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会  議  録 

 

会議の名称 平成 27年度第２回 東村山市廃棄物減量等推進審議会 

開 催 日 時 平成27年10月９日（金） 午後１時４０分～午後３時３０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 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委員） 志賀敏和会長・中根晶子委員・市川忠文委員・佐藤満

里子委員・紺野琢生委員・加藤宣行委員・田浪政博委

員 

（事務局）間野雅之（資源循環部長）・原田俊哉（資源循環部 

次長兼管理課長）・内野昌樹（ごみ減量推進課長）・

武田源太郎（施設課長）・関泰三（管理課長補佐兼庶

務係長）・濱田嘉治（施設課長補佐兼資源再生係長）・

渡邉広（管理課計画調査係長）・岡宏明（施設課計画

係長）・武井百合子（ごみ減量推進課減量指導係長）・

森健二（施設課施設係長）・竹崎佑樹（管理課計画調

査係主事） 

（オブザーバー）株式会社ダイナックス都市環境研究所 

糠澤琢郎・石垣歩 

●欠席者：細渕太郎副会長・森薗孝志委員・齋藤健二委員 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
5名 

会 議 次 第 

１．開会 

２．議事 

(１)会長・副会長の選出 

(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  

１．開会 

・委嘱状交付 

・委員あいさつ 

・審議会資料確認 

・開催要件を満たしていることの確認 

 

○間野（市事務局） 

 改めまして、皆さん、こんにちは。資源循環部長の間野でございます。 

本日はお忙しい中、貴重な時間をとっていただきましてありがとうございます。先

ほどは、市長の代理で私から委嘱状をお渡しさせていただきました。今後２年間にな

りますが、環境の保全、そして一般廃棄物基本計画等、高所大所から、ぜひご指導い

ただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 また、基本計画の理念でございます循環型社会の実現に向けまして、行政とともに

一緒に協力していただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 さて、当市は、前回もお話しさせていただきましたが、東村山市は人口10万人以上

50万人未満の同規模自治体と比較して、リサイクル率で全国８位、市民１人１日当た

りのごみの排出量は全国９位と、ごみの資源化および排出量が全国でも上位となって

おります。 

これもひとえに市民や事業者のご協力、そして委員の皆さまのご指導をいただきな

がら、ごみの削減に尽くしてきた結果だと思っております。今後も更なる上位を目指

して協力いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 先日、平成26年度の決算委員会が行われたところでございますが、昨年の10月から

戸別収集について、特段の大きな問題や課題もなく、順調に進んでいるということで、

非常に高い評価をいただいたところでございます。 

また10月1日に、美住リサイクルショップを新たにリニューアルいたしました。通

常ですと、平日約100人ぐらいの来場者でしたが、当日は250人という多くの来場者が

ございました。やはりフロアの拡大や、レイアウトを変えたりした効果だと思ってい

ます。引き続き市民の方々に、美住リサイクルショップを利用してもらいながら、リ

サイクルを推進できればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 さて、本日も一般廃棄物処理基本計画の中間見直しということで、皆さんのご意見

をいただき、ご協力いただければと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○原田（市事務局） 

 それでは、平成27年度第２回東村山市廃棄物減量等推進審議会を始めさせていただ

きます。 

 なお、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」とされてございますが、委員の任

期満了に伴い、現在会長が選任されておりません。 

このため、会長が互選により選出されるまでの間、私が進行を務めさせていただき

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いて、確認を行います。本日の審議内容は、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１項に基づく会長・副会

長の選出、また前回に引き続きまして、東村山市一般廃棄物処理基本計画中間見直し

となってございます。 

本日の審議内容については、特段、非公開情報はないと思われますので、傍聴者の

方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） 

 

○原田（市事務局） 

 特にご異議がないようですので、傍聴を認めたいと思います。 

 

○渡邉（市事務局） 

 傍聴希望者は２人です。 

 

○原田（市事務局） 

 では、入場していただきますので、よろしくお願いいたします。（途中３名追加） 

 

 

２．議事 

○原田（市事務局） 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 まず、議案で会長・副会長の選出につきまして、竹崎よりご説明させていただきま

す。 

 

○竹崎（市事務局） 

 それでは、私から会長・副会長の互選について、説明をさせていただきます。 

 改選後、初めての審議会となりますので、審議を始める前に新たに会長・副会長を
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決める必要がございます。 

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１項には、

「廃棄物減量等推進審議会に会長・副会長をそれぞれ１人置き、委員の互選により選

任する」とありますので、委員の皆様からの互選により会長・副会長をお決めいただ

きたいと思います。 

まずは、会長の選出をお願いします。会長が決まり次第、議事の進行を会長にお願

いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○原田（市事務局） 

 ただいまご説明させていただきましたが、会長の選出について何かご意見ある方い

らっしゃいますでしょうか。 

 

○市川委員 

会長につきましては、前期同様、志賀委員に再度お願いできればと思います。また、

副会長につきましては、会長に一任という形でいかがでしょうか。 

 

○原田（市事務局） 

 ただいま、市川委員から志賀委員に会長をお願いしたいと、副会長については会長

に一任というご意見いただきましたが、皆さまいかがでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

○原田（市事務局） 

 ありがとうございます。それでは、志賀委員が会長として、皆さまの互選により選

出されましたが、志賀委員、よろしいでしょうか。 

 

○志賀委員 

 はい。よろしくお願いします。 

 

○原田（市事務局） 

 よろしくお願いいたします。では会長席へお願いいたします。 

 

（志賀委員、会長席へ移動） 

 

○原田（市事務局） 

 ありがとうございます。それでは、志賀会長に、まずは就任のご挨拶をいただきま
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して、以降の会議の進行をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○志賀会長 

 引き続きご選出いただきましてありがとうございます。ちょうど基本計画の中間の

見直しの検討という大切な時期でございます。皆さまのご協力を得て、適切にまとめ

ていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 それでは、次第に従いまして、進行させていただきます。先ほど市川委員からもあ

りましたが、副会長の選出に入らせていただきたいと思います。先ほど、一任とおっ

しゃっていただきましたが、今日残念ながら欠席されていらっしゃいますが、引き続

き細渕さんに、副会長をやっていただければと思っておりますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

