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会 議 録 

 

会議の名称 令和２年度 第２回 東村山市廃棄物減量等推進審議会 

開催日時 令和２年７月１７日（金） 

午後２時００分～午後４時００分 

開催場所 東村山市秋水園リサイクルセンター ３階研修室 

出席者 ●出席者： 

（委員） 志賀敏和会長・細渕太郎副会長・中根晶子委員・秋本幸

子委員・上村麻弓委員・三田村慎一委員・佐藤斉委員・

武内守委員・加藤宣行委員・紺野琢生委員 

（事務局）大西岳宏（資源循環部長）・肥沼卓磨（資源循環部次

長）・星野邦治（ごみ減量推進課長）・岡宏明（秋水園

施設整備課課長）・戸水雅規（廃棄物総務課長）・渡邉

広（廃棄物総務課一般廃棄物処理基本計画策定担当主

査）・岩崎盛明（廃棄物総務課管理係長） 

（オブザーバー）ダイナックス都市環境研究所（佐久間信一・石

垣歩） 

 

●欠席者：なし 

傍聴の可否 可 傍聴不可の場

合はその理由 

― 傍聴

者数 

１名 

会議次第 １．開会 

 

２．議事 

(１)次期東村山市一般廃棄物処理基本計画について 

 

３．報告 

 ・ 新たなごみ焼却施設の整備について 

 

４．閉会 

問い合わせ先 資源循環部 廃棄物総務課 

電話番号 042－393-5111（内線2612） 

ファックス番号 042－391-5847 
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会 議 経 過 

・資源循環部長挨拶 

・資料確認 

 

１ 開会 

◯志賀会長 

 皆さん、こんにちは。お忙しい中、また、新型コロナウイルス感染症が広がる中での

開催となり大変申し訳ありませんが、次期一般廃棄物処理基本計画策定に関する重要な

案件ですので、感染防止対策を徹底し、委員の皆様の御協力を得て進行していきたいと

思います。 

 それでは、令和元年度第２回廃棄物減量等推進審議会を開会させていただきます。 

 初めに、本会議の公開について、確認を行いたいと思います。本日の審議内容は、次

第のとおりで、特段の非公開情報はないと思いますので、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。 

 

【異議なしの声】 

 

◯志賀会長 

 特に御異議がないようですので傍聴を認めたいと思います。 

  

【傍聴者入場】 

 

２ 議事 

◯志賀会長 

 それでは、議事に入ります。議事１について、事務局から説明をお願いします。 

 

◯渡邉（市事務局） 

 資料１についてご報告と説明をさせていただきます。 

 １点目です。本資料は、委員の皆様からお寄せいただいた意見シートをもとに、必要

に応じて電話などで内容の確認をしながらとりまとめたものですが、同一の論点で委員

のご意見が分かれている部分があり、書面での集約が困難であったため、この場でお諮

りしたいと思います。 

 資料５頁の意見番号 21 をご覧ください。計画目標について、リサイクル率の向上や

可燃ごみと不燃ごみの削減にできないかという御意見です。こちらについては、天然資

源の消費を抑制し、環境負荷ができる限り低減される循環型社会を目指す考え方と整合
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する目標として、集団資源回収分を含む全てのごみ及び資源を減量することを案として

います。 

また、総資源化率につきましては、これまでの審議会でも触れられてきましたが、事

業者による自主回収や資源物の発生量自体の減少によっても数値が低下する性質があ

り、一部の施策と逆行する可能性もあるため、これを計画の取組状況を図る指標として

設定する場合には、計画全体としての整合性を図る観点についての検討が必要かと考え

ます。 

 ２点目です。資料の１頁の意見番号５をご覧ください。集団資源回収事業の参加団体

数の増加には難しい点があるが、参加率の増加を目標にしてもよいのではというご意見

です。こちらにつきましては、個別施策への数値目標設定に関するものと捉えておりま

す。第１回資料で分かりやすく記載ができておらず申し訳ございませんでしたが、次期

計画案では一つ一つの個別施策への数値目標設定は行わず、より計画目標と直結した個

別目標として、ごみ種類別の減量目標値を設定しています。これまでの審議会の中でも、

個別施策への数値目標設定に関しては、数値目標に縛られるあまり計画としての柔軟性

が損なわれているのではないか、全体としてごみ減量が進んでいるのに個別の数値目標

が達成されないために全体としてうまくいっていない印象となり残念といったご意見

がありました。個別施策への数値目標設定のあり方につき、委員の皆様のご意見を頂き

たいと思います。 

 ３点目です。ただいまご説明した箇所を含めて、本資料のとおり答申案へ反映してよ

いでしょうか。また、本資料を第１回審議会の検討結果として、この資料形式で公表し

てよいでしょうか。 

以上３点につき、ご審議をお願い致します。 

 

