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会 議 録 
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肥沼芳雄委員・秋本幸子委員・上村麻弓委員・三田村慎一委員・
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（事務局）大西岳宏（資源循環部長）・肥沼卓磨（資源循環部次長兼廃棄

物総務課長）・田口輝男（ごみ減量推進課長）・武田源太郎（施

設課長）・関泰三（廃棄物総務課長補佐兼庶務係長）・渡邉広

（廃棄物総務課計画調査係長）・小川謙一郎（ごみ減量推進課

減量指導係長）・髙瀨直之（廃棄物総務課計画調査係主事） 

●欠席者： 加藤宣行委員 
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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。今回は、前回に引き続き災害廃棄物についての審議となっておりますので宜

しくお願いします。 

それでは、平成 30 年度第 2 回東村山市廃棄物減量等推進審議会を開会いたします。 

では、初めに本会議の公開について確認を行います。本日の審議内容は次第のとおりで、特段の非

公開情報は無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、いかがですか。 

 

【異議なしの声】 

 

○志賀会長 

ご異議無いようですので、傍聴を認めたいと思います。事務局の方、傍聴希望者の方はいらっしゃ

いますか。 

 

○渡邉（事務局） 

現在のところ、いらっしゃいません。 

 

○志賀会長 

では、いらっしゃいましたら、順次入場していただいてください。 

 

２ 議事 

(１)災害廃棄物処理計画（素案）について 

○志賀会長 

それでは議事に入ります。（１）災害廃棄物処理計画（素案）について、事務局から説明をお

願いします。 

 

○渡邉（市事務局） 

第１回審議会（以下、「前回」という）では、災害廃棄物処理の考え方について、委員の皆様

から多くの貴重なご意見を頂き有難うございました。ご意見等を参考に、本日の資料１「東村山

市災害廃棄物処理計画（素案）」の取りまとめを行いましたので、こちらについて変更箇所等を

中心にご説明をさせて頂きたいと思います。 

それでは、資料１をご用意ください。 

・１頁「第１章 第１節 計画の目的」 

本計画は、国の災害廃棄物対策指針や都の災害廃棄物処理計画をもとに、本市で今後発生が予

想される大規模災害により生じる災害廃棄物の処理を迅速かつ円滑に進め、早期の復旧復興を果
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たしていくことを目的として策定するものです。 