○志賀会長 

 細渕委員からは、もし選任されれば引き受けてもよいと承認をいただいております

ので、細渕さんにお願いしたいと思います。 

 これは事務局から後日連絡いただけますか。 

 

○原田（市事務局） 

 連絡させていただきます。 

 

○志賀会長 

 それでは、次第１が終わりましたが、次の議題に入る前に、事務局から確認事項な

どありますか。 

 

○竹崎（市事務局） 

 改選にあたりまして、委員の方にご承認をいただきたい事項が２点ほどございま

す。 

 まず会議録についてですが、前期までは、委員のお名前と発言内容を記載し、誰が

どんな発言をしたかわかるような形で会議録を作成しておりました。今期の審議会に

おいても同じ形式をとる場合は、個人情報に関わるものであるため、委員皆さまの同

意が必要となります。 

２つ目ですが、同様にホームページ等で審議会委員の名簿を公表しておりますが、

その内容についても個人情報に関わるため、皆さまの承認をいただきたいと思いま

す。 

現在、区分・氏名・性別・就任日・職業等に、会長・副会長を追記した形で公表し
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ておりますが、今後も同じ内容で公表させていただいてもよろしいでしょうか。 

以上の内容について、ご承認いただきたいと思います。なお、欠席委員の方からは

ご承認はいただいております。以上です。 

 

○志賀会長 

 いかがですか。よろしいでしょうか。 

 

（一同承認） 

 

○志賀会長 

 それでは、議事に入りたいと思います。（２）の中間見直しについて、事務局から

説明お願いします。 

 

○渡邉（市事務局） 

私から中間見直しについてご説明させていただきます。 

第１回審議会資料の途中からの説明となりますので、第１回審議会の資料番号⑥東

村山市一般廃棄物処理基本計画の取り組み評価及び今後の施策展開案の３ページ目

をお開きください。 

それでは、資料に沿ってご説明させていただきます。長くなってしまい恐縮ではあ

りますが、第１回審議会資料番号⑥東村山市一般廃棄物処理基本計画の取り組み評価

及び今後の施策展開案から、第２回審議会資料番号①、そして②新たな施策展開案に

ついて、最後まで通してご説明をさせていただき、その後ご意見を頂戴できればと考

えております。 

また、第１回審議会の中でご意見いただいておりますものにつきましては、今回の

第２回審議会でいただきましたご意見と併せて調整させていただき、次回の第３回審

議会におきまして、整理した内容についてお示ししていければと考えておりますの

で、こちらについてもどうぞよろしくお願いします。 

それでは、資料番号⑥の３ページです。中段、⑤リサイクルショップ活動の拡充か

ら進めさせていただきます。 

こちらについて、食器類の引き取りや再生家具類の確保の強化を行ってまいりまし

たが、市民アンケートにおいては、「美住リサイクルショップを知っている」と回答

された方の割合が77％を超えており、広く市民の方に認知されていることがわかって

おります。 

一方、施策の数値目標としておりますリサイクルショップの入館者数が年度の目標

に達していないという状況になっております。 

今後の施策展開としては、リサイクルショップの利用者増に向け、継続事業の充実
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を図るととともに、新たな施策展開を考えていくとしております。 

続いて⑥ごみ減量・リサイクルを促進するための販売事業者向け制度の検討です。

こちらは、ごみ見聞録等で積極的な取り組みを行っている事業者の公表を行っており

ますが、今後も継続して、紹介を継続することで更なる波及効果をねらっていくこと

として、販売事業者向け制度については導入しないこととしました。 

よって施策名称の見直しをしております。最後の「向け制度の検討」を削除し、「ご

み減量・リサイクルを促進するための販売事業者の紹介」とさせていただきたいと思

います。 

続きまして、４ページ目です。⑦事業系ごみ（行政収集分）における排出事業者責

任の明確化です。こちらは、事業用指定収集袋の使用確認により実態の把握を行って

まいりましたので、今後につきましては、少量排出事業者の排出するごみが、家庭ご

みの中に混入していかないよう指導を継続していきたいと考えております。  

続きまして、⑧事業系ごみ（民間収集分）の排出指導についてです。一般廃棄物処

理許可業者の搬入ごみの中に、受け入れ対象外のごみではないものの、食品廃棄物が

一部持ち込まれる例がありますので、こちらにつきましては、食品リサイクルに回す

よう協力を求めていく必要があると考えております。 

続きまして、⑨事業系ごみ（事業用大規模建築物）の減量及び再利用等の指導・監

督につきましては、今後も引き続き取り組んでいきます。 

続きまして５ページ目をご覧ください。⑩店頭回収の拡大（店頭回収・自動販売機

脇回収ボックス）につきまして、こちらについても引き続き取り組んでいきます。 

続きまして、（２）再使用に関する取り組み、①フリーマーケット、不用品交換の

推進についてです。フリーマーケットにつきましては、さらなる発展を意識した展開

を視野に入れて、常設型フリーマーケットの検討などを進めてまいりましたが、資料

にございますとおり、空きスペースの関係もございまして、実施を見送っております。 

今後は、効果を十分に把握して充実、発展を図っていきたいと考えております。 

また、不用品交換につきましては、市民アンケートの結果、約61％の回答者が「知

らない」と回答されております。 

そのため、事業の効果的なＰＲにより、市民認知の拡大を図って、市民の方が参加

しやすく、また安心して活用できるような場として提供していきたいと考えておりま

す。 

続きまして、②家具等の再使用の促進についてです。新たなルートの活用について、

民間企業との連携を検討しましたが、現状の家具数では難しいことがわかっており、

実施を見送っております。粗大ごみの中からの引き抜きについては、今後も引き続き

取り組みを実施していきます。 

続きまして、資料が変わります。第２回審議会資料番号①をご覧ください。 

東村山市一般廃棄物処理基本計画の取り組み状況及び今後の施策展開案の基本方
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針２合理的な収集と資源化の推進についてです。 