◯志賀会長 

 今の説明以外でも結構ですので、何かご意見がありましたらお願いいたします。本件

について提案された紺野委員から追加の説明等ございましたらお願いします。 

 

◯紺野委員 

 リサイクル業を生業とすることもあり、総資源化率を指標として掲げていただきたい

という思いはあります。もちろん、３Ｒの考え方によればリサイクルの前にリデュー

ス・リユースという考えがあることは承知しておりますし、リサイクルの推進をしても

総ごみ量の削減がなくてはならないことも理解しています。この点について、皆さんの

考えもお聞きしたいです。 

 

◯志賀会長 

 では、特にこの点につきご意見があればお聞かせください。 
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◯上村委員 

 これは、資源ごみの減少が総資源化率の低下につながることや、店頭回収を進めるこ

とで総資源化率が下がることもあるので、今後は、総資源化率を指標とする必要はない

と思います。但し、統計上把握しておくべき指標ではあると考えますので、目標とはし

ないが数値として把握しておきたいと思います。 

 

◯志賀会長 

 目標値ではなく参考値として採用してはどうかとのことですが、事務局はいかがでし

ょうか。総資源化率は全国的に見れば高い水準にありますし、今後も把握しておくこと

については必要かと思います。 

 

○渡邉（市事務局） 

 参考指標としてモニターしていく趣旨であれば、計画全体としての整合性は図られる

ものと考えます。また、紺野委員のご意見にあった、可燃ごみと不燃ごみの合計量につ

いても、ごみの減量や分別徹底により減少していく数値ですので複合的な要素を含むも

のではありますが、参考指標として採用することは可能かと考えます。 

 

◯志賀会長 

 よろしいでしょうか。では、事務局で整理をしていただくようお願いいたします。他

にご意見がありますでしょうか。 

 

◯上村委員 

 コロナ禍での生活スタイルの変化により、ごみの出され方も変わってきたと思いま

す。その中で計画を少し調整する考えはありますか。 

 

○渡邉（市事務局） 

まず、ごみ量推計という形で反映できるかという点については、推計に採用できるデ

ータの蓄積が十分でなく、難しいと判断しています。 

 一方、恐らくそうなっていくのではないかという予測は立てられると思いますので、

そちらに基づいた対策を考えていく必要があると考えます。このような状況下において

も、天然資源の消費抑制や環境負荷の低減という視点は引き続き重要であるはずで、循

環型社会の実現に向けた取組を進める点に変わりはないと考えます。あとは、それぞれ

の個別の取組の中で必要となる対策を踏まえながら検討していければと考えます。 
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◯志賀会長 

 他にはご意見はありますか。これまでの審議のとおり反映してよろしいでしょうか。 

 

【異議なしの声】 

 

◯志賀会長 

 では、事務局において、これまでのご意見のとおり答申案への反映をお願いします。

次の資料について、説明をお願いします。 

 

○渡邉（市事務局） 

 では、具体的な取組についてのご説明に入りますが、その前に、本計画の策定支援業

務を委託しておりますダイナックスさんから、審議の参考として各自治体における先進

事例の紹介をしていただきたいと思います。 

 

◯佐久間（ダイナックス） 

当日配付資料をご覧ください。 

 ここで上げているテーマは、１番目が啓発、２番目が発生抑制、排出抑制、３番目が

食品ロス、４番がプラスチックごみ、５番が事業系ごみです。 

 啓発活動では、特徴的なものとして、鉄道会社とサッカーチーム等の企業やスポーツ

団体がコラボをして啓発活動を行っている事例がございます。 

 次に、表彰制度ですが、活動の励みになる仕組みを設けているものです。長崎県のエ

コスクール認定やポイント制度を設けている事例がございます。 

 次に、発生抑制・排出抑制について、富山県におけるレジ袋の発生抑制やマイボトル

の推奨をする横浜市や、祇園祭等の行政イベントにおけるリユース容器の使用の事例が

ございます。びんのリユースはなかなか進みにくいと言われておりますが、奈良県では

リユースびんを使用した「と、わ（ToWA）」という緑茶飲料を開発し普及させておりま

す。 

 次に、食品ロスについてです。様々なイベントが行われておりますが、変わった例と

しては、フードシェアリングサービスということで、残った食品を事前に登録した人に

安く提供できるような仕組みもございます。そのほかと神戸市などでは家庭での食品ロ

スを記録する食品ロスダイアリーという仕組みを設けています。このほか、武蔵野市で

は大量排出業者に対して、店舗が閉まる時間帯に合わせて立ち入り指導を実施し、食品

リサイクルへの協力を促しております。以上でございます。 

 

