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令和元年度第３回守山市廃棄物減量等推進審議会 

開会 午後２時00分 

 

○事務局 本日は、公私ご多用の中、ご出席を賜りましてありがとうございます。私、本日

の司会を務めさせていただきますごみ減量推進課長の井上でございます。よろしくお願

いします。本日の会議は、概ね16時終了を目途に進めたいと考えております。よろしく

お願いします。それでは、まず初めに、環境学習都市宣言の唱和を行います。次第の裏

面に環境学習都市宣言を載せております。私が、前文を読み上げますので、前文に続い

て、ご唱和下さいますようお願い申し上げます。それでは、一同、ご起立願います。 

  

【環境学習都市宣言の唱和】 

 

ありがとうございました。一同、ご着席下さい。開会にあたりまして、会長よりご挨拶

をお願いいたします。 

 

○会長 本日は、令和元年度第３回守山市廃棄物減量等推進審議会を開催させて頂きました

ところ、委員の皆さまにおかれましては、大変お忙しいなか、ご出席を賜りまして感謝

申し上げます。誠にありがとうございます。さて、環境センターの更新と併せて、一般

廃棄物処理基本計画の見直しを行うため、平成30年11月から審議を開始し、本日は５回

目の審議会の開催となります。昨年11月の審議会においては、事業系ごみの方針、計画

の基本理念、基本方針といった点について、決することができなかったため、本日は、

事務局のほうで調整された結果を、再度、審議するということであります。また、計画

書の概要について、審議をお願いしたいと考えております。今年７月を目途に計画策定

を進められており、タイトなスケジュールでの審議会が続きますが、ごみの問題は市民

生活、事業活動に大変影響が及ぶことであり、課題を解決しながら進めていきたいと考

えておりますので、忌憚のないご意見をお願いいたします。以上、簡単ではございます

が、挨拶とさせていただきます。どうかよろしくお願いをいたします。 

○事務局 ありがとうございます。続きまして、本日、川那辺副市長が出席しております。

副市長よりご挨拶申し上げます。 

○副市長 副市長の川那辺でございます。市長に代わりまして、令和元年度第３回守山市廃

棄物減量等推進審議会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。武田会長、伊藤副

会長をはじめ委員の皆さまにおかれましては、お忙しいところ誠にありがとうございま

す。さて、本市では環境センターの更新を市の最重要課題とし、取り組みを進めている

ところであります。本体施設工事の状況でございますが、昨年６月から本工事に着手し、

７月中旬から実施しておりました２７０箇所の本杭打設箇所における薬液注入による地

参考資料２ 
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盤改良工事、および、廃棄物を掘削するためのケーシング打設工事は全箇所完了し、９

月から始めておりました本杭打設工事につきましても11月に全箇所完了し、施設の建築

基礎工事も着手しております。今後は、建築工事と併せ、焼却炉等のプラント工事に着

手する予定でございまして、お蔭さまを持ちまして、概ね計画通りに進捗しているとこ

ろでございます。 

また、付帯施設の「環境学習都市宣言記念公園交流拠点施設整備工事」につきまして、

一昨年10月、11月と二度の入札不調の後、設計の見直しを行い、昨年11月の開札で、再

度、不調となるなど、ご心配をおかけしてきたところですが、お蔭さまで、12月に無事、

落札され、令和３年４月の供用開始に向け、進めているところであります。 

   そうした中、新施設の供用開始後、混乱のないよう十分と時間をかけて、新しいごみ

出しのルールを市民、事業者に丁寧に説明するため、令和３年10月からを計画期間とす

る一般廃棄物処理基本計画の策定を進めているところであります。審議会の皆さまには、

様々な視点からご審議いただいており、感謝申し上げるところであります。 

新環境施設につきましては、焼却施設が流動床からストーカ炉に変更し、ごみ処理の

余熱を利用することにより、発電をする、いわゆるサーマルリサイクルを行う施設であ

ります。そうしたことを踏まえ、技術的な視点も含め、市民の分別意識が決して低下し

ないことを前提に、効率的かつ効果的な処理方法、破砕機の負荷軽減など様々な側面か

ら収集区分と処理方法を検討した結果、電池やモーターなどの金属類等を含まないプラ

スチック類については焼却ごみとして収集し、破砕処理を経ず直接焼却することとし、

電池やモーターなどの金属類を含む複合プラスチック類については、安全処理の観点か

ら、これまで同様に、破砕ごみの「その他」として明確化し、収集・処理いたします。

こうした、家庭系のごみの分別の変更について、去る９月の審議会で結論を見出すこと

ができました。 

前回の審議会では、家庭系ごみの収集体系、事業系ごみの方針、新たなごみ減量施策

について、ご審議いたただいたところ、多くの意見をいただいたところであります。前

回の審議会の意見への対応について庁内で整理させていただきましたので、本日、ご理

解を賜り、年度内に計画の素案を完成させたいと考えておりますので、何卒よろしくお

願いします。 

 最後になりますが、本日は、活発なご議論を賜り、これまでと同様、忌憚のないご意

見を頂きますことを心からお願い申し上げまして、私の冒頭のご挨拶とさせて頂きます。

どうかよろしくお願いをいたします。 

○事務局次に、委員の皆様のご紹介に入らせていただきます。お手元にご用意させていただ

いております名簿をご覧ください。 

  この名簿を含めまして、会議の内容・結果等の概要について、市のホームページで公表

させていただく予定をしておりますので、ご了承賜りますようお願い申し上げますとと
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もに、今一度ご確認をお願いします。 