・３頁～「第１章 第３節 本市の概況」 

ここでは、災害時の対応を考える上での基礎情報として、本市の地勢や社会状況をまとめてお

ります。 

・９頁「第１章 第４節 ４（１）災害廃棄物の発生量推計」 

前回、災害廃棄物発生量推計の合計を 39.9万トンとしておりましたが、小数点第２位の処理

に誤りがございまして、大変申し訳ございませんが、本資料において 40.0万トンと修正して記

載しております。なお、表記上の修正であり小数点処理前の実際の推計値自体は変わっておらず、

災害廃棄物対応等に変更はございません。 

・９頁「同（２）し尿収集必要量の推計」 

こちらについても大変申し訳ございません。推計方法に誤りがあり、「仮設トイレ必要数」に

ついて、第１回資料では 579基としておりましたが、576基と修正して記載しており、こちらが

正しい数字でございます。 

また、前回、例えば市内で大規模なイベント等が開催され市外から多くの方がいらっしゃって

いる時に災害が起きた場合、そういった方も帰宅困難者となる可能性があるとご意見を頂きまし

た。イベントは時間帯や天候により参加者数は様々で避難者数の想定は非常に難しいところでは

ございますが、イベント開催等により避難者数が現在の想定より上回る可能性があることについ

て十分考慮して、対策を考えていく必要があるものと考えております。 

また、仮設トイレの関係で障害者対応についてのご意見いただきましたが、市の災害対策を定

める「地域防災計画」では、災対健康福祉部、災対子ども家庭部の対応として、避難所や仮設住

宅等において高齢者や障害者等の利便性に配慮した洋式トイレ等の設備の確保に努めるとされ

ております。災害廃棄物処理と関連した避難生活支援の分野の対応として計画に定められている

点について、前回の説明の補足をさせていただきました。 

・10頁「同（４）通常ごみの推計」 

表９の「災害時の発生量」を「（２）し尿必要量の推計」「（３）避難所ごみの推計」の表記と

統一するため、一日あたりの発生量に変更しております。なお、９頁と 10 頁の発生量推計の詳

細については 41頁以降の巻末資料に記載しております。 

・18頁「第２章 第１節 ３協力・支援体制」 

前回、市のし尿希釈投入施設での受け入れが困難となった場合のお話しがございましたが、

「（１）都との連携」の記載のとおり、都との覚書により本市し尿希釈投入施設での受け入れが

困難となった場合は清瀬市にある水再生センターへ搬入することとなっております。その他にも

「（２）他市区町村等との連携」、19 頁「（３）民間事業者との連携」において現状の連携体制を

記載しておりますが、計画策定後につきましても必要となる連携体制の構築を進めていきたいと

考えております。 

・21頁「第２章 第１節 ５（３）選定」 

公表されているハザードマップが仮置場の選定等に関して参考となるのではというご意見を

頂戴し、表 21の検討項目に取り入れさせていただきました。 

・22頁「第２章 第１節 ６市民等への広報」 

災害時の広報につきましては、多くの委員からご意見を頂いておりまして、平時の広報内容の
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例を見直すとともに、④を追加しました。例えば、家具が転倒し破損してしまえば災害廃棄物と

なってしまうことから、不用品は普段から処分しておくことや、防災減災対応とも重なりますが、

家具に転倒防止材をつけておくこと等、災害廃棄物の発生量を減らす視点からの広報をしていき

たいと考えております。 

・29頁「第２章 第２節 ７（３）保管場所等についての把握」 

有害物、適正処理が困難な廃棄物対応として、本市内の事業所等で有害物を保管する場所から

の流出も考えられ事前に把握しておくことが必要というご意見をいただいており、災害時の対応

にむけ関係機関と連携して保管状況の事前把握を行っていきたいと思います。 

・同頁「第２章 第２節 ８市民等への広報」 

 初動期の広報内容についても見直しました。道路の被災等の地域ごとの被災状況から、様々な

方法により必要となる広報を行っていく旨を加えました。広報車等での音声での広報は一部分が

聞こえないことで不完全な情報となってしまうとか、広報紙やチラシ等も印刷機材の確保や必要

な人・場所に届けられるかとか、それぞれの広報方法に長所・短所があるため、周知状況を見極

めながら、皆様に必要な情報が届くように広報を展開していきたいと考えております。 

初動期の広報の内容（例）につきましても、あまり情報を詰め込みすぎても伝わりにくくなっ

てしまいますし、発災からの時間経過で必要とされる情報は変わっていきますので、初動期に広

報すべき内容として再度見直しております 

・32頁「第２章 第２節 １３（３）情報の収集」 

先ほどの仮置場の選定にあたっての検討項目と関連しますが、水害廃棄物に関する情報の収集

として、仮置場選定等の基礎情報とするとしております。 

・39頁「第３章 第１節 教育、訓練」 

国の取り組みとして図上演習訓練が行われており、連動した取り組みが必要ではないかという

ご意見をいただきました。本計画を有効に機能させていくために、まずは職員に対する計画内容

の周知、教育訓練を継続して行っていくことが重要で、あわせて、お話があったような国や東京

都等が実施する研修会や図上演習訓練等には積極的に参加して知識・技能を取得し、情報共有を

図っていくことが重要と考えております。 

・41頁以降「巻末資料」 

 最後に、発生量の推計方法・結果について、巻末資料として添付しております。 

 