○渡邉（市事務局） 

 では、資料２の説明をさせて頂きます。 
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 １頁の市・市民・事業者の行動指針についてです。こちらは新たに追加した部分です。

基本理念の達成のためには、市はもちろんのこと、市民・事業者の皆さんが求められる

行動を認識し、行動に移していただくといくということが重要になってきますので、改

めて記載し明らかにしています。根拠としているのは、「東村山市廃棄物の処理及び再

利用の促進に関する条例」の規定です。 

 ２頁では、具体的な施策の体系を示しています。発生抑制・排出抑制計画、収集運搬

計画、処理処分計画に分かれており、本日は発生抑制・排出抑制計画についてご審議頂

きたいと思います。施策方針に基づいて具体的な取組を作成しています。施策方針１が

家庭ごみに関すること、施策方針２が事業系ごみに関することに区分し、各主体の取組

が分かりやすくなるようにしています。 

 ３頁以降が具体的な取組内容となっています。現行計画の施策の振り返りや、本審議

会でのこれまでの議論により取組案を作成しました。 

 

施策方針１ 家庭ごみの減量及び再生利用の推進 

(１)ごみを出さないライフスタイルへの変革 

 基本理念や基本方針と関連した、発生抑制の取組を更に推し進める意味合いを持った

施策です。一人ひとりが環境負荷を減らす意識を持ってもらうための取組を行っていき

ます。市民の自主的な行動が、市民全体に広がっていくよう取組を行っていきたいと考

えます。 

(２)家庭での食品ロスの削減 

食品ロス削減については重要課題の一つとなっていますので、家庭での取組と事業者

による取組に分けて記載をしています。意識啓発やフードドライブなどの具体的な取組

により削減します。 

(４)使い捨てプラスチックごみの削減。 

 現行計画のレジ袋削減の取組を拡大し、レジ袋のみでなく、ペットボトル、容器包装

プラスチックや、その他使い捨てのプラスチック製品の使用を控えることで減量してい

きます。 

(５)店頭回収の利用拡大 

現行計画と同一の名称ですが、これまで店頭回収実施店舗の拡大に重点が置かれてい

たものを、より積極的に市民に対して利用を働きかけていこうという意図のものです。 

(８)雑がみ等の古紙類の分別徹底による再資源化 

 令和元年度実施した排出状況調査で、燃やせるごみの中に多くの雑がみを中心とした

リサイクル可能な古紙類が含まれていることが判明しました。分別の徹底により、更な

るリサイクルが可能となることから、これを推進するための取組を行っていきます。 
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施策方針２ 事業者によるごみ減量及び再生利用の推進 

(１)排出事業者責任の明確化 

 現行計画にも同一名称の施策がございますが、改めて、事業者は事業活動に伴って生

じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないという廃棄物処理法

上の責任を明らかにする意味もあり、事業者による取組の一番目に位置づけています。 

(２)事業者による食品ロスの削減 

事業者による削減の取組として位置付けています。 

 

施策方針３ 行動の変革を促す普及啓発と環境学習・環境教育の推進 

(１)行動の変革を促す啓発活動 

 これまでの審議会においてもご指摘がありましたが、ごみの分別や減量に対して無関

心な方に、いかに市の取組を知ってもらい協力を得ていくか、そのための啓発活動につ

いて、「行動の変革を促す」という言葉を用いて、１人でも多くの市民・事業者の方に

関心を持っていただけるような啓発を実施してまいります。例えば、ごみ排出量や処理

コスト、環境への影響などを分かりやすく訴える必要があると考えます。また既存ツー

ルを最大限活用するのはもちろんですが、新たな手法についても研究も継続して行って

まいりたいと考えます。 

(４)美住リサイクルショップ活動を通じた啓発活動 

 現行計画では入館者数を数値目標として取組を進めてきましたが、今後も多くの方に

利用してもらいながらも、来館者への啓発効果についても十分把握し、啓発の場として

の役割を果たしていけるよう事業展開していきます。 

 

