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令和元年度第４回守山市廃棄物減量等推進審議会 

開会 午後３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17時終了を目途に進めたいと考えております。また、ペ

ットボトルの減量化のため、マイボトルの持参をお願いしておりまして、お茶を置いて

おりません。もし、お忘れでお茶が必要な方は、お申し付けいただければ幸いです。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４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６回目の審議会の開催となります。前回の審議

会では、昨年11月の審議会で多くの意見があった事業系の方針について、一定審議を終

えることができました。また、計画の概要について、現在の社会情勢を踏まえた上で、

市の方針をきっちり書き込むことなどのご意見を頂いたところであります。 

今後、４月にパブリックコメントを行い、７月に計画完成ということで進められてお

りますので、本日は、パブリックコメント前の最後の審議会ということとなります。本

日で一定、計画をまとめてまいりたいと考えておりますので、皆さま方におかれまして

は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。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３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、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。 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画素案（令和２年２月）、資料１ 審議会の経過につ

いて、資料２ 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（案）について、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３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、17時頃までに

終了する予定とのことです。時間に限りがありますので、皆様のご協力をよろしくお願

いします。それでは、報告事項の「審議会の経過について」事務局より説明願います。 

 

○事務局 【資料１説明】 

 

○会長 今、説明いただきましたけれども、何かご質問なりご意見がありましたらお願いし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員 ８ページの主な意見の③の部分なんですけども、仮に電池類という表現をしたとき

に、意図しない広がりにならないかなという。例えば蓄電池、バッテリーとか、あれは

多分対象外なんだろうと思うんですよ。ですから、電池類というふうに表現すると、ち

ょっと広がるんじゃないかなというふうに思って、乾電池という表現で今まで何か問題

があったんでしたか。 

○事務局 今もバッテリーを対象にしております。ですので、広がっても問題ないかと思い

ます。 

○委員 そうですか、わかりました。それであれば結構です。すみません。 

○事務局 すみません。ただ、電動自転車のようなバッテリーは対象にしているのですが、

車のバッテリーとか原付は、そこまで対象にしていません。 

○委員 何か、除くとかって備考に書いておけばいいと思うので、もし可能であったら、そ

の辺は何が入って、何が入らないのか、はっきりしておかないと。 

○事務局 その辺、気をつけていきたいなと思います。 
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○会長 ほかによろしいですか。協議事項の「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（案）につ

いて」事務局より説明願います。 

 

○事務局 【資料２ Ｐ１～Ｐ４説明】 

 

○会長 ただいまご説明いただいたところまでで、何かご質問あるいはご意見を頂戴したい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○委員 すみません、資料の２の２ページの見直しの内容のところの表がありますね。それ

で、先ほどの電池類のところなんですけれども、小型制御電子機器並びに蓄電池、これ

はどういうあれなんですかね。 

○事務局 すみません、こちらで再度確認させていただきたいと思います。漢字も型と記載

されていますが、山形県とかの「形」やったと思うので、確認させていただきます。 

○委員 はい、お願いいたします。 

○委員 初めて序章の入った素案をつくってくれて、ありがとうