
第１回廃棄物減量等推進審議会意見と考え方
項番 施策名称 担当所管 委員 委員意見 考え方

1.1.2
家庭での食
品ロスの削
減

ごみ減量推
進課

島崎委員

意識啓発の一つとして、市が関わっているフー
ドドライブの段階であるが、子ども食堂などで
活用している話を聞き、役に立っている実感を
もったので、活用例などを知らせては如何か？
民間でもフードドライブを実施している所があ
るので、取り上げてPRしては如何か？

フードドライブは、ごみ減量の啓発の一環として実施しており、委員ご
指摘の通り、活用例を周知することで、啓発効果が高まるものと考えて
おります。現在は寄付先であるセカンドハーベストジャパンの紹介のみ
を行っておりますが、活用例は細かく紹介していないので今後掲載内容
を研究してまいります。
民間のフードドライブは、実施状況等を把握し、課題等踏まえた研究を
してまいりたいと考えております。

1.1.4
使い捨てプ
ラスチック
ごみの削減

廃棄物総務
課

島崎委員

R1年度　容プラ2534＋ペットボトル402＝2936
ｔ
R3年度12月2355ｔの収集量と記載されている
が、年度途中であるので一概に言えないがこれ
は予測値290ｔから見ると少ないようだがどのよ
うに評価しているのか伺いたい。

排出量の将来推計は、2021年3月に策定しました第5次一般廃棄物処理基
本計画おいて、「ごみ処理基本計画策定指針（環境省）」に示される推
計方法に準じて行っております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大、新しい生活様式の広
がり、といった社会情勢の急激な変化が生じ、現在も進行しておりま
す。収集量が予測値を下回ることは喜ばしいことですが、このような中
で、排出量と予測値との乖離を評価することは、大変困難なものと認識
しております。

1.1.4
使い捨てプ
ラスチック
ごみの削減

ごみ減量推
進課

島崎委員
イベント開催時の使い捨てプラ削減に向け、プ
ラを使用しない取組に期待したい。

産業まつり等のイベントでプラスチック容器を使用しないよう依頼を
行っていますが、コスト等の観点から実現しておりません。引き続き、
イベント等関係者に呼びかけを行って参ります。

1.1.6
再使用の促
進

ごみ減量推
進課

上村委員

再使用の促進・不用品交換情報の提供をしてい
る「とんぼ市」を継続して実施し、より市民が
参加しやすい事業展開を図っていく。
→具体的な事業展開はありますか？

市ホームページやSNS等を通じて、「とんぼ市」関連情報を定期的に発信
しています。また、市報と共に全市民に配布している「夢ハウスだよ
り」（美住リサイクルショップ運営委員会発行）には、直近の引き取り
品等の情報や最新の品物リストに転送できるQRコードを掲載し、参加し
やすい環境になるよう努めています。

1.1.7

使用済小型
家電等の再
資源化及び
再使用

ごみ減量推
進課

秋本委員

回収ボックスの設置場所は何カ所ですか？個別
回収の分類（例えば、危険物収集の日に設定）
に加えたら出しやすいので収集量も増えると思
います。

使用済み小型家電の回収ボックスは市内に9カ所ございます。こちらは
「ごみ・資源カレンダー」に掲載しておりますので、ご確認ください。
使用済み小型家電に使用されるリチウムイオンで電池は破損や変形によ
り発火する危険性が高く、分別収集の必要性があります。資源回収と火
災予防の観点より拠点での回収を行っております。
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項番 施策名称 担当所管 委員 委員意見 考え方

1.1.8

雑がみ等の
古紙類の分
別徹底によ
る再資源化

ごみ減量推
進課

紺野委員

雑紙の排出方法について段ボール箱に入れて、
段ボールの間に挟んで出されるケースが非常に
多い。排出方法に関するPRも徹底したい。
また、マスク、紙ナプキン、ティッシュなどの
感染の恐れのあるものの混入についても周知願
いたい。