次に、審議会の公開について、ご説明を申し上げます。守山市情報公開条例第18条の

２に規定する付属機関にあっては、「法令等で特別の事情がない限り」会議の公開をす

る規定があり、この審議会も原則として公開しております。本日は、傍聴を希望する方

が２人おられます。本日の議事は、傍聴を拒否する案件ではありませんので、傍聴者に

お入りいただいております。これからの議事進行は条例施行規則第３条第４項の規定に

より、会長にお願いいたしたいと存じます。議事進行を会長にお願い致します前に、あ

らかじめ送付させていただきました本日の審議会資料につきまして、確認をさせていた

だきます。 

資料１－１ 前回審議会の意見への対応について、資料１－２ 前回審議会の意見へ

の対応に関する補足資料（事業系一般廃棄物）、資料１－３ 新たなごみ減量施策につ

いて、資料２－１ 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の素案の概要について、資料２－２

 新たなごみ減量施策（本文）、参考資料１ 守山市廃棄物減量等推進審議会委員名簿、

参考資料２ 令和元年度第２回守山市廃棄物減量等推進審議会会議録以上でございます。

資料の不足等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、武田会長よ

ろしくお願いいたします。 

○会長 規則の定めにより、議長を務めさせていただきます。本日の会議は、16時00分頃ま

でに終了する予定とのことです。時間に限りがありますので、皆様のご協力と事務局の

説明を簡潔によろしくお願いします。それでは、協議事項１点目の「前回審議会の意見

への対応について」事務局より説明願います。 

 

○事務局 【資料１説明】 

 

○会長 今、資料１－１に基づきましてご説明いただいたんですが、これにつきましてご意

見あるいはご質問をお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。あるいは、議論し

にくかったら、まず、資料１－１の１番の家庭系ごみの収集体系で①②と二つの大きな

ご意見がございましたけども、これについてはいかがでしょうか。 

○委員 １番のペットボトルの処理、対応ですけれども、潰して出す啓発を強化ということ

で減量化にはいいと思うんですけれども、自治体によったら潰さないで出してください

と課しているのがありまして、それはなぜかといったら、ラベルを剝がすのが大変にな

るからという話らしいんですね。そういう意味では、「潰して出す」と併せて、「ラベ

ルを剝がして潰して出す」という形にされた方がいいかなと思います。 

○事務局 そちらについては、現行もラベルを剝がしてということは言っているんですが、

そこをさらに強調して、ラベルを剝がして潰して出すということで、ご提案のとおりに

させていただけたらと考えてございます。 
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○会長 他にはございませんか。 

 また後でおっしゃっていただいても結構ですが、じゃ、１番は、家庭系ごみの収集体

系については一応終わりまして、２番目の事業系一般廃棄物に関することにつきまして

はいかがでしょうか。たくさんありますので何かご意見が出るかもしれませんが。 

 資料１－２の写真の中で中身が入った弁当殻というのが出てくるんですけど、弁当殻

は産業廃棄物で、中身は一般廃棄物と。言われるとそのとおりなのかもしれないですけ

ど、これはどうしろということなんですか。これはまざっていたらだめなのか。産業廃

棄物として出してくださいというのは、これを分けて出しなさいというふうに考えれば

いいのか。 

○事務局 一応そのようには、今現在、お願いはしている状況ではありますが、ただ、現状

としては一緒になって入っているというケースがよく見受けられるという状況です。 

 要は、基本的には従業員が食べた弁当殻のみを受け入れますというお話なんですが、

やっぱり小売店とかから出た廃棄物とかそういったものについても一緒になって焼却ご

みとして出されているのが現状で、それについて、本来、分けてくださいとお願いはさ

せていただいているんですが、なかなか分けられていないというのが現状と認識してお

ります。 

○委員 一ついいですか。教えていただきたいんですが、７番です。市と開発事業者が協議

した成果云々のところで90か所あるという、これはどういう類いのところですか。 

○事務局 集合住宅です。 

○委員 集合住宅にしても90か所ぐらいですよね。だから、それは、例えばという。ちょっ

とイメージがここだけはちょっとつかみ切れていないので教えてください。 

○事務局 一つ例として考えるとするならば、集積所というのが30世帯で一つぐらいの基準

を守山市は設けているんですが、10軒ぐらいでアパートが開発された際に、地元の集積

所を使う調整がなかなかつかなかったりした場合とかに、そこのマンションだけで回収

をするというケースがあります。守山市としては、基本的に市で回収する集積所につい

ては30世帯程度で使うようにお願いしている中で、もし10世帯程度ということであれば、

直接、事業者と契約して回収してくださいという形をとらせていただいているケースが

あります。あと、自治会に入っていないリゾートマンションとかもそうですね。 

○委員 ちょっとお聞きしたいんですけども、５番の事業系の廃プラスチック類についてと

いう形で書かれているんですけども、事業系ごみの減量化に向けた課題解決でどのよう

な形で事業者に提案されているんですか。 

○事務局 今現在、事業系の収集・運搬を行っています収集運搬事業者に対して事業系のマ

ニュアルというのを作成しておりまして、その中で環境センターに持ち込む廃プラスチ

ック類というのは従業員が食べた弁当殻程度の少量のものということでお願いさせても

らっています。 
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 直接、事業所に対してということであれば、20トン以上の多量排出事業者に対して、