資料２をご覧ください。 

・１頁「１ 計画の目的」 

資料１でご説明したとおり、本計画の目的を記載しております。 

・２頁「３ 災害時に発生する廃棄物」 

資料１でご説明したとおり、大変申し訳ございませんが、前回 39.9 万トンと記載していたも

のを 40.0万トンの災害廃棄物が発生すると修正しております。 

 

以上、前回頂戴しましたご意見や、数値や文言の修正も含めまして、事務局で計画の素案とし

て本資料をまとめました。委員の皆様からのご意見ご指摘等頂戴できればと思います。 
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○志賀会長 

はい、ありがとうございました。前回の皆さんからのご意見は、かなり反映されてように思い

ます。委員の皆様からご意見等を頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○秋本委員 

色々と取り入れていただいて、とても良くなったと思います。こういう硬い感じの計画は、な

かなか文章だけだと理解しにくいので、できるだけビジュアル的に分かりやすくなるといいと思

いました。例えば、がれき等を集める仮置場などはモデルになるような写真があれば、災害時に

市がどのように廃棄物処理を進めていくのかが伝わりますし、市民も災害時にはどのように分別

したり、排出したりすればよいか理解しやすくなると思います。 

 

○志賀会長 

ぴったり合うような写真があるといいですね。 

 

○秋本委員 

そうですね。出来るだけ近い状況であればよいと思います。色んな箇所にのせられればよいの

ですが、一つの例として捉えていただければと思います。 

 

○渡邉（市事務局） 

今後パブリックコメントを予定していますが、やはり市民の皆さんに伝わりやすいということ

は重要と思います。余白になっている頁もありますので、使用できる写真を探して入れさせてい

ただきたいと思います。前回の報告事項の中で東和テクノロジーさんに広島での現地支援の状況

をご説明いただきましたが、現地で撮影された写真をスライドで多く見せていただいて、私も、

被災地や災害廃棄物の状況がとてもイメージしやすかったように感じましたので、どれくらい取

り入れられるか分かりませんが検討させて頂きたいと思います。 

 

○秋本委員 

ありがとうございます。 

 

○志賀会長 

ぜひよろしくお願いします。他にご意見ございますか。 

 

○上村委員 

19頁の民間事業者との連携というところで、事業者との協定が記載されていますが、これは公

的な箇所に関する、例えば障害物除去など、ということでよろしいですよね。この前の台風では

強風で色々な物が飛散していましたが、例えば電線のような公的なものに引っかかったものは速

やかに東京電力や提携する事業者の方に撤去していただいたと思うのですけど、自宅の庭のよう

に私的なところに飛んできたものはすぐには対応できないと言われて、うちの自治会でも結構苦
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労しました。実際、公的な場所かそうでないかというのは災害時に割と問題になったりすると思

いますので、その辺の柔軟な対応といったことも盛り込まれるといいなと思いました。もし公的

でない部分は自助努力でということであれば、市民への広報で例えばこういった災害の場合には

こういう業者に連絡すれば対応してもらえるといったことを入れていただければと思います。 

 

○渡邉（市事務局） 

今のお話はおそらく、平時か初動期の広報内容になってくると思います。お電話等でのお問い

合わせもあるかもしれませんが、情報を整理しておいて速やかにお伝えできるようにしておく必

要があるかと思います。 

 

○上村委員 

そういった部分がはっきりしていないと、全部市役所に問い合わせが行くということになるか

と思います。スムーズに対応していくためにもそういった情報が予め分かるといいと思います。 

 

○秋本委員 

参考に教えていただきたいのですが、避難所運営連絡会では、災害時の避難所運営は市の職員

だけでは人手が不足するということで、市民も一緒に避難所運営について学んで、会議が開催さ

れたりしているのですが、災害廃棄物処理となると一般の市民も一緒に手伝うことはできないと

思います。それで、資料２の４頁「処理の進め方」には、発災直後、3 日目まで、1 ヶ月目まで

など、細かく時系列で対応すべきことが書かれているのですが、そのための必要人数の想定はさ

れているのでしょうか。 

 