正しい排出方法は、これまでも市ホームページやSNS等を通して発信して
いますが、今後も内容を検討し発信して参ります。

1.1.8

雑がみ等の
古紙類の分
別徹底によ
る再資源化

ごみ減量推
進課

島崎委員

市が発送する封筒に「雑がみ」の記載したの
は、啓発として良い取り組みだが、残念なこと
に文字色が同系色で分かりにくい。改善をお願
いします。

封筒を管理している所管と協議し、他のデザインとのトータルバランス
や費用対効果を検討した結果、「雑がみ」の記載の文字色を変更するこ
とや、印刷枠外に配置することは行わないこととしました。

2.1.2
事業者によ
る食品ロス
の削減

ごみ減量推
進課

島崎委員
食品ロスの掲示をもう一歩進めて、食べきれな
かった分で可能なものについては、テイクアウ
トOKの掲示があると、申し出しやすくなる。

市内飲食店に対する食品ロス削減ポスターを配布したときは、テイクア
ウトOKの掲示がある店舗が多いことを確認しましたが、今後改めて店舗
等巡回する際はその旨の説明も含めて周知してまいります。

3.1.3
学校での出
前授業

ごみ減量推
進課

島崎委員 全小学校で取り組むよう進めていく。
基本的には毎年全校が実施していますが、令和3年度は新型コロナウイル
ス感染防止の観点で、緊急事態宣言等により中止依頼があり、全校実施
には至りませんでした。

3.1.4

オンライン
での情報発
信や啓発の
充実

ごみ減量推
進課

上村委員

各種イベントや出前講座等のオンライン開催に
ついて検討し、可能なものについて実施してい
く。
→オンライン開催の具体的な計画は？

小学校で開催している出前授業では、令和4年度よりオンライン授業を希
望する学校に対して、実施する予定としています。また、美住リサイク
ルショップでは、「ごみ減量に関する講座」をオンライン開催の検討を
進めています。

3.1.6
集合住宅の
排出指導

ごみ減量推
進課

島崎委員 行った件数14件は、少なくないだろうか。
市職員による定期的な巡回パトロールの実施や、住民を対象としたごみ
の出し方の出前講座を適宜開催していることで、指導件数が少なくなっ
たものと捉えています。
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項番 施策名称 担当所管 委員 委員意見 考え方

4.1.1
集団資源回
収事業の推
進

ごみ減量推
進課

上村委員

今後の新たな事業展開の可能性について、検討
を進める。
参加団体の継続参加や活動の活性化に向けて、
参考となるような取組事例の情報提供を行う。
→具体的な検討内容を知りたい

集団資源回収事業の推進するために、公共施設へ事業紹介ポスターの掲
示や、市報、環境PR紙、夢ハウスだよりで事業関連の記事を掲載したほ
か、事業の活性化を促すため、登録団体や登録を希望する団体に対し
て、事業のリーフレットや資料の配布を実施いたしました。また、集団
資源回収事業の紹介動画の制作を進めています。
その他、回収事業者と協力して、参考事例となる他自治体の実施状況や
回収資源物の動向などの情報を定期的な説明会で周知し、活動の活性化
に努めています。

5.1.4
高齢者等み
まもり収集

廃棄物総務
課

秋本委員

良い取組ですので継続で良いのですが、異常が
あった時の対策マニュアルはあるのでしょう
か。あるのでしたら関係機関との連携している
旨を記しても良いと思います。

みまもり収集は収集委託業者が通常の収集業務を実施中に、異変を感じ
た際に地区を担当する地域包括支援センターへ通報するものとなりま
す。関係機関との連携なくして実施できない事業ですので、対応マニュ
アルを共有しております。今後も関係所管と連携して事業を実施してま
いります。

5.1.5

ごみ出しが
困難な方へ
の支援策等
の検討

ごみ減量推
進課

島崎委員
ふれあい収集はR３年度開始であるが実施状況の
記載がないのは何故だろうか。

ふれあい収集は令和3年7月より開始し、令和4年2月末現在の利用者は3
名となっています。本事業は、毎日のごみ出しはフレイル防止の観点か
ら、ごみ出しという行為をできる限り対象者ご自身で行うことを理想と
し、セーフティネット機能として捉えているため数値目標は設定してい
ません。