訪問いたしまして、同じように廃プラスチック類は産業廃棄物として処理いただくよう

にお願いしているところでございます。 

○委員 テレビを見ていると、東京の秋葉原のところが出ていまして、同じものを袋に入れ

て売って、袋とトレーに入れて売ったら、どっちが消費者に関心があるかを実験されて

いたのを見て感じたことは、例えば、私たちが買い物に行って、袋詰めとトレーに入っ

ているのを見て、おいしく見えるトレーに入っているのを買います。同じ商品でも袋詰

めは安い商品に見えます。トレーも袋詰めも同じ商品には変わりありません。ごみの減

量のことを考え、業者も売り方を考えてほしいし、行政からの指導も大切ではないかと

思います。 

○事務局 ご提案いただいたご意見については、何か有効な手法とか、他市とかで行われて

いる事例を参考に、いい事例があったらどんどんやっていきたいとは考えております。

例えば、そういった先進的な取組をされているような事業所を積極的に紹介するなどの

方法をもって、事業所さんが取り組んでいることでメリットが出るような形で行政も協

力していきたいと、このように考えております。 

○会長 他にご意見はありませんか。 

 さっきの集合住宅の90か所ということがございましたが、これはもうちょっと中身的

に、典型的な例でいいですけど、住んでおられる方は、市が収集されているほかのとこ

ろと違っていつでも出せる。その集まったものは事業系回収の業者さんが集めて、それ

でいわゆる事業系一般廃棄物として市の施設へ持ってこられると。そういう形ですか。 

○事務局 事業系廃棄物として回収されて、事業系一般廃棄物として処理されているという

のはそうなんですが、一応、守山市は焼却と破砕と分かれている中で、基本的には週２、

３で焼却、週１回で破砕ぐらいの分別は、不動産会社等に聞いていると、なされている

ような雰囲気で受け取っております。 

○会長 住民さんは。 

○事務局 住民さんは、ですので、前日出しとかは普通にあると思うんですが、その収集に

合わせてごみを出すという形は一応とられています。 

○会長 過剰な収集回数が見られるというのはどういうことなのかなと思うんですけどね。 

○事務局 例えばですけど、週５回、毎日、焼却ごみを出すとかということになってくると、

ご家庭にお住まいの方は皆、週２回でうまいこと、ごみ量が大量になって集積場がいっ

ぱいにならんように努力しておられる中で、週５回も回収があるからとぽんぽん出され

るようになると、やっぱりごみの減量化につながらないと認識しておりますので、一応、

市の方は報告はいただいておりますので、過剰である場合については管理会社にお願い

する形で、少し減らしてもらえませんかとか、そういった働きかけをしていきたいと、

このように考えております。 
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○会長 そうですか。 

○委員 わかりにくいね。 

○会長 それと、もう一つ、ここに書いてあるのは、ほかの事業系一般廃棄物と集合住宅の

と一緒に持ってくる場合があると。これがまたややこしいね。 

○事務局 そこについては⑧に記載しております識別の手法をちょっと検討してまいりたい

と考えております。 

○会長 他にありませんでしょうか。 

○委員 ６番なんですけれども、事業所という形で、商工会議所の会員さんであればこうい

う報告は知るところがあると思うんですけれども、会員さん以外の方については広報と

かホームページだけで認識せよというような考えなんですか。 

○事務局 広報、ホームページ、それから、必要に応じて説明会的なものも検討していかな

ければならないと考えております。あと、各地域を回って説明しますので、その際に事

業者の方にもという形を考えています。 

○事務局 少し補足をさせていただきます。今回のこのごみ処理基本計画を策定いたしまし

たら、職員で全自治会を説明に回らせていただく予定をしてございます。その時に、当

然、いわゆる小規模の事業者、商工会議所にも入っておられない事業者にもご通知をさ

せていただいて、各自治会館で家庭系のごみの説明と、ちょっと簡単にはなりますけど

も、事業系のごみの排出の方法等もご説明をさせていただきますので、それでしっかり

フォローさせていただきたいと考えてございます。 

○会長 よろしいでしょうか。それでは、また後ほど時間がとれましたらご質問、ご意見を

いただくことにしまして、１－１の３番、新たなごみ減量施策についてというのは次の

議題の中で出てきますよね。ですから、その時に別途検討していただくこととし、一旦、

「前回の審議会の意見への対応について」ということについてはこれで終わらせていた

だいて、次の２番目の「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の素案の概要」についてとい

うことでご審議いただきたいと思います。 それでは、資料のご説明をお願いできます

でしょうか。 

 