○渡邉（市事務局） 

今のところ具体的にどんな業務に何人必要となるかというところまでは想定出来ていません。

災害時は、基本的に資源循環部職員は廃棄物処理業務にあたることになっていますが、中には秋

本委員からお話のあった避難所運営対応に従事することになっている職員もいます。その他に、

もしかしたら災害対策本部の指示で他の業務にあたることもあるかもしれません。基本的には残

った職員で対応するということになりますが、段々時間が経過して人命救助がひと段落していく

と、今度は応急対応や復旧復興の段階ということで、逆に他部署から応援もらって業務にあたっ

ていくことになるのかと思います。申し訳ないのですが、現在のところ、必要となる明確な人数

というよりは、その場の状況に応じて災害対策本部の決定に従って、人員が配置されていくもの

と考えております。 

 

○秋本委員 

状況によりもちろんどれだけの人数が確保できるかということもあると思いますが、この業務

をスムーズに進めるためには例えば最低 20 人必要とか、そういったものがあるのかと思ったも

のですから。決めてもなかなか実際には難しいかもしれませんが、最低限これだけいたら上手く

動くと。 
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○肥沼（市事務局） 

やはり、大まかに考えてこれくらいの人員は必要だろうといった考えはあるのですが、実際に

発災した際にそれだけの人数が参集できるのかいう課題もあります。資源循環部は災害時に通常

時と体制を大きく変えて災害対応にあたりますが、例えば収集運搬業務については東村山市環境

整備事業組合様や東多摩再資源化事業協同組合様にご協力いただきながら連携して進めてまい

りますし、他市から応援を受ける場合には、例えば仮置場を設置することになった場合には廃棄

物処理業務の経験をお持ちの方に入ってもらうといったように順番に進めていかざるを得ない

のかと思います。 

 

○志賀会長 

災害時は臨機応変にやるしかないし難しいですよね。災害の規模にもよりますが、道路が寸断

されることもありますし、まず職員が参集できるのかというところがあります。かなり前のお話

しですが、たしか、都議会で災害が起きた時に都の職員は何人が都庁に来られるのかという質問

をされたことがあって、およそ３割程度の職員しか来られないという結果が出た関係で、災害対

策職員住宅などの整備を行ったという経緯があります。東京都の職員は都外にお住まいの方もた

くさんみえますし。 

 

○秋本委員 

東村山市の場合は、どれくらいの職員が市内に住んでいるのでしょうか。 

 

○大西（市事務局） 

おそらく５割くらいかと思います。市では管理職を対象に緊急参集訓練を行っておりまして、

一度ですね管理職以上に対し日中に交通機関が麻痺した想定で徒歩や自転車で参集するという

ことをしたのですが、その時はたしか 7割くらい参集できたと記憶しています。一般職に対して

は緊急時の連絡訓練をしていて、平時から備えとして体制はとらせていただいていますが、実際

にどれくらいの職員が集まれるのかというと、例えば育児や介護で離れられない等の事情もあり

ますので、訓練と比較すると割合は下がるのかなという想定はしています。先ほどの説明にもあ

りましたが、大規模災害時には市区町村だけでなく都道府県レベルでの支援体制がとられること

もあろうかと思いますので、資源循環部分野に関係するような方の応援を受けるといった形で出

来る限り円滑に災害廃棄物処理を進めていければと考えております。 

 

○上村委員 

この計画に従って対応がとられるのは、どのような規模の災害なのでしょうか。被害といって

もグラデーションというか様々だと思うのですが。国が激甚災害に指定しなかった場合でも、ひ

どい被害であったりということもありますし。 

 

○渡邉（市事務局） 

資料１の６頁ですが、本計画が対象とするのは、市の災害対策全般を定める地域防災計画で対

策として想定されている自然災害と考えています。市の災害対応は基本的に地域防災計画に沿っ
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て進められますが、例えば地震災害であればどの程度の規模で災害対策本部を立ち上げるという