施策方針４ 市民・市民団体・事業者との協働 

資料②の１頁でもふれておりますが、市・市民・市民団体・事業者のそれぞれが循環

型社会の実現に向けて求められる役割を認識するとともに、多様化・複雑化する課題に

対応し持続可能な取組とするためには、互いに協働して進めていくということが重要に

なることから、各主体との協働についてそれぞれ記載しています。 

 

 最後に、先ほどのご説明と重なりますが、次期計画においては個別施策への数値目標

の設定は行わず、令和２年度第１回資料で記載をしているとおり、ごみの種類別の減量

目標値を設定してはどうかと考えております。個別施策への数値目標設定のあり方につ

いても案のとおりでよいかという点についてもご審議頂きますよう宜しくお願いしま

す。以上です。 

 

◯志賀会長 

 これについてご意見がある方は宜しくお願いします。 
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◯秋本委員 

 行動の変革を促す普及啓発と環境学習・環境教育の推進についてです。新型コロナウ

イルスの影響で見学に来ることができない児童がいます。コロナ禍の中で、今まで通り

の啓発の内容でいいのかと思います。 

 

◯上村委員 

 コロナ禍において美住リサイクルショップも活動が休止している。実際に現場で活動

することは必要だが、今後はこれと並行してオンラインでの情報発信に注力していくこ

とも必要ではないでしょうか。 

市報や見聞録という情報発信の部分と、出前講座や環境学習の充実という項目に加え

て、何かもう一つの情報発信を進めても良いのではないかと思います。 

 

○三田村委員 

 東村山市ではＩＣＴ化を進めており、実際にオンラインを活用した双方向でのやり取

りが来年もしくは再来年には出来るようになると思われます。 

 そうなれば、児童が教室にいながら秋水園の方と質疑応答ができるようになるのでは

ないでしょうか。 

 

◯志賀会長 

 このような機会をチャンスとして教育の現場も新たなことに取り組んでいることが

うかがえます。先進事例といったものだけではなく、困った時に多様な知恵を出し合う

ことが肝要と考えます。オンラインを活用した施策推進について事務局としてどのよう

に考えますか。 

 

○渡邉（市事務局） 

 施策方針３の中に、オンラインを活用した啓発活動の検討として位置付けてはいかが

でしょうか。ただ、市として取り組むに当たってクリアしていかなければいけない課題

はあろうかと思いますので、課題の整理と実施の検討といった形で記載させて頂ければ

と思います。 

 

◯志賀会長 

 学校現場でもオンラインの活用が始まったばかりです。このような機会がなければ実

施しなかったこともあるかもしれません。この機会をチャンスとして研究していただき

たいと思います。 
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◯武内委員 

 今、議題になっている啓発活動は非常に重要なものと考えます。先の委員も話してい

ましたがオンラインでの啓発活動を積極的に実施していただきたいと思います。 

 

○大西（市事務局） 

 現在、ＧＩＧＡスクール構想が立ち上がっており、学校内のＷｉ－Ｆｉ環境の整備に

着手するところでございます。オンライン化、ＩＣＴ化というのは、今後急速に進んで

いくこととなると思います。 

 資源循環部単体ではなく、庁内のネット環境の変化もなくては対応できない面もござ

いますが、市全体の情報化に合わせて、この機会を逃すことなく新たな啓発に取り組ん

でいけるよう考えております。 

 

◯秋本委員 

私たちとんぼサポーター２では、ごみを減量するために粗大ごみを修理、清掃して、

夢ハウスで販売しております。とんぼ工房に来ていただき木工作品を作っていただくこ

とで啓発活動も行っております。オンラインでできない部分についても大切にした広報

活動を続けていただきたいと思います。 

 

◯武内委員 

 雑がみの再資源化について、昨年度、排出状況調査が行われえましたが、具体的には

どのようなものが含まれているのでしょうか。 

 

◯渡邉（市事務局） 

 雑がみは、燃やせるごみの中の約５％を占めています。具体的な内容については、調

査を実施したダイナックスさんからご説明頂きます。 

 

◯佐久間（ダイナックス都市環境研究所） 

 チラシやカタログ、ダイレクトメール、その他にはノートといったものが主となりま

す。 

 

◯武内委員 

 分かりました。個人情報を含むものは燃やしていただきたい、という意識があるので

しょうか。 

 

