどうしようと、思いますよね。 

 

○上村委員 

 おなじみさんが来るお店だったら、いいのでしょうけど。 

 

○市川委員 

 初めて来られるお客さんだと難しいのでは。 

 

○志賀会長 

 なかなかそこまでできないですよ。 

 

○市川委員 

 声かけぐらいしかできないですよ。未実施店の小売店にお願いして成果を上げる

というのは難しいかもしれないです。 

 

○志賀会長 

 ほかに何か。 

 

○原田（市事務局） 

 そういう意味では、今回のその施策展開の中で購入時の声かけというのを入れさ

せていただいて、「いりますか」と言っていただくということが重要かなというこ

とで、一言入れております。 

 

○間野（市事務局） 

 あと、「レジ袋削減にぜひご協力ください」とか、そういう一言だけでも言って

いただけるような形の施策展開をしていきたいなということで、これを追加させて

いただいたところです。 
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○志賀会長 

 都内のスーパーだと、何も言わなくても出さないところはありますよ。欲しいと

きだけ言ってくださいとか、ここに袋があるので、それに自分で入れなさいと。横

に何円と書いてあって。それは全部レジで取られてしまうので、よくなくなる、み

んなが持ってくるのが前提になっているんです。 

 

○志賀会長 

 他にございますか。 

 

○紺野委員 

 ③集団資源回収の推進ですが、やはり団体数だけでなく回収量を増やしていく必

要があると思います。それは先ほどの生ごみもそうだと思いますが、世帯数ばかり

増えても、実際その実績はどうなのかということになるので、そういったこともち

ょっと数値的な目標ではなくても、指標的な部分を加えていただければなと思いま

す。あとちょっと気になったのが、品目の追加の部分が削除されてしまっています

が、これから量を増やしていくというのは、やはりちょっと厳しくなってくると思

いますが、そういう中で、小型家電類やペットボトルなんかを集団回収で集めるの

は可能だと思うので、そういったものもぜひ追加していくこともまた検討していた

だけるとよろしいのかなと思いました。 

 東京都の指針にも出ておりますが、店頭回収等でしか行われてないので。削除を

しないで、ぜひご検討いただければと思います。 

 

○志賀会長 

 これについてどうですか、ご意見ありますか。 

 

○中根委員 

 事業者の方に、回収品目について検討の余地あるっておっしゃっていただけるの

なら、検討したほうがよろしいのではないかと思うんですけれど。 

 

○原田（市事務局） 

 今まで回収していたものに加えて、更に品目の追加をしてきたので、整理がつい

たかなと思っていましたが、今ご意見いただきましたので、ちょっと持ち帰らせて

いただきます。 

 

○紺野委員 

 よろしくお願いします。 
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○志賀会長 

 ほかには。よろしいでしょうか。 

 以上、ここまでで、一応ご意見いろいろいただきましたので、一部検討はありま

すけど、事務局で調整していただいて、おおむねは事務局の方向どおりということ

でよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

 

○志賀会長 

 では、そういうことで進めさせていただいて、次回は、その先の５以降をまたご

意見をいただくということにさせていただければと思います。 

 続きまして、事務局より報告をお願いします。 

 

【報告】 

 

○武田（市事務局） 

 私から１点。先ほど冒頭、部長から管理棟の関係のお話がありました。昨年のゴ

ールデンウイーク明けに、施工業者が倒産という事態になりまして、皆さんにはご

心配をおかけしましたが、無事竣工することができました。運用開始が今年の８月

10日から無事に行うことができました。ですので、この会が終わったら時間が取れ

る方は是非ご覧になっていただければなと思っておりますのでよろしくお願いしま

す。以上です。 

 

○志賀会長 

 ほかによろしいでしょうか。 

 

○原田（市事務局） 

 この審議会の委員さんですが、この９月の末で任期が満了となります。現在、各

推薦母体の方に推薦状並びに承諾書等をお渡しして推薦をいただいているところで

ございますが、またその辺含めましてよろしくお願いいたします。 

 

○間野（市事務局） 

 ぜひこの計画は今、策定過程中なものですから、できれば皆さんに継続していた

だきたいというのが事務局の意向ではございますので、ぜひお含みいただければと

思います。よろしくお願いしたいと思います。 
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【閉会】 

 

○志賀会長 

 よろしくお願いいたします。 

 以上で一応終わりましたけども、かなり予定時間を超過いたしまして申しわけご

ざいません。事務所棟の外溝はエコセメントでつくってあるそうです。時間のある

方は是非見ていってください。 

 以上で審議会を終了させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