まず（１）合理的な収集に関する取り組み、①収集形態の変更検討についてです。 

平成26年10月からのごみの出し方変更により、全てのごみが戸別収集に変更になり

ました。これにより、市民の皆さんのごみの排出をする際の利便性が向上し、また課

題となっていた、道路上にコンテナが設置されていたという状況を解消することがで

きております。こちらの施策については達成しております。 

同様に②収集区分・処理方式の変更検討につきまして、びん、かんを混合収集に、

容器包装プラスチック、ペットボトルを同時収集に変更しており、ペットボトル処理

については、民間活用を視野に外部処理の調整を進め、搬入を開始しております。こ

れにより、収集及び処理について秋津町への集中を分散することができており、この

施策についても達成をしております。 

③円滑な収集運搬の推進につきましては、今後も引き続き取り組んでまいります。 

続きまして、（２）資源化の推進に関する取り組み、①生ごみの資源化の推進です。

第１回審議会にて、生ごみ集団回収の事業は、参加世帯数が少ないことから、こ 

の事業をやめてはどうかというご意見もございましたが、市民アンケートの結果、こ

の事業の認知度が低いことがわかっているため、今後効果的なＰＲによって、認知の

拡大を図り、それでも参加世帯数が増えていかない場合に、事業継続の検討をしたら

いいのではというご意見をいただいております。 

市といたしましても、この生ごみ集団回収事業についてＰＲ方法を工夫していきな

がら、事業を知っていただきまして、引き続き生ごみの資源化の推進を図っていきた

いと考えております。 

 続きまして、基本方針３安全で確実な処理体制の構築、（１） 安全で確実な処理

体制の構築に関する取り組みについてです。 

①施設の維持・整備の推進、②焼却灰のエコセメント化の継続につきましては、引

き続き取り組んでまいります。 

 ３ページ目に移りまして、③ごみ焼却施設の延命化工事の実施、④熱回収設備の利

用検討、そして⑤資源化施設の整備につきましては、資料にございますとおり達成と

なっております。 

続きまして４ページ目をご覧ください。⑥ごみ処理施設更新の検討につきまして、

基礎調査業務委託を基にした視察、また各種研修会において情報収集を行ってきてお

ります。今後は、施策展開案にもございますとおり、既存施設の現状を把握しながら、

自区内での処理、あるいは広域処理を含めて、市民の皆さんとともに検討を行い、安

定したごみ処理を行うための取り組みを進めていきたいと考えております。 

続きまして基本方針４情報提供や環境学習の充実、（１）情報提供や環境学習の充

実に関する取り組みについてです。 

①啓発活動の推進につきましては、今後も引き続き取り組みを進めていきます。 
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続きまして②講座・学習・イベントの推進です。施設見学会を新たに企画、実施し

てまいりましたので、今後の施策展開案では、今後も引き続き施設見学会を継続して

いくという内容で文言の整理をしております。 

続きまして、③集合住宅の排出指導強化、④学校への出前授業等の実施につきまし

ては、資料にあるとおり、引き続き取り組みを進めていきたいと考えております。 

続きまして６ページ目をご覧ください。基本方針５市民・事業者との協働、（１）

市民・事業者との協働に関する取り組みについてです。 

①廃棄物減量等推進員の活動推進、②市民組織への支援と協働及び連携の推進、そ

して、③市民・事業者との協働の推進につきましては、資料にありますとおり、引き

続き取り組みを進めていきたいと考えております。 

 続きまして、資料番号②新たな施策展開案をご覧ください。 

新たな施策案については、現行の施策に加え、新たに取り組んでいこうと考えてい

る、施策の案を載せさせていただいております。 

最初に「１.食品ロス削減の取り組みの推進」についてです。 

食品ロスとは食べ残し、過剰除去、皮の剥き過ぎ、若しくは賞味期間切れなど、本

来食べられるにもかかわらず廃棄されているごみのことです。 

現在の計画では、生ごみについて、「水切り」、「減量化容器などによる自家処理の

促進」、「生ごみ集団回収事業による資源化」という３つの施策を位置づけて、取り組

みを進めておりますが、ごみの減量にあたっては、ごみとして出たものをどうするか

だけでなく、一歩手前のごみの発生抑制という考えが重要です。 

食品ロスについては、今年度の６月に実施した意見交換会でも、委員からご意見を

いただいており、生ごみの中でも食べ残しを減らしていくことが一番重要だというお

話もいただいております。 

そのため、今までの取り組みに加えまして、新たに食品ロス削減も取り組みとして、

啓発活動を行いながら削減の取り組みを進めていきたいと考えております。 

続きまして、「２.資源物の持ち去り防止対策の推進」についてです。 

現在、収集運搬業者の方と協働で取り組んでおります、古紙類などの資源物持ち去

り行為の防止対策につきまして、基本計画で位置づけて、今後も引き続き取り組んで

いこうというものとなっております。 

続きまして、「３.高齢者等みまもり収集の継続実施」についてです。 

前回、中根委員からのお話にもございましたが、現在、収集運搬業者と協定を結ん

で実施しております、高齢者等みまもり収集について、基本計画で位置づけまして、

今後も市民が住み慣れた地域で安心して生活することができるように取り組んでい

こうというものです。 

続きまして、「４.使用済小型家電の資源化の推進」です。 

現在、「使用済小型電子機器等再資源化を促進するための法律」の趣旨に基づきま
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して、市役所の本庁舎、美住リサイクルショップ、そして秋水園のごみ減量推進課窓

口の３カ所で使用済小型家電の拠点回収を実施し、資源化を進めています。 

今後、ますます世界的に資源制約が強まっていくと予想される中で、廃棄物の適正

処理と資源の有効な利用の確保という法律の趣旨に鑑みまして、資源化の取り組みを

推進していくことが重要と考え、基本計画に位置づけるものであります。 

続きまして、「５.災害発生時の対応に向けた取り組みの推進」です。 

今後、発生が予想されております首都直下型の地震や、その他水害など災害が発生

した際の対応に向け、あらかじめ災害時のごみ処理やがれき処理のマニュアルを作成

するなどの取り組みを進めていこうという施策となっております。 

資料番号③をご覧いただけますでしょうか。左側が現計画の体系となっており、右

側が改訂案となっております。 

私からの説明は以上とさせていただきます。ご意見をいただければと思います。 

 

○志賀会長 

 資料の説明が終わりました。それでは、皆さんから何かありましたらご意見をお出

しいただきたいと思います。 

 