◯志賀会長 

 シュレッダーや宛名を破っている方もいる。やはり個人情報の保護について、皆さん
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心配しているのでしょう。 

 

◯武内委員 

 個人情報の部分についてハサミを入れるのも手間なので、ついつい燃やせるごみの中

に入れて出してしまいます。反省しなければならないと思います。 

 

◯志賀会長 

 今回、廃棄物の組成について調査をしたことで、実際に何がどの程度入っているか分

かりました。意義深い調査であったといえます。写真での確認ですが、食品ロスの現状

についても驚きを隠せませんでした。他には何かご意見ございますか。 

 

◯上村委員 

 ６頁の美住リサイクルショップ活動についてです。「地域における３Ｒにかかる啓発

拠点」とありますが、この「地域」とはどの範囲を指すのでしょうか。体力づくり活動

といった他部署の事業や地域の公共施設の会議室等と連携することで、身近な「地域」

にてごみのことが分かるといったような活動は展開できないものでしょうか。オンライ

ンももちろん重要なことと思いますが、以前あったような出張リサイクルショップのよ

うに地域の活動拠点に出向くようなものも必要なことと思います。 

 別の話ではありますが、イベントを実施した時に発生するごみは問題となっていま

す。イベントとごみ減量の取組も計画で検討することが望ましいと思われます。 

 

○渡邉（市事務局） 

 他所管と連携した取組は、個別施策というよりは全体に係るテーマと考えます。１頁

の行動指針の中で、市としては当然の話ではあるのですが、他所管との連携について記

載させて頂きたいと思います。 

 

◯上村委員 

 ぜひお願いします。 

 

◯上村委員 

 私は減量審を代表して環境審議会に出席しております。新たな一般廃棄物処理基本計

画が策定中のためやむを得ない面もありますが、環境基本計画には本審議会での議論を

反映するようにしていただきたいと思います。 

 

○大西（市事務局） 

 今回、環境基本計画も一般廃棄物処理基本計画も同じ時期に策定されるものですの
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で、所管担当者同士で連携してまいります。 

 

◯上村委員 

 よろしくお願いします。 

 

◯渡邉（市事務局） 

 上村委員のお話しいただいた６頁の美住リサイクルショップ活動を通じた啓発活動

の中で、「地域における」という文言についてですが、意味合いとしては、秋水園以外

であの場所にあるという意味合いで使用した言葉なのですが、違った捉えをされる可能

性があると感じましたので、この「地域における」という文言を外させていただければ

と思うのですがいかがですか。 

 

◯肥沼（市事務局） 

 あくまで、現在の美住リサイクルショップでの活動を通してという意味合いですの

で、地域となると誤解を招いてしまう可能性もあることから、秋水園以外の啓発の拠点

として、今後運営委員会の方たちも含めて、まずは美住リサイクルショップをどういう

活動をするかということと、それとあと市内全域にどう広げていくかというようなとこ

ろを連携していきたいと考えます。 

 

◯志賀会長 

 他にはございますか。 

 

◯紺野委員 

 紙類の再資源化においては、感熱性発泡紙、昇華転写紙、匂いの強い紙類は三大禁忌

品とされています。その中でも昇華転写紙が詰め物やクッション材として使用され、製

品と共に日本に入ってきています。そのため、詰め物は処分してくださいと呼びかけて

います。 

 また古着については、再資源化のルートに乗ってしまえば古着として再使用すること

は困難になってしまいます。再資源化の前に再使用を進める必要があります。収集の段

階で水に濡れてしまうと焼却処分せざるを得なくなるため、このことも広く理解いただ

く必要があり、啓発の中で扱って頂きたい。 

 今回のコロナウイルス感染症の拡大に伴い、古着の主な輸出先であるマレーシアに輸

出ができなくなりました。その中で家庭から出される古着の量は前年比１．５倍から２

倍といった状況になってしまいました。このような異常事態について、既存のツールの

みならず他の所管の情報発信ツールも活用して市民に周知できるよう、連携を図ってい

ただきたいと思います。 
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◯渡邉（市事務局） 

 古着の排出については、施策方針１（６）の再使用の促進に含まれる内容でもありま

すが、分別の徹底という面では、次回審議会の議題である収集運搬計画の中で円滑な収

集にかかる分別排出の徹底という取組として記載することも考えられます。他所管との

連携については先ほどもありましたが、既存のツールを最大限活用しつつ、新しい取組

についても随時検討していきたいと考えます。 

 