○事務局 【資料２説明】 

○会長 それでは、ご質問あるいはご意見をいただきたいと思います。どうぞ。 

○委員 実態をどういうふうに調査されているかを伺いたいんですが、ご存じのように、中

国との資源の輸出入がストップしてから随分と廃棄物の混乱が起きていますよね、混乱

というか、本来、国内循環しなければいけないものが国際循環に持っていくために。そ

の中で、２ページの雑がみのところでも徹底分類とありますが、雑がみが回り切ってい

るかどうかです。安土にある企業なんかも、本当に行きようがないというような状態に

なっているのがあります。多分、各地域の処理業者はそのような状況に今あると思いま
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す。 

 それと、もう一つ、パックを含めてペットボトル、これは牛乳パックまでは書いてい

ないんですが、量販店の店頭回収をかなり積極的に書いていらっしゃいますが、２回前

の審議会でも指摘しましたが、じゃ、スーパーの幹部と行政ときっちり話し合いができ

ていますかということを伺いました。実は昨年、2019年の11月に私どもが回収している

牛乳パックを利用して、スーパーのヤードに集まった牛乳パックをベースのトイレット

ペーパーの販売を始めました、独自ブランドで。それはたしか１ロール５円だったと思

うんですが、６ロール入っていると30円。その費用は環境学習に使います。市内のスー

パーも、大きなところには全部置いてありますが、そういう牛乳パックのトイレットペ

ーパーが売られ始めたことをご存じでしょうかね。多分、ほとんどご存じない。 

 つまり出す側は大変身勝手で出し続ける。そして、この守山もそうですが、その行き

先の量販店がどれだけの費用を投じてやっているかという、そこの仕組自体、本当に想

像力があるかどうか。少なくとも、今、私が見ている牛乳パックの行先についても、そ

うですから、トレーについても同じことが起きる。ペットボトルもそうです。そういう

ところに想像力を持った時に、これを積極的に活用していただこうという、これは何回

もおっしゃっていますが、そこのところが私の中では大変懸念だなと思っています。今

まで話し合っていらっしゃいますか、スーパーのこの生産の担当も含めて。こういうご

みが集まって、環境部署と協議の上のこういう文章でしょうか。 

○事務局 まず１点目ですね、リサイクルで回っている紙類が国際循環に乗ったことによっ

て、中国がシャットアウトしたことによってという。そこにつきましては、おっしゃる

とおり、様々なところから受入がなくなっているので、これまではずっと買い取り、買

い取り価格も非常に高い買い取り価格で買い取っていただけたところですけれども、そ

れが、要はだんだん買い取り価格が下がってきているという状況であることはお聞きし

ています。 

 それと、再生紙をまた新たな製造ラインに乗せるために、各製紙メーカーで貯留して

いるといいますか、ため込んでいるという部分がだんだんだぶついてきていると。それ

も、この先、どのようになるのか、ちょっと不透明であるという話も実はお伺いしてお

ります。お伺いしておりますが、一定、今のところはそのまま回収を何とか続けていた

だける状況下ではあります。ただ、買い取りの価格が発生するかというと、だんだん下

がってきている。今後、下げざるを得ない状況が発生するんじゃないかというご意見は

伺っているところでございます。 

 それと、もう１点、おっしゃっていました店頭回収ですね。トレーであったりいろん

なものを各小売店で店頭回収を行っている。そこを我々といたしましては積極的に使っ

ていただきたいというご意見をこちらの方に書かせていただくにつきましては、一定、

こちらに書かせていただいていますトレー、ペットボトル、この辺りにつきましては、
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実は店舗の方に意見を聞かせていただいたところでございます。それにつきましては、