○佐藤委員 

 10月９日審議会資料①の②収集区分・処理方式の変更検討の評価の文言の中で、秋

津町への集中を分散することができたと書かれています。ペットボトルとかは持ち込

みがなくなったわけですから、確かに分散することができたのですが、実際問題とし

て、秋水園に運搬で出たり入ったりする車の台数としては、どのくらいの数が減った

のでしょうか。 

 

○原田（市事務局） 

 ペットボトルの収集車両は年間1,300台ぐらい入っておりました。それが去年10月1

日から秋津町に入ってこなくなりました。 

 

○佐藤委員 

 ペットボトル1,300台入ってこないというのは、1,300台入って1,300台出るという

ことがなくなったということですよね。 

 

○原田（市事務局） 

 そうです。 
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○佐藤委員 

 結構大きな数字ですよね。ですので、数字的にも出したほうがいいのではないかと

いう気がしたのですが。 

 

○原田（市事務局） 

 達成状況の中にということですか。 

 

○佐藤委員 

 そうですね。入って1,300台、出て1,300台で合計2,600台になりますよね。ですの

で、数字的なことも挙げておかれたほうがわかりやすいですよね。よろしく検討をお

願いします。 

 

○原田（市事務局） 

分かりました。検討させていただきます。 

 

○志賀会長 

ほかに何かございますか。 

 

○佐藤委員 

 生ごみについて、10月９日審議会資料①、（２）の①生ごみの資源化の推進につい

てです。 

このことに関して、平成26年３月15日号の市報で市議会３月の定例会市長施政方針

説明が掲載されており、生ごみの集団回収事業に対する切り抜きを今持っているので

すが、その中で、「再開をして平成26年度の早い段階から再開する予定です。事業再

開後、２年から３年を目途に一定の検証作業を行い、検証結果を踏まえた上で、本事

業を継続実施していくかどうかの判断をしたいと考えています」と文言が載っていま

す。 

実際問題、基本計画書の見直しが出されるのは平成28年度ですよね。そうしますと、

２年ぐらいが経過していて、それで未だに継続して取り組んでいくという書き方をさ

れると、まだ続けていくのだと大きな勘違いをする可能性もあるのではないかなと思

います。 

市長さんもそうおっしゃっていますし、私が参加している生ごみの集団回収の話し

合いを持たれたときにも、課長さんからも説明がございました。  

ということは、やはり集団回収に参加している人にとっては、この２～３年が検証

作業であり、今後は一部見直しと書かれていますが、一部見直しではなくて、施政方

針でもあったように「２年から３年を目途に一定の検証作業を行い」というこの文言
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を入れておくほうがいいのではないでしょうか。 

 

○内野（市事務局） 

今、佐藤委員がおっしゃいましたように、３月の施政方針で市長からそういうお話

があり、昨年６月24日に再開して、そこから１年ぐらい経過したということがありま

す。 

そのとき２、３年が検証ということで、検証の仕方としては参加世帯の増や費用対

効果ですとかいった点を、総合的に勘案して検証するような考え方を持っておりま

す。 

実際のところ、世帯数がなかなか伸び悩んでいるとかいった状況はありますが、今

年実施しました市民アンケート等によりますと、生ごみの集団回収事業が市民の方々

に周知がしきれてないという大きな課題が浮き彫りになっております。 

検証もそうですが、実際、市民の方に浸透していないところもありますので、今後

の施策展開案でもあげたように、市民の方に知っていただけるようなＰＲをおこなっ

ていきたいと考えております。それをやった上で、参加世帯や費用対効果等を、検証

させていただきたいと考えているところでございます。 

 

○田浪委員 

この事業に関しては、発足したときに、たまたま私が関心を持っていまして、私の

近所でやりませんかと声をかけたのです。 

私が声をかけたものですから、直接秋水園に来て申し込みをおこないました。そう

しましたら、補助金の関係があるので１軒１軒別々に申し込みしてくださいと言われ

ました。つまり、代表の人が持ってきてもだめだと言われたのです。そういうやり方

は少し工夫するべきだと思います。今でも理解できないですが、別に書類を偽造する

わけでも何でもないわけでしょう。集まって近所の人に声かけて、そういうのをやり

ましょうと言ったときに、１人１人が秋水園に来て書類手続きしてと言われて、なん

でそんな面倒くさいことやるのかなと思いましたし、これでは普及しないのではない

かと思います。 

特に、私の場合は、住まいが秋水園のすぐそばですから、歩いて５、６分で来られ

ますが、これがもし、やろうとしている人たちが廻田町や多摩湖町だったら大変です

よね。そういうことも考えないと、なかなか普及しないのではないかと思います。 

 

○内野（市事務局） 

その点に関しまして、再開に当たって規則の改正もさせていただき、参加世帯要件

も５世帯から３世帯としました。 

補助も５年以上経ったら補助をさせていただくという形での規則改正を行うとと
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もに、再開のときに皆さまからいただいた意見の中では、今委員さんがおっしゃられ

ましたように、手続きが大変だということもございましたので、連絡いただいた方に

こちらのから書類をお持ちして、直接伺うような形で改善を図りました。 

 

○田浪委員 

 そのことについて市報か何かで説明があったのですか。 

 

○内野（市事務局） 

市報は紙面に限りがありますので、申し込みの際はごみ減量推進課へということ

で、問い合わせをとなっておりますが、私どもにそういうお話があれば、直接出向い

て、書類等をお持ちして進めさせていただいております。 

 

○田浪委員 

確かに、前から比べたらよくなったと思いますが、こういうのはどうやって徹底す

るかですよね。 

そんなにごみ問題に関心を持っている人は多くないと思いますので、特にやろうと

いう人は貴重だと思います。 

東村山市は市報の他にごみ見聞録を出していますよね。そういうところで触れたほ

うがいいのではないでしょうか。そうでないとなかなか広がらないと思います。やり

方がよくなったと言っても、知らなければできないわけですから、ＰＲ等が大事だと

思いますよ。 

 

○内野（市事務局） 

それについては、検討させていただきたいと思います。 

 

○志賀会長 

もう１つ、用語の使い方ですが、ＰＲはどういう意味で使っていますか。 

 

○内野（市事務局） 

 周知をしていくという意味で使用しています。 

 