◯上村委員 

 地域内での資源循環という点について、第１回資料に対する意見でも書かせていただ

きました。コロナウイルスの影響等により生活が苦しくなった場合、夢ハウスで販売し

ているような安い家具や衣類はとても助かると思います。リユースの観点だけでなく生

活支援という意味も重要ですし、そういった意味で、他部署との連携は必要なことと思

います。資料 4頁（６）で再使用のさらなる普及に向けた調査・研究を行っていくとあ

るので、ぜひ進めて頂きたいと思います。 

 

◯佐藤委員 

 美住リサイクルショップ活動に関わっていますが、リユース対象として受け入れる物

品の水準をどこに置くかが課題となっています。資源にまわす前に、まだ使えるものを

使っていただくようにしたい。 

 

◯上村委員 

 リユースは、ストックしておく場所を確保する場所の問題や選別の手間がかかる面も

あります。 

 

◯佐藤委員 

 今日は美住リサイクルショップとして宿題をもらったと思い、運営委員として検討す

るようにします。 

 

◯秋本委員 

 先進事例の説明に関してですが、資料にあるのは公的機関が実施しているものでしょ

うか。 

 

◯佐久間（ダイナックス） 

 基本的には行政が何らかの形で関与しているものであり、民間だけで実施している事

例は除外しています。 
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◯秋本委員 

 民間事業者も多様な活動をしていると思います。ノウハウのある団体と協働していた

だき、また市として事業所を応援するような文言が計画上あっても良いかと思います。 

 

◯志賀会長 

 施策方針４の市民・市民団体・事業者との協働で、市民団体との情報提供や支援、市

民・事業者との協働について記載していますが、これでは足りないでしょうか。 

 

◯上村委員 

 この「事業者」は民間事業者ですか。それとも収集関係の事業者ですか。 

 

◯大西（市事務局） 

 資料７頁の施策方針４に記載のある「事業者」は、全ての事業者を指すものです。ま

た、５頁においても、「排出事業者」や「一般廃棄物処理業許可業者」のように表現し

ておらず「事業者」と記載している箇所は、基本的に全ての事業者を意味しています。 

 

◯上村委員 

廃棄物の分野では「事業者」と言うと「収集事業者」や「排出事業者」というニュア

ンスが強いので、それ以外も含めた会社という意味も含めた「事業者」だと伝わる表現

が望ましいのではないでしょうか。 

 

◯秋本委員 

 少し事務局で整理していただけますか。思いは伝わったと思いますので。 

 

◯渡邉（市事務局） 

 委員のご意見の内容の反映と、全体を通して伝わりやすくなるように表現を見直しま

す。 

 

◯中根委員 

 使い捨て容器を減らす取り組みとして、東京都が「Ｌｏｏｐ（ループ）」というリユ

ース容器を利用した取組を試験的に実施しているそうです。出前を代行する業者のよう

に、注文をするとリユース可能な容器に入ったシャンプーや洗剤等が配達され、また使

用した後にその容器を回収する取り組みのようです。事務局では把握されていますか。 

 

◯上村委員 

 様々な業者が参加しているのでしょうか。 
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◯中根委員 

 民間事業者を募り、化粧品や飲料、食品といった多様な業種がこの取り組みに参加し

ていると聞いております。しかし、このコロナウイルス感染症の拡大により、話が聞こ

えてこなくなっています。また、この取り組みは海外でも試験的に実施されているよう

です。 

 

◯秋本委員 

 小さな地域で実施しているのでしょうか。 

 

◯中根委員 

 地域ではなく、主旨に賛同した企業が参加しているのだと思います。 

 

◯上村委員 

 高級品ですとそのような仕組みが成り立つかもしれませんね。 

 

◯志賀会長 

 新しい取組みとしてどの程度普及するかは未知数だと思います。 

 

◯渡邉（市事務局） 

 内容を把握できておらず、申し訳ありません。 

 

◯中根委員 

 コンサル会社の方が把握されていればと思い伺ったところです。 

 

◯志賀会長 

 他にご意見はよろしいでしょうか。では、審議事項は以上とします。事務局において

委員からのご意見を反映・調整してください。 

 

３ 報告事項 

以下について報告を行った。 

・新たなごみ焼却施設の整備について 

 

４ 閉会 

◯志賀会長 

 本日の審議会は以上で閉会とします。お疲れ様でした。 

 
 