宣伝といいますか、そういったこともありますので客は寄ってくると。小売業としては、

まずは人の流れが入ってくるというのが大事だというのはおっしゃっておられましたの

で、それは載せていただいて結構だというのをお聞きしておりました。 

○委員 それに関してなんですけど、先ほど他の委員もおっしゃっていましたけども、店頭

でやる時、例えば今までトレーに乗せてやっていましたけれども、最近ちょっと、東京

の方とかではコスト削減のために、そういうトレーを使わずにビニール袋にそのまま入

れて出すというような形でコスト削減を図っているという、そういうのがニュースで流

れていましたけども、例えばそういうトレーを使っているのは小売業者がそういう形で

買ってもらうために使っている、そういうのに乗せて販売しているわけですね。そうい

う意味では、販売業者もトレーを回収してというのは、ある意味、社会的に責任がない

わけではないわけですね。消費者の方がその処理をせんといかんという話だけではない

わけで、全体として、消費者も、同じものだったらちょっと見ばえが悪くても何もトレ

ーとかを使わないものを選ぶという、そちらの方がコストも安くなりますから、そうい

う努力も必要でしょうし、業者にとっても、トレーで販売したらそのトレーに関しては

回収しますよと、そういうことも、当然、業者としての責任の一つだと、そういうふう

に思いますので、その辺は市と小売業者で検討していただいて、相談いただいて、回収

できるような形でしていただくのがいいのかなと思うわけであります。 

○委員 容器全般についても、ドイツのようにデポジットがちゃんとできていないために、

これは全部、生産者側と事業者側についてしまうというのは大変問題で、だから、例え

ばジュースでもそうです、つくった側が容器を使っているのでちゃんとデポジットを乗

せていればいいんですけれども、あと、循環させるところは事業者が真ん中の流通業者

だけというのは、多分、回り切れないことが起きてくると思います。 

 もう一つは、牛乳パックでいうと、ラミネートを剝がしていた分が今までは廃プラス

チックで中国に輸出されていました。それがストップされてしまったために、廃プラを、

ラミネートを剝がしたものを燃すところがない。事業所の中に、今、物すごい、今治の

私たちが行っているところは山積みです。そうすると、今度は入ってきたものすらも動

かない。だから、雑がみを含めて、キロ単価が下がるということを越えて、その想像力

を持たないと、この仕組をこれからつくる、10年先、20年先に持つ仕組だとすると、も

っと大きな枠組みの議論を、想像力を持ってつくっておかないと、多分、大変なことに

なるのではないかと。キロ単価が下がるという話を越えるのではないかと私自身は思っ

ています。 

 どこにここまで書き込むかって大変難しいんですけど、店頭回収については話し合っ

ていますということであれば、そうですかとしか言いようがないんですが、私が聞いて

いるのと随分違うなとあえて伺いました。 
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○会長 他にも意見がございますか。 

○委員 ４ページのところなんですけれども、分別収集の表がございますね、その中の危

険・有害ごみの乾電池類。これ、乾電池と書いておられるんですけども、前回は電子た

ばことかそれが入っていたと思うんですけども、乾電池とか電子たばことかそういうも

のが、特に最近問題になっているのは、破砕機のところで破壊事故が起こったりするの

はリチウムイオンが入っているわけですね。だから、乾電池じゃなくて電池類にしまし

て、特にそれぞれマンガン、アルカリ、ニッケル水素とか、それからリチウムイオンと

か種々ありますから、それぞれどういうものに使われているかというのは事例を示され

て、それぞれ別々に回収すると。項目としては電池類でいいと思うんですけど、乾電池

はちょっと小さいかなと。普通の乾電池、一般的にそういう感じで受け取られてしまう

かなという気がします。 

 それから、収集日は、拠点回収というのがあって、電池のところだけ指定なしと書い

てあるんですけども、拠点回収は指定なしですよね。なぜここだけ指定なしになってい

るのかがちょっとよくわからないんですけど。 

○事務局 すみません、ここがちょっとややこしくて申し訳ないんですが、電池類に関しま

しては各集積所に、守山市では青色の小さな箱を置いていまして、その箱に出せる日に

指定がないということと、併せて、電子たばことかも拠点回収するので並列して書いて

いるんですけど、もうちょっとわかるようにそこは表記させていただけたらなと考えて

ございます。 

○委員 そうですね。 

○会長 この表のところに来ましたから申し上げますけど、ペットボトルの収集日、これ、

直ってないですね。 

○事務局 申し訳ございません。 

○会長 ２週に１回ですね。 

○事務局 そうでございます。申し訳ございません。 

○会長 他にはご意見ございませんでしょうか。 先ほどの拠点回収の方で、雑がみとかペ

ットボトル、牛乳パックの関係もありまして、その辺りというのは、かなり難しいとこ

ろが書きにくいですね。 

○委員 書きにくいですね。だけれども、今、国際市場が本当に変化している。 

○会長 ただ、例えば中国が、今、非常に下降してきているけども、それがまた盛り返した

ら、またがらっと変わっちゃうというようなことになって、守山市さんが全世界との関

係みたいなことになってしまうと、何が書けるのかという、非常に難しい感じになりま

すね。紙についていえば、今のところ米中の貿易戦争みたいなやつの余波みたいな形で

出ていますね。そういうことと関連する、要するに商品市場の相場みたいな話に関係し

てくるので、ここで何が書けるかというのは非常に難しい。問題意識みたいなものは書
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けると思いますが。 