○志賀会長 

 「ＰＲにより周知を図り」となっていますし、ＰＲはＰＵＢＬＩＣ ＲＥＬＡＴＩ

ＯＮＳの略なので、いわゆるコマーシャルじゃないので、文章を少し検討したらいい

と思います。また今委員から出たような、仕組みの変わったところとかいうのも、逆

に言えばそれが伸び悩みの一つの原因だとすれば、ご意見があったように、それも一
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度、周知してみるというのも手ですよね。貴重なご意見なので生かしていったらいい

と思います。 

 他に何かございますか。 

 

○加藤委員 

 最近ニュースを見ても、資源物の持ち去りの事件は絶えないです。横にいる東多摩

再資源化事業協同組合の紺野委員は、最たる被害者になるかもしれませんが、持ち去

り業者がいても、それを見守ろうと地域の目が光っているところは犯罪率が少ないわ

けです。 

なので、持ち去りも本来はいけないことだと知らない人や関心のない人に、何らか

の形でそもそもいけないということを知ってもらうべきだと思います。 

それに対して、どういうふうに通報、通告するかが手段になっていくわけですが、

今の話と連動しますが、周知方法を強化することが飛躍的にいろいろな意味で効果が

出るのではないかと思います。 

 

○中根委員 

午前中に廃棄物減量等推進員全体会がありましたが、大変活躍されていらっしゃる

方は、毎回のように巡回して、持ち去りが多い地区だったが、だいぶよくなりました

と発言されていましたので、そういう見回りが強化できるような形に、市の方からも

各担当に呼びかけていただけるとよろしいかなと思います。 

 

○志賀会長 

市民アンケートでは、見聞録は意外と認知度が低いですよね。なので、周知方法で

ある見聞録自体の周知を図らないとつらいところがあると思います。そういうのをど

うやって広めていくかというのは大変大事なことだと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 

○紺野委員 

この件につきまして、新たな施策でも資源防止対策推進ということで検討していた

だいております。ただＧＰＳの調査を市と連携してやっているのですが、なにぶん、

本人を捕まえることができません。ＧＰＳ調査は持っていった先の問屋さんを押さえ

るのであって、目の前で荷物を盗まれていくのを取り締まれないという悩ましいとこ

ろがあります。なので、ＧＰＳだけではなくて、市の職員さんと我々も協力しますが、

やはりパトロールが必要になるのではないでしょうか。 

また、条例には持ち去り行為に対する罰則がないという点について、計画に書いて

しまうとやらなければいけないことになってしまうかもしれませんが、うまい書き方



15 

 

で罰則規定を設けるようなものを新たな施策に盛り込んでもらえるとよろしいのか

と思いました。 

それと、市民の方のごみを出す時間についてですが、10月９日審議会資料①、５ペ

ージの③集合住宅の排出指導強化とありますが、集合住宅だけではなくて、一軒家で

も常習的に時間を過ぎてから出される方がいらっしゃいます。 

そういった意味で集合住宅だけではなくて、一軒家も指導強化をしていただけると

よろしいのかなと思いました。 

 

○内野（市事務局） 

今お話がありました、後から出される方々については、情報をいただいて、職員が

頻繁な方に指導に伺っておりますので、これからも継続してやっていきたいと思いま

す。 

 

○市川委員 

資源物の持ち去りについて、集団回収をしているところは持っていかれやすいのか

もしれませんが、一般家庭で出している分もかなり持ち去りはあるのですかね。自分

の門の前に置いておいても。 

 

○紺野委員 

瞬時に持って行ってしまいます。 

 

○加藤委員 

相場があって、例えば、雑誌は安いけど新聞紙を高く買ってくれるときは、予め新

聞だけ持って行くプロみたいなのがいます。それで生計を立てているような人がいま

す。現金は取っていかないけど、現金化できるものを取るわけです。 

 

○市川委員 

戸別収集になったから意外とその辺の資源物の持ち去りは、集団回収のところは別

ですが、少なくなってきているのではと思いますが。 

 

 

○加藤委員 

少なくなっているけれども、絶えることはございません。近隣市も同じように悩ん

でいます。パトロールを強化したりして対応しているそうです。 
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○志賀会長 

23区でもかなりやられています。逆に言えば、東村山みたいにＧＰＳで追っかけて

いるというのもニュースに出ます。これは画期的なニュースになるぐらいですから、

随分大変な試みだったと思います。 

他の自治体は実態もわからなかったのではないかと思います。ただ、市委託収集車

とそうでないのがぶつかることがあって、判明したのがほとんどだと思います。ＧＰ

Ｓ調査をやっていないと、実際にどこに行っているのかわからないですからね。 

 

○紺野委員 

何もつけていないですからね。我々はステッカーを付けて収集しているので区別は

つきます。 

 

○志賀会長 

ほかには何かございますか。 

 

○佐藤委員 

すみません。新しい施策の中で、災害発生時の対応に向けた取り組みの推進という

ことで、ここに書かれたのは本当にいいことだと思っております。 

それに伴うことですが、10月9日審議会資料①の⑥ごみ処理施設更新の検討の中で、

先進自治体のごみ処理施設を視察されたりしていると書いてあるのですが、やはり、

実際に起こってから考えるのではなくて、災害時にごみがどのように処理されている

のかという現場を見ておくことも、すごく大事なことなのではないかと思います。 

頭の中で考えているのと実際とは全く違うと思いますし、例えば、東村山市が何か

の災害にあえば、近隣全部が同じ災害にあっているわけで、そのときに自区内処理の

処理方法のところと、一部事務組合で処理されているところとどういうふうに違うの

か。どちらがどうメリットがあって、デメリットがあるのか。たぶん、そういうこと

も検討の中には入っていると思います。 

やはり災害時においても、自分のところで処理施設を持っていることと持っていな

いことで、どう違うのかも同じように検討していただきたいと思うので、それも課題

の一つにぜひ入れておいていただきたいなという気がしました。 

夫が宮城出身で、東日本大震災のときは、内陸部でしたから、実際に水の被害はな

いんですけど、余震の被害はありました。１カ月後に現場に行ったとき、南三陸町と

か実際に目にして本当に言葉を失いました。 

そういう中で人の命が一番大事ですが、その次は、生活するとなったときに自分の

家がごみだらけだったたら、何もできないと思います。 

そういうことも含めて目にしていただくと考えていることは違うかなと思うので、
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視察という言い方をすると申しわけないと思いますが、すごく大事な経験だと思いま