5.1.5

ごみ出しが
困難な方へ
の支援策等
の検討

廃棄物総務
課

島崎委員
粗大ごみを集積所に持ち出すことが困難な方へ
の支援について、他市の状況調査はどこまで進
んだのか。

インターネットでの調査を通し、多摩26市では青梅、調布、日野の3市で
実施していることがわかりました。今後は、実施するとした場合の要件
や実施の方法など、検討が必要と考えております。

5.1.7
不測の事態
への対応

ごみ減量推
進課

島崎委員

コロナ陽性等感染拡大防止に配慮したごみ出し
の仕方について、自宅待機者となった方から尋
ねられたが、ホームページからはなかなか探せ
出せなかった。分かりやすくしてほしい。

ごみ出しの仕方については、市ホームページの「新型コロナウイルス感
染症に関する情報」という特集の中の一つとして掲載されているため、
ごみの出し方のみを外すことはできない仕組みになっています。そのた
めごみ出しの仕方だけの記事を、ごみ見聞録（2020年10月全戸配布）や
ごみ分別アプリ、SNSなどに掲載し周知を図っています。
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項番 施策名称 担当所管 委員 委員意見 考え方

5.3.2

燃やせない
ごみの再資
源化による
埋立ゼロの
継続

施設課 上村委員

安定的に燃やせないごみの再資源化を継続して
いくため、国内外における廃棄物処理の動向を
把握するとともに、環境負荷及びコストの低減
に配慮した処理施設に関する情報収集を行って
いく。
→収集した情報とそれに対する見解を知りた
い。

燃やせないごみは、過去、選別・破砕処理後に「東京たま広域資源循環
組合」が管理する最終処理場に埋めたてておりましたが、平成２０年度
から民間での処理を開始し、資源化処理を継続しております。近年、ア
ジア諸国の廃棄物輸入規制による国内外の処理施設の逼迫やコロナ禍に
よる家庭ごみの増に対応するため、複数の処理先を確保し安定した資源
化に取り組んで参りました。今後につきましても、国内外の動向に注視
し、継続して安定的な資源化に取り組んでまいります。

5.3.2

燃やせない
ごみの再資
源化による
埋立ゼロの
継続

施設課 島崎委員

使い捨てプラスプーン、ストローなど出来るだ
け使用を抑える取り組みをしていくことは計画
にあるが、昨年成立した「プラスチック資源循
環促進法」は今年4月施行となっている。地方公
共団体の責務として「市町村はその区域内にお
けるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及
び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずる
よう努め」とある。令和4年度一般廃棄物処理実
施計画には、それが加味されたカ所が見当たら
ない。おもちゃ、洗面器等々、今まで燃やせな
いごみとして排出されていたものはどのように
回収していくのか。どのように対応していくの
か。

　現在、容器包装プラスチックについては、分別収集をおこない、容器
包装リサイクル協会でリサイクルをおこなっております。また、製品プ
ラスチックを含む燃やせないごみについては、民間委託による再資源化
に取り組んでいるところでございます。令和４年４月施行予定の「プラ
スチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に基づき、市町村は製
品プラスチックについても、容器包装プラスチックに準じたリサイクル
をおこなうことが努力義務とされておりますが、交付税措置に関する詳
細や再資源化に係る費用負担の詳細などが定まっておりません。また、
現在、当市を含め多くの自治体が、既存の容器包装プラスチックルート
の処理能力の問題、近隣の処理事業者の情報不足などの課題を抱えてお
り、早期実施予定の自治体は少数となっております。
当市といたしましても、今後、継続して国都の情報や近隣自治体、近隣
施設の状況について情報収集をおこなってまいります。

全般
廃棄物総務
課

島崎委員
数値が示されているが目標に達成しているかど
うかわかりにくい。工夫してほしい。

実施計画の参考指標には「目標」を設定しておりません。各取り組みの
目安としてください。なお、ご意見を踏まえ、今後は分かりやすい表記
を研究してまいります。
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