基準があります。災害対策本部の設置と同時に災対資源循環部を設置して災害廃棄物対応にあた

るという関係があることから、基本的に災害の規模は、先ほどの自然災害で災害対策本部の設置

が必要となる場合と考えています。資料では少し説明が不足しているかと思いますので、文言の

修正をさせていただければと思います。 

 

○上村委員 

ありがとうございます。廃棄物の場合、必ずしもそこまで大規模な災害でなくても大量に廃棄

物がいっぱい発生してしまう場合も想定されるわけじゃないですか。そちらについては、計画と

は関係なく、通常業務としてとらえるということでしょうか。 

 

○大西（市事務局） 

例えば、この前の台風ではたくさん倒木があったり、それより前では一部地域で溢水によって

床上・床下浸水ということがあったりしましたが、そちらにつきましては通常処理体制の範囲内

での対応と捉えています。例えば、市内の道路が寸断されるなど、インフラが大きく被害を受け

ているような状況の中でどのようにして災害廃棄物処理業務を組織的に行っていくかというこ

とで計画を策定しています。 

 

○上村委員 

はい、わかりました。ありがとうございます。 

先ほど避難所運営連絡会のお話しがありましたが、避難所でもやはりごみが発生するので分別

等のために、例えば廃棄物減量等推進員さんのような方を避難所運営の中に配置するとか、事前

に情報をお伝えしておくとかできると良いかと思うのですが。 

 

○大西（市事務局） 

災害時は職員も含めてどういった方がどれくらい集まることが出来るかということもありま

すし、避難所では家が損壊したりして着の身着のまま逃げてきた人が一時的に生活する場を設営

することが初期にやるべきことになってきますので、現時点では大変申し訳ないのですが、廃棄

物関係者まで配置するという難しいかと思います。 

 

○上村委員 

大規模災害でなく局部的な災害の時に、地域の中でそういったことが相談できる方が１人いる

とスムーズにいくのではないかと思いますがどうでしょうか。 

 

○肥沼（市事務局） 

現在でも推進員の方たちには、例えば不法投棄の見回りや地域での啓発活動等をして頂いてい

ます。そういった中では、本計画を策定した際には周知して、例えば災害時のごみの出し方など

推進員さんにも知っていただくことは必要かなと思います。 
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○上村委員 

ぜひお願いします。 

 

○中根委員 

今おっしゃったように、各町には推進員の方がいますので、その地域の核になっていくという

のは推進員の方にも心得て頂いてよいと思います。あと、市の職員の方々が被災して対応できな

い場合というのは結構想定できることだと思うのですが、退職された方にボランティアとして活

躍して頂くことはできないでしょうか。今でも再任用やアルバイトとして従事されている方もい

ると思いますが、廃棄物の分別や処理などの知識を活用していただいて、災害時にも、あなたは

職員だったのだから、ということではなくて、地域で知識を活用していただくようなことはでき

ないものなのかと思ったりもするのですが難しいでしょうか。 

 

○志賀会長 

退職した職員がどんな地域にいるか把握しておいて、いざという時に働いてもらうというのは

ちょっときついかも知れませんね。たまたまその場にそういう方がいらっしゃって指導していた

だくというのは出来るかもしれないですが、あらかじめ把握して動いてもらうのは難しいかも知

れません。 

 

○中根委員 

これから退職を迎える方などに手をあげてくださる方がいらっしゃれば、より専門的な知識が

活用されるのではないかと思ったので。 

 

○佐藤委員 

それに関連して、資料２の５頁に災害ボランティアセンターとの連携とあるのですが、どのよ

うなものなのでしょうか。ちょっと不勉強で分からないのですが。 

 

○大西（市事務局） 

災害時に災害対策本部の設置と同時に社会福祉協議会と連携して災害ボランティアセンター

を立ち上げて、連絡調整ですとかボランティア活動の取りまとめをすることになっています。 

 