○事務局 まさに今、先生がご指摘いただきましたとおり、基本的に、やはり守山市として

取り組む内容というのは資源化を進めるんだということはしっかりと書かせていただけ

ればと。ただ、確かに社会情勢であったり環境情勢であったり、そういったものの変更

によって様々な取組に対して柔軟に対応しなければいけないという内容は、一言、注意

書きで、まさに先生がおっしゃったように、何か為替相場がどうのこうのとか、米中の

貿易摩擦がどうこうという、そういう部分をここに載せるわけにも確かにいきませんの

で、そこは何となくニュアンスでわかっていただけるような内容はしっかりと、注意書

きといいますか、そういったものにも対応はしていかなければいけないということを書

いていきたいと考えています。 

○委員 それで、１章に入る前に序章というのをつけて、「はじめに」でもいいですけれど

も、序章とか「はじめに」というところに守山市の基本姿勢を書くと。そこのところに

盛り込んだらどうでしょうかということをこの間も申し上げているので、それで、全体

的に私たち守山はこういうふうな姿勢でやりますと。という中で各章に入ると、今のよ

うな話も割とすっきりいくのではないかと、そんな気がします。 

○委員 私も今、先ほどの委員の話をしようかなと思ったんですが、今日、この処理基本計

画の議論をするのは、何回かしてきたのですか。というのは、余りにもちょっと乱暴な

もので、今日、こうして「２月14日までに、皆さん、意見を下さいよ」と、14日に向け

会議して、一応、ここの審議会で意見というのをまとめるのやろう。そういうことです

よね。 

 そうすると、この意見を聞くというのは、どうなのか。個々にするのか。14日にこの

会議で素案をここで発表するわけやろう。それまでに意見を聞くと書いてあるねんけど、

それはどういう聞き方をするのか分かりませんが。 

 まあ、済んでるならばいいとしても、新たな環境施設が整備されて、分別方法等々も

変わってきて、守山市でいうと、抜本的な大きな時期ですよね、今。そういう状況で、

環境については、今回のこの件について、プラスチックの件やとかトレイ類の件なんか

も、市民の感覚とすると「楽になるな」と言っておられる。ところが一方、自治会なん

かは、そのために集積場について、今あるやつをもっと大きくしなあかんのと違うかと

か、そんな経費ないやんかとか、何かそういうものが一般的な市民の議論なんですよ。

今、多分。そうすると、私は基本的に非常に寂しい思いをして聞いてるので。分別も以

前は18ほどあって、それがもう少し大ざっぱになってきたりするんですが。 

 今回、この新しい施設を整備するのについて、他の自治体がやってはるので合せると

いうことが幾つか書いてあります。草津やどこかのとか。それで、そこが数年前に今の

ようなやり方で新たに施設を整備されてやったところです。それと同じようにしますと

いうことで、どうも守山市の独自の、そういう施策の展開とか、市民に対してお願いを
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することやとか、一つもそういうことがどうも提起されてない中で、なおかつこの２月1

4日にまとめるとおっしゃってるけど、不安でいっぱいです。まとめて、それをもって市

民の皆さん方に、先ほど事務局が説明に回っていくとかいうことをおっしゃっていたけ

れども、どうですかね、皆さん。次の会議はまとめてしまうのですのね。 

○事務局 今日は、基本的には骨格ということで、こういう体系でというご表記をさせてい

ただいています。ただ、この骨格というのは、本日まで５回の審議会でご議論してきて

いただいたこと、それと、今の現の基本計画がございます。それと今日までご議論して

いただいたものを、今回、説明させていただいた体系、それにもう一回しっかり反映さ

せて案をまとめさせていただいて、ただ、やはり当日に資料を出してそれで議論すると

いうのはなかなか難しいというご指摘を頂戴いたしておりますので、今日、事業系の方

向もある一定の方向性もつきましたので、それも含めて、今月中に今日の会議のやつも

反映させていただいて、案を私ども事務局の方で精査させていただいた中、作成させて

いただきます。それを事前に委員の皆様にご送付させていただいて、当日でもご意見が

できるといいんですけども、なかなか意見も言えない、その部分もございますので、お

気付きの点を、できたらその会議までに頂戴できたら、私どももそのことに対してのご

説明の準備をさせていただけますし、２月14日の会議の時に十分に議論をさせていただ

く。ただ、十分な議論なんですけども、その議論というのは、今回、５回積み重ねてき

ていただきました、いろんなご議論を頂戴いたしました、それのいわゆる結果がそこに

出てきているということでございますので、今、委員がご心配いただいております集積

所のことも、実はその中で、今日までもやってきてございますし、議会の委員会の方で

もご意見を頂戴している部分等もございます。今まさにおっしゃられた、集積所が大き

くなった場合、自治会が負担しなければないらない、それをどうするんやと。そういう

ことについても、ある一定、私どもの方向、今日まで審議会でご意見をいただいたもの、

あるいは議会でご意見をいただいたもので次の計画案の中で、こういうことで検討して

いきたいというのも案として作成させていただきたいと思いますので、そういう形で、

大変タイトなスケジュールで委員の皆様にはご負担をおかけすることにはなるんですけ

ども、１月中に私どもはしっかり今日のご意見を反映させていただいて計画素案をまと

めさせていただきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員 その時は「はじめに」もぜひつけてください。市民にきっちり伝えたい。こういう

ことをやるんだと、守山市が。 

○事務局 はい。序章の、今おっしゃっていただいた。 

○委員 ええ。それがあると、とても各章が見えやすくなると思います。 

○会長 それから、これは骨格ということで書いてあるからだと思うんですけども、市民、

事業者、行政の役割とか、ありますよね。例えば標語的にごみの減量化とか簡易包装の
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推進とかあるんですけども、先ほど来、ご意見をいただいている内容も、もう少し詳し