したので、よろしくお願いいたします。 

 

○加藤委員 

私は東日本大震災のときに、ボランティアで２カ月間釜石市におり、釜石市長の運

転手をやりました。 

あそこの場合は、生きていることを皆さん願って、行方不明者を見つけるまでにと

ても時間を要したのです。 

次に、一時仮置き場に持っていって、そこで有機物も全部混ぜて山積みにするので、

しばらくすると煙が出始め、引火してしまいました。不衛生になって、伝染病の根幹

になってしまうのです。 

法的に言うと、一般廃棄物と産業廃棄物があり、震災廃棄物は全て一般廃棄物で市

が片付けるのです。でも、市の焼却施設が壊れてしまっているから、近隣市の一般廃

棄物処理施設に持ち込もうとするのですが、その近隣市の焼却炉に余力がないので

す。 

都会の震災廃棄物は、恐らくコンクリート、それから家電、ああいうものが多く出

るので、これはどこの市もそうですが、近隣市ではなくて近隣県との連携が大事です。 

 

○佐藤委員 

 それぐらいの大きなものになればそうですよね。 

 

○加藤委員 

民間処理施設の協力がないと何年分のごみが出ますからね。埼玉県と東京都とか、

関東圏を巻き込んだ連携が必要になると思います。 

 

○佐藤委員 

東京直下型地震になれば、完全に関東圏のところという形になりますよね。やはり

新たに計画となって、考えていただけるようになったのは、いいことだと思いました。 

 

○志賀会長 

東日本大震災の時、福島の廃棄物の受け入れが拒否されたということがありました

よね。広域的な連合でないと、なかなか地域の中だけでは難しい。 

それから、関東大震災の時はがれきが多くて、水路を埋めてしまったりとかありま

した。 

なので、ああいう大規模な震災のときにどのように対応するかは、規模にもよるの

で想像がつかないですが、何らかの検討しておく必要は確かにあるかもしれませんの
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で、よろしくお願いいたします。 

ほかに何かございますか。 

 

○紺野委員 

今の件ですが、私も先の常総市の堤防決壊の５日後に、青年部の仲間を連れて、正

味１週間ほど向こうで作業をさせていただいたのですが、やはり、市の仮置き場が３

時間、４時間待ち状態で、廃棄物を下ろせずにいました。民間業者さんがとにかく喫

緊の事態ということで受け入れをとりあえずして、何とかやりくりをしていた形でや

っていました。 

そのときに、一緒に行っていただいた、ふじみ野の資源組合さんが協力していただ

のですが、その後すぐに、ふじみ野市は早速災害時の防災計画を全部見直すという取

り組みをしたようです。 

ちなみに、東村山市のほうからは、土のう袋の寄付をいただきまして、届けてまい

りましたので、ご報告させていただきます。 

 

○志賀会長 

ほかに何かございますか 

 

○佐藤委員 

新しい取り組みの中の10月９日審議会資料②、「１.食品ロス削減の取り組みの推

進」ということですが、現実的には、どのような取り組みをされるかみたいな具体的

なことはお考えになっていらっしゃるのでしょうか。 

 

○渡邉（市事務局） 

具体的には、まだ他市の先行事例などもありますので、そちらを参考にさせていた

だきながら、どういったことがいいかを考えております。 

例えば、広報紙の中で、食べきり、使い切り、水切りという３切り運動をやってい

るところや、お店に小盛メニューを用意したりとか、持ち帰り希望者への対応などを

行う「食べきり協力店」を増やすといった、取り組みがございます。 

どういったものが東村山市の中で取り組んでいくと削減に繋がっていくかを考え

ながら進めていきたいと考えております。 

 

○原田（市事務局） 

食品ロス削減については、ごみ見聞録等でも皆さまにご紹介してこなかった経緯が

ございますので、発生抑制という視点で計画に位置付けて、皆さまにまずは知ってい

ただくということを考えています。 
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食品ロスはこういう問題があって、それを各家庭から各個人が削減することが大切

ですよということを、最初にやっていく必要があると思っております。 

それで今、渡邉係長から申し上げたとおり、各店舗さんでご協力いただけるところ

があれば、そういったところにもご協力を願っていくような形になっていくかと思っ

ています。これは、今回初めて位置づけるので、毎年、実行計画で見直しを図ってお

りますので、その中で少しずつ進めていければと思っております。 

 

○志賀会長 

 ほかに何かございますか。 

 

○田浪委員 

生ごみの自家処理のことですが、これは東村山市だけでなくてどこの市でもなかな

か大変です。 

美住リサイクルショップでは、３月７日に武蔵野市の人に講師においでいただい

て、段ボールコンポストの講習会をやりました。 

初めてやったことなので、何人来るかは不安でしたが、定員15名で募集したのです

が、37人の応募がありました。 

こんなに段ボールコンポストに関心あるのかなと思って、その後引き続き２回やり

ました。 

段ボールコンポストは、購入にも1,000円かからないです。それで確実に生ごみは

減っています。私は、提案したときに、同時に自分のうちでもスタートしましたが、

今日現在、生ごみは燃やせるごみに出さなくなっています。 

これは、ぜひこれから進めていきたいなと思っています。いろいろな方法がありま

すが、補助金を出してやってもそれほど進まないと思います。やるに当たって、葉山

町や国分寺市で実際にやっている事例を見てきましたが、やはり容器の値段が高いと

感じました。なので、美住リサイクルショップでも来年１月に、今までこれでやって

いらっしゃった方の、実践されている方の交流会を開いて、できればその方たちに自

主的な組織をつくっていただいて、これから進めていったらいいのではないかと計画

を持っております。 

 

○志賀会長 

そういう試みは、そういう方法も含めて周知することはできないですか。基本計画

でいうと生ごみの自家処理の促進になると思いますが、現在は容器の公費補助の事業

ということでしかないと思いますが、新しいツールを教えるとか、今せっかくやって

いらっしゃるようなことを生かせるようなものはできないですかね。 
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○内野（市事務局） 

今、お話がありました段ボールコンポストも減量容器の一つとして補助の対象とし

て考えさせていただいておりまして、一応、段ボールは安い金額ではありますが、１

件当たり3,000円を上限に補助をさせていただいている状況でございます。 

 

○佐藤委員 

段ボールコンポスト補助は何の補助ですか。 

 

○内野（市事務局） 

 容器です。 

 

○佐藤委員 

段ボールをということですか。 

 

○田浪委員 

段ボールについては今のところ補助はないです。 

 

○佐藤委員 

 1,000円というのは資材のですか。 

 

○田浪委員 

結局段ボール自体は、その気になればただでもらえますが、美住リサイクルショッ

プで説明するときに、なかなか面倒くさいので、とりあえずクロネコヤマトの10号と

いう大きさがあります。それは182円です。 

ですから、皆さんに言うときは、一応参加される方に500円いただいて、こちらで

段ボールと、それから腐葉土と米糠を用意しています。ただ後々、自分たちでやって

もらえたら一番いいと思います。市が補助金を出す必要は、私はないと思います。 

段ボールコンポストを利用してもらえば、ごみ袋が必要なくなるわけですから、こ

んなにいいことはないと思っています。 

これは、各市で結構やっていまして、多摩市では、市が補助金を出して段ボールコ

ンポストを進めようということで、一種のブームになっているのです。日野市でもこ

れから１万世帯を目指してやりたいというので、あそこの減量審で話が出ていると思

います。 

 

○志賀会長 

 補助とかいうのではなくて、何かツールを紹介してくれることはできませんかとい
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う質問ですが。 

 

○間野（市事務局） 

身近で手軽にできるやり方でということで、今、課長が言っていたのは、そういう

キットがあるのです。そういうものに対して補助をしているのであって、段ボールを

補助しているということではないです。ご説明が足りなくて申しわけありません。 

 

○内野（市事務局） 

ホームセンターとかでセットで販売しているものがありまして、それに対して補助

を出している状況です。 

 

○志賀会長 

自分で手づくりできてしまうものですね。 

 

○内野（市事務局） 

 ですから、先ほど委員がおっしゃったように、身近なところでやっていくというこ

とで。 

 

○志賀会長 

そういうのを紹介するという文言の書き方をできないでしょうか。要するに、補助

するだけではなくて、ツールを紹介するとかいうやり方を、例えば、そこで講習会を

やりますよというのをもっとＰＲするとか。 

 

○田浪委員 

それは、市報に載っています。私の希望としては、後々は市の施策に書いておいて

もいいわけですよね。今はまだ実験みたいなものですから。そうなればいいと思って

います。 

 

○志賀会長 

書き方の問題だけです。せっかくいい需要があるのであれば、そういうのを教えて

くれるようなことをやりますよという書き方もいいのではということです。 

それから、農家なんかでは自分でたい肥場をつくって、雑草から全部たい肥化して

いるわけですよね。やろうと思えば確かにどんな方法でもやりようがあると思いま

す。 
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○加藤委員 

生ごみに関心がない人はいなくて、弊社では港区の生ごみを減らす方法のお手伝い

を１年間やりました。まず、来ていただく方に言われたのは、活用方法も教えてほし

いという意見が多かったです。 

生ごみをたい肥化するのはわかったけれども、たい肥して、どういうふうに皆さん

使っているんですかという意見があったので、お花を育てている先生を呼んで、お花

に使用する等の用途を教えていました。 

女性だけではなくて、老若男女、いろんな方が来まして、今後すごくおもしろく展

開できるのではないかと思います。 

 

○原田（市事務局） 

計画の文言については検討させていただきますが、今日、大変貴重なアドバイスを

含めてご意見をいただきましたので、そういったことを計画の中で検討していきたい

と思います。 

 

○志賀会長 

ほかに何かございますか。 

 

○田浪委員 

レジ袋の件でよろしいでしょうか。 

 

○志賀会長 

 はい、どうぞ。 

 

○田浪委員 

流通業者は、かなりレジ袋が有償になりましたが、今から10年ぐらい前に秋津商店

街の役員をやっていまして、商店街でやったことがあったのです。 

簡単に言いますと、秋津商店街は市内で一番大きな組織だと言われていますが、年

間予算が当時100万円ぐらいで、そのうちレジ袋に24万円かかったので、実施しまし

た。 

そのときに、会員さんのところに回ったときに一番言われたのは、これは市の事業

ですか、市の条例でありますかと言われました。市の事業でなかったらうちはやりま

せんということです。結構それは多かったです。 

またチェーン店では、同じ商品を他店舗で買うより高くなっては困るので、協力で

きませんということだったのです。 

それで、当時、やることになったら当然マスコミの協力が必要だろうと思って、読
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売、朝日、毎日、東京新聞、全部に連絡しました。ところが、問題なのは、多摩版な

のです。秋津は、新秋津と秋津駅の乗り換え客が今、１日7万5,000人くらいいますが、

その方たちは新聞を読んでいないのです。つまり、埼玉県の人が多いわけです。簡単

に言うと見事失敗したわけです。 

そういう経験があって、商工会でマイバッグをつくったという話もありました。で

すが配布できなくて残っています。そういうふうにちぐはぐなことはあるので、せっ

かくこれからレジ袋の削減は必要ですが、そういう面でいろんな形で知恵を集めない

ともったいないと思います。 

 

○原田（市事務局） 

今回、施策の展開のところでは、購入時の声かけという形を１つ追加をさせていた

だいています。今、いろいろ取り組みをしていただいたというお話も伺ったのですが、

我々として、お店や商店街等に働きかけをするときに、今までは値引きとか、ポイン

ト付与等に重点を置いて取り組んできましたが、一言声をレジでかけていただくだけ

でもだいぶ違いますし、実際に店舗さんでそういう声かけをしていただいているとこ

ろもかなり増えてきていると感じておりますので、施策として位置づけをしました。 

一言声をかけていただくだけで結構ですよということを、私ども職員がお店を回っ

てお話をさせていただくという形で、今後取り組んでいきたいと思っております。 

 

○志賀会長 

いかがでしょうか。ほかには何かございますか。 

 

○田浪委員 

出前授業のことですが、美住リサイクルショップでは、毎年、応募があったところ

でやっています。毎年実施をしているところは、久米川東小学校だけです。去年初め

て、久米川小学校からやってほしいという希望があって、２校になったのです。 

やはり全校から来たときに、こなしきるのは難しいと思いますが、子供さんたちを

対象にして、出前授業は行くほうも結構おもしろいです。 

ですから、こちらの消化能力も含めてですが、もうちょっとあってもいいのではな

いかと私は思っています。学校側はそのことを知らないのではないかと思います。 

そういう授業が、少しずつ広めていったほうがいいのではないかと思います。 

 

○内野（市事務局） 

今、田浪委員から出前授業のお話がありましたが、私どものごみ減量推進課のほう

で、教育委員会の校長会に出前授業の実施のご案内をさせていただいて、実際に直接

学校に伺って、環境整備事業協同組合さんに協力いただきながら、授業を進めている
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状況はございます。小学校は大方、出前授業を実施している状況でございます。 

 

○佐藤委員 

出前授業のことでいいですか。ここに書かれている学校への出前授業は、ごみ減量

推進課がされていることであって、美住リサイクルショップの出前授業の回数が含ま

れているわけではないですよね。 

 

○内野（市事務局） 

 含まれておりません。 

 

○佐藤委員 

 あくまでも、美住さんのほうではなくて、市で担当所管が出前授業をおこなってい

くのですか。 

 

○原田（市事務局） 

そう言う意味では、市でやっているものと、美住さんは美住さんの内容で独自にや

っていただいているところがございますので、教育委員会との連携という意味では、

そういう機会を持たせていただいていますので、そういう中でご紹介することもでき

ると思います。 

 

○志賀会長 

キャパシティーの問題もあるので、順次ですね。 

 

○原田（市事務局） 

授業のカリキュラムもかなり厳しい状況だということも言われておりますので、学

校側の受け入れもあると思います。 

 

○志賀会長 

美住リサイクルショップ運営委員の出前授業は何年生を対象にしているのですか。 

 

○田浪委員 

４年生です。 

 

○加藤委員 

だいたい４年生の社会科の授業で、３Ｒの話しが出てきます。 
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○志賀会長 

 なるほど。そういうのに組み込んであれば、できないことはないですね。 

 

○原田（市事務局） 

そうですね。そういう意味では、４年生になると秋水園の施設見学に来てもらい、

あとで出前授業を組み合わせて、地域の勉強の中でごみのことについて学んでいただ

くという形になると思います。 

 

○中根委員 

別の話でいいでしょうか。８月24日審議会資料⑥ですが、③集団資源回収の促進の

今後の施策展開のところですが、集団資源回収は、ただ資源の回収量を増やすという

ことだけではなくて、地域コミュニティの活性化を図りたいということを、市の担当

職員からは言われていますので、施策展開にも、その言葉があったほうがよろしいの

ではないかと思います。 

 

○原田（市事務局） 

おっしゃるとおりで、集団資源回収事業のそもそもの目的に、地域コミュニティの

活性化という考え方が含まれておりますので、施策の中でどのような形で表現するか

考えさせていただきたいと思います。 

 

○志賀会長 

ほかには何かございますか。 

ないようでしたら、また次回にご意見をいただく機会もあるかと思いますので、今

日のところはこの辺で終わりとさせていただきます。 

何か事務局のほうから報告事項はございますか。 

 

○原田（市事務局） 

今回の計画の見直しについては、いただいたご意見を整理させていただいて、次回

ご報告をさせていただきます。 

 

○志賀会長 

よろしくお願いいたします。 

 

３．報告 

○原田（市事務局） 

では、私どもの報告事項ということでございます。３点ほどご報告をさせていただ
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きます。 

まず、秋水園の整備でございますが、旧管理棟の解体撤去についてご報告させてい

ただきます。 

リサイクルセンター、またリサイクルセンター管理棟が竣工いたしまして、８月10

日から管理棟も事務の運用を開始したところでございます。今まで使っておりました

旧事務所は、今年の年末までに解体撤去工事をおこなう予定でございます。 

また秋水園のプールについても、かなり老朽化しておりますので、管理棟の改修工

事を年明け２月末ぐらいまで予定しております。 

これらをもちまして、これまで計画しておりました秋水園施設の整備の整理がつく

のかなというところでございます。  

 

○武田（市事務局） 

私から容器包装プラスチックの関係でご報告させていただきます。 

市議会、９月定例会において容器包装プラスチックの品質検査について報告いたし

ましたので、本審議会におきましても改めてご報告を申し上げます。 

 容器包装プラスチック及びペットボトルの処理については、市内の事業者において

滞りなく行われているところでございますが、平成27年８月11日付で容器包装リサイ

クル協会から品質検査結果の通知をいただきましたところ、まことに残念ではござい

ますが、ペットボトルの混入が主な要因でＤランクという結果でした。 

受託事業者におきましては、作業員の指導を徹底することに加え、設備面において

も品質向上に向け、選別ラインの改良工事を行うなどの対策を10月いっぱいを目途に

図るということでございます。 

市としては、これらの対策によって品質の向上が図られるものと考えており、受託

者と連携し、品質の向上に努めてまいりたいと考えております。 

 

○内野（市事務局） 

私からリサイクルフェアの開催についてご説明させていただきたいと思います。 

本日、資料でお配りさせていただきましたが、10月18日の日曜日にリサイクルフェ

アを市役所の駐車場で実施いたします。 

始まりが午前10時から午後１時までということで限られた時間ではございますが、

実行委員会の皆さま方からもいろいろな出し物を出していただきます。 

また、フリーマーケットも駐車場を利用しまして、70区画、70店舗出す予定でござ

います。 

再来週の日曜日になりますが、大勢の方に集まっていただけたらと思っております

ので、ご案内を大勢の方にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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○原田（市事務局） 

廃棄物減量推進員さんにも、毎年ご協力いただいておりまして、ある意味、ここに

いらっしゃるほとんどの方にご協力いただいて、年１回で資源循環部と実行委員会が

盛大に開催しているイベントでございますので、よろしくお願いいたします。 

事務局からの報告事項は以上でございます。  

 

４．閉会 

○志賀会長 

それでは、以上で議事を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 