○佐藤委員 

そういったところに市のＯＢの方に積極的に参加してもらって、団体登録してもらえればいい

かと思うのですが。 

 

○大西（市事務局） 

実は、既に、自治会や先ほどの推進員さんやその他の地域活動におきまして、市内にお住いで

職員を退職された方にはお声掛けをさせて頂いておりまして、登録というかたちではないのです

が、実態としては色々な場でご協力いただいているので、過去の経験等も活かしていただけてい

るのかなとは思います。 
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○佐藤委員 

実は今月 17 日から、防災訓練があるのですけれども、その防災ボランティアを市老連でやっ

ているんですよね。防災ボランティアと災害ボランティアは別のような気がしているのですが、

一緒にやっていけばいざというとき力になると思います。 

 

○紺野委員 

ここでいっている、災害ボランティアセンターのボランティアというのは、色んなところから

支援に来てくれた方たちのことかと思うのですが。 

 

○大西（市事務局） 

はい。いわゆるよく被災地でありますけど、ボランティアに来ていただいた方の取りまとめを

行うところという位置付けです。 

 

○佐藤委員 

そうすると、この災害ボランティアはごみの処理に関する人というのは、あまり期待できない

のですか。 

 

○渡邉（市事務局） 

よくテレビで土砂が入ったお家の掻き出しですとか、壊れた家具の運び出しなどのボランティ

アの様子が放映されたりすると思いますが、廃棄物関係ではそういった活動もあるのかなと思い

ます。それぞれ自由に被災地に入って、それぞれ活動してということもできないので、その窓口

として災害ボランティアセンターがあって、ごみの分別や出し方もそうですが、来ていただいた

方に安全に活動してもらいたいっていう思いもありまして、必要な情報を連携して周知していき

たいと考えています。 

 

○秋本委員 

資料１の９頁、表 7のし尿収集必要量等の推計で、この計画は廃棄物を処理するためのものな

ので、仮設トイレの必要数 576基とありますが、これを設置するところまでやるというわけでは

ないですよね。想定される数の仮設トイレが出てくる汚物を処理するということですよね。 

 

○渡邉（市事務局） 

仮設トイレを確保して設置し、収集運搬から処理するまでを行うことになっています。 

 

○秋本委員 

設置もするのですね。設置する場所は、あらかじめは決められていないのですか。 

 

○大西（市事務局） 

避難所などもそうですが、被災状況から判断して設置するので、事前には決められません。 
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○秋本委員 

この 576基は東村山市で用意するのですよね。いまいくつぐらい持っているのですか。 

 

○大西（市事務局） 

仮設トイレの設置としてはここでは必要基数を 576基と推計しておりますが、災害用の簡易ト

イレの備蓄はあるのですが、便槽を備えた汲み取り式の仮設トイレは１つも保有していません。

こちらについては、民間事業者さんとの連携ですとか、他都道府県からの応援によって貸してい

ただくなどで対応をして考えています。 

 

○肥沼（市事務局） 

応援協定を結んでいる他市区町村がございまして、そのなかには物資の提供も含まれていま

す。近隣自治体の場合は同様に被災してしまいますが、遠方の自治体とも協定を結んでいますの

で応援を受けられるのではというところも視野に入れています。 

 

○紺野委員 

パブリックコメントを実施するにあたって、この災害廃棄物処理計画だけで出されるというこ

とでよいですか。 

 

○渡邉（市事務局） 

はい。 

 

○紺野委員 

多分、市民の方がこの計画を見た時には、この審議会でもそうですが、災害廃棄物だけでなく

それ以外の災害対応についても気になってしまうと思うので、もしよろしければ地域防災計画も

参考資料として閲覧できるとか、もしくは資料の中でこの計画の位置付けをもう少しわかりやす

くしていただけるとよいかと思いました。 

 