く書けばそれで言えるはずなのが、簡易包装の推進なんて書いてあったりするわけで、

実際の文章になる時に、市民の立場で、生活者の立場で見た時の、先ほどのトレーを使

うのか使わないのかとかいうような話までおろしていったような形で文章としては書い

ていったら、もっと考えていることが広く、見えてくるんじゃないかなという気がする

んです。 

 雑紙の問題だってそうだと思います。いろんなところでそういうことが何か標語みた

いになっちゃうと非常に抽象化されてしまって、何か自分と関係ないことのように皆な

ってしまうところがあると思うんですけど、ちょっとその辺、ここは骨子と書いてある

からそれはしようがないと思うんですけど、その辺ちょっと考えていただいたらと私は

思います。 

 他にご意見、ご質問がありましたら。どうぞ。 

○委員 ２点だけ質問させていただきます。一般廃棄物の基本計画の素案の概要の２ページ、

先ほどおっしゃった点と店頭設置の回収箱による回収の促進にかかわるところでござい

ますけれども、資料２－２の４ページの10番と関連付けて質問させていただきたいんで

すけども、コンビニと連携した分別のところで、今、恐らくコンビニの中でごみ箱は３

種類とか４種類あったとしても、ほとんど店頭で分別されていることはないと思います。

恐らく事業系ごみとして回収されて、リサイクルに回るものということを業者さんが分

別されて搬入されていると思うんですけれども、コンビニを通じた意識の啓発というこ

となんですけど、具体的にどういうふうに、現状から含めて推進されるのかがちょっと

これだけでは読み取りにくいのかなと思います。 

 それともう一つは、コンビニさんも含めてですけど、コンビニだけじゃなくてファス

トフードとかテークアウト、恐らく家庭の中に入ったものというのは、守山市民であれ

ばしっかりとしたごみの分別等々をされて適切な処理をされていると思うんですけども、

なかなか外での、いわゆる消費者のモラルというのか、そういうことが地球環境、ごみ

を減らす以外で環境負荷がかかっている一因でもあると思うんです。守山市の中だけで

ポイ捨て禁止条例とか、なかなか難しいとは思うんですけれども、大きな課題がここに

潜んでいるんじゃないかなと思っているので、その辺りに対する対応をお聞かせいただ

きたい。 

 ２点目は、資料でいう一般廃棄物のところに戻ります。３ページの４番、サーマルリ

サイクルによるごみ処理というところなんですけど、焼却処理せざるを得ないものにつ

いてはサーマルリサイクル処理を行いということの文言については随分と無理があるよ

うに思います。 

 というのが、今まではトレイ類も資源ごみとして扱っていたんですから、これは焼却

処理せざるを得ないごみに該当するかというと、いろんな考え方が出てくると思うんで
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す。方針として焼却ごみとすると守山市はしたわけなんですけど、ここの４番目のサー

マルリサイクル、熱回収を文言として入れたい気持ちはよくわかるんですけれども、少

し矛盾が生じてくるような気もしますので、その辺りをご検討いただく必要があるんじ

ゃないかなと思います。 

 以上です。 

○会長 市の方からはどうなんですか。 

○事務局 まず一つ目の、コンビニ等を含めた中での分別の取組、具体的にどういった流れ

でというのをおっしゃっていただいた部分ですが、まさに具体的な部分というのがなか

なか難しいところで、我々といたしましては、事業者への指導という中で、事業系の分

別というのはこのようにさせていただきたい旨はお話しさせていただくとともに、今現

在、昨年度から、コンビニのごみの分別に守山市のルールにのっとった分別ができるシ

ールをお渡しして、徐々にではありますが、そのシールを張っていただいて、守山市が

啓発する分別というのはこういう形になりますよというのを皆さんにわかっていただく、

また、コンビニの皆さんにわかっていただくような取組を進めているところでございま

す。今後、そちらの方をもっとしっかり充実させるということも検討してまいりたいと

考えてございます。 

 それと、サーマルリサイクルの方でございますが、そちらにつきましては、すみませ

ん、処理せざるを得ないものという書き方というのは、確かにおっしゃったように、施

策としてそう決めて、我々としましてはサーマルリサイクル処理の方に転換したわけで

すから、サーマルリサイクル処理、今後はリデュース、リユース、リサイクルによる減

量であったり分別というのを加えた上で、かつサーマルリサイクルによる処理も併せて

行いという形でさせていただければと考えますが、いかがでございましょうか。 

○委員 いや、文言にちょっと誤解を与える可能性があるということだけのことですので、

それ以上は。 

○委員 ごみ処理の基本計画ということで、従前のものに、今度、新しく中間処理施設がで

きたということで一部を見直されたという形なんですけども、あと、例えばリサイクル

率とか、ごみ総量がどういうふうに変わるかという定量的な部分を含めて記載していく

必要があるのではないかなと思います。その辺のところをきちんとまとめられて、さら

にプラス、先ほどのサーマルリサイクルに関しまして、例えばどれだけＣＯ２削減になる

のかとか、実際にそれを発電した時にどれだけ油を使ってＣＯ２を排出していると。それ

に対して、今まで発電していなかった分に対して、それで発電することによってその油

が浮くわけですから、どれだけのあれになるかとか、そういうＣＯ２削減の面からもきち

っと市民に理解いただけるような、そういう基本計画にまとめていただけたらと思いま

す。 

○会長 他にはいかがでしょうか。 
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○委員 一番初めに質問いたしました１－１の先ほどの90か所の部分なんですが、この90か

所にこだわっているわけではありません。守山市は非常にたくさんのマンションの開発

が行われていますが、守山市内でディスポーザーをどういうふうに使っているか。大型

のマンションは全体的に生ごみはディスポーザー処理してしまっているのか。進んでい

る都市は、生ごみは全く市民は一切かかわりなしで行ってしまうわけですが、でも、こ

の場合は下水道に負荷がかかるわけで、ディスポーザーのところを調べたことはありま

すか、生ごみの。 

 ある町では、集合住宅を造る時にディスポーザーを使わないという契約をする場合も

ある。それは下水道に負荷をかけないため。でも、今造っているところは、多分、かな

りいろんなところでそういう施設が入っているのではないか。大阪なんかはそのままデ

ィスポーザーにかけてごみ処理場に行ってしまうという、そういう物すごいマンション

もありますが、そこは余り意識していらっしゃらないですかね。 

○事務局 統計的にとったというわけではないのですが、ディスポーザーがはやり始めた時

期に私はその辺の部署におりまして、その時には、守山市の下水道というのは広域処理

をしておりまして、湖南中部というところでさせていただきます。そこの１戸当たりの

負荷の限度量というのがおおむね決まっておりまして、ディスポーザーを使用すること

によってそれを超える可能性が非常に高いということで、一応、それは推奨しないとい

うふうに湖南中部の方から指導を受けたことがございます。禁止やということは言えな

いんですけれども、私がいるころには、それを勧めることはしておりませんでした。 

○委員 でも、これは随分前ですよね。 

○事務局 はい。ところが、それが開発指導の中では、一定、その当時の考え方が継承され

ているかと考えてございますので、守山市の中でディスポーザーが全戸についていると

いうマンションはちょっと聞いたことがないのですが。 

○委員 そうですか。調べたんですか。 

○会長 元々は流域下水道だったわけですね。 

○事務局 はい。守山市は流域下水道で湖南中部の方に全部行きます。 

○会長 それで、今は。 

○事務局 今もそうです。 

○会長 今もそうなんですか。いろいろなご意見をいただきましたけども、先ほどちょっと

副会長さんの方からもご意見がございましたけども、５回の審議会でということでござ

いますので、本日、時間もまだ若干ありますからご意見をいただいておいて、そして、

２月14日の次回までに事務局の方で調整していただくんですが、その間にも、この会議

の中でなくても、事務局の方へご意見をいただいても、またそれを入れていただくこと

は可能かと思いますが、何かご指摘、お気付きの点があればご意見を頂戴したいと思い

ますが、いかがでしょうか。 
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特にございませんでしたら先へ進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。また、

次回までにお気付きの点がありましたら事務局の方へもご連絡いただけたらと思います。 

 それでは、一応、本日の議事はこれで終わりたいと思うんですが、全体的に何かご注

意いただくことはございますでしょうか。よろしいようでしたら、事務局の方へ返させ

ていただきまして、次回のことについてお願いしたいと思います。 

○事務局 会長、ありがとうございます。でしたら、次回、令和２年になりますが、第４回

の審議会におきましては、前回、皆様と決めさせていただきました２月14日の金曜日に

とり行わせていただきたいと考えてございます。午後３時から、場所につきましては湖

南広域の行政組合北消防署、守山市の守山中学校の隣にございますコミュニティ防災セ

ンターというところ、そちらの１階の会議室で開催させていただきたいと考えてござい

ますので、よろしくお願いいたします。また、開催の案内と計画書の素案を、別途、皆

様の方にご送付させ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。 

 それでは、最後に私どもの部長からあいさつをさせていただきます。 

○部長 それでは、閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。 

 まず、武田会長、ご進行、誠にありがとうございます。また、委員の皆様には大変貴

重なご意見を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。 

 本日は、昨年11月の審議会で様々なご意見をいただいておりまして、その件につきま

して、事務局からのご回答をさせていただいた、また、計画素案の骨子をご説明させて

いただいて、今日、様々なご意見を頂戴いたしました。おかげをもちまして、ある一定、

この５回の審議会の中で方向性がほぼ見えてきたところでございます。これにつきまし

て、先ほども申し上げましたように、至急、事務局の方で取りまとめをさせていただき

まして、２月14日の審議会の時にはしっかりご意見を言っていただきますように、しっ

かり事務局として取りまとめて事前に資料をご送付させていただきたいと思います。そ

の中で、武田会長がおっしゃっていただきましたように、当日だけではなしに、それま

でにご意見等がございましたら、事務局の方にお申し出いただきましたら、またそこも

含めて整理をさせていただきたいと考えてございます。 

 非常にタイトなスケジュールでこの審議会を開催させていただいておりますことをお

わび申し上げます。今後、先ほどの事業計画等にもございましたように、この２月14日

で素案、それから、また議会でもご協議をさせていただく中、今後、パブリックコメン

ト等も進めてまいりたいと考えてございますので、委員の皆様には大変なご負担をかけ

ることにはなりますけども、引き続きのご支援のほど、よろしくお願い申し上げまして、

簡単ではございますが、閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。 

 本日は誠にありがとうございました。 

 

閉会 午後３時40分 
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