○肥沼（市事務局） 

ホームページの方には載せていますが、設置となると参考資料の分量の方が多くなってしまう

ので、どのようにできるか少し考えさせていただきます。確かにおっしゃるとおり全体の計画が

分からないと、という部分があると思いますので。 

 

○渡邉（市事務局） 

パブリックコメント実施に向けて資料と一緒に設置するポスター等の作成も並行して進めて

おりまして、その中で少し工夫してお伝えできればと思います。 

 

○秋本委員 

細かいことですみません。資料２（概要版）の 3頁「１ 処理の基本方針 （５）環境に配慮
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した処理」ということで、「混乱した状況下においても、環境に配慮し、適正処理を推進する」

とあるのですが、他の箇所は「処理をする」とか「行う」などと言い切っているのに、なぜここ

は「推進」となっているのか教えてください。 

 

○肥沼（市事務局） 

「（３）リサイクルの推進」に関連して説明させていただきますと、災害時には可燃ごみも不

燃ごみも資源化可能なものも混合状態になってしまうことが多いので、そういうところは出来る

限り分別して頂けると処理という面からも速やかに進むということで、推進としておりまして、

環境に配慮した適正処理をすると言い切れれば一番よいと思うのですが。 

 

○秋本委員 

言い切ってほしいです。 

 

○紺野委員 

我々東多摩再資源化事業協同組合が扱っている古紙や古着なども、やはり濡れたり汚れたりし

ていると、適正な処理がしたくてもできないこともあります。 

 

○秋本委員 

それは適正処理だと私は考えます。推進というと、ちょっと引いたような風にとらえてしまっ

たものですから。意味があるのなら残していただいて結構ですが。 

 

○肥沼（市事務局） 

きっちり分別出来るなら言えるのですが、混乱している中できっちり分けられるかというと少

し難しいのかなと。できる限り資源化できるものは資源化するという意味合いで。 

 

○上村委員 

リサイクルはもちろん分別が難しいこともあるから「推進する」ですけど、環境に配慮し適正

処理を推進というのは、ちょっと行政的な言葉使いっていうか、推進ではよくないのではと思い

ました。 

 

○紺野委員 

排出者にはしっかり分けて出していただいて、そこはボランティアの方にも協力していただい

て、きちっと分別して出していただかないと、市でもそれを適正に処理ができない可能性がある

というような含みがあると思うんですよね。するって言い切りたいのだけど、ちょっと言い切り

づらい部分があると。適正にやらないわけではないのでしょうけど。環境に配慮して処理をして

くっていうのは、多分言えるだろうと思うんですよ。 

 

○渡邉（市事務局） 

すみません、いま災害時の処理の状況について東和テクノロジーさんに確認したのですが、や
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はり混合状態になってしまった廃棄物であっても適正に処理することができる民間業者等のル

ートで処理を行うということで適正処理でない処理は行われていないし、また国からの補助金を

災害時の経費に充てるのですが、適正処理をしてないと補助金ももらえなくなるということもあ

るようでして。市としては適正処理を行わないつもりはもちろんないので、違うように誤解され

てしまってももったいないと感じました。 

 

○秋本委員 

はい。私もそう思います。 

 

○大西（市事務局） 

処理の基本方針ですので、「適正処理を行う」とさせて頂きたいと思います。 

 

○志賀会長 

では、そのようにしてください。他によろしいでしょうか。 

では今まで色々ご意見いただきましたので、事務局で調整の上、内容を詰めていただければと

思います。事務局の方よろしいですか。 

 

○渡邉（市事務局） 

ありがとうございました。本日頂戴したご意見により内容調整をさせていただき、修正内容に

ついては志賀会長ご確認いただき、会を代表してご承認いただければ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 

 ありがとうございます。では議事は以上とします。 

 

 

３ 報告 

・ごみ処理施設の基本方針策定に向けて市民との意見交換会について（施設課） 

 

４ 閉会 

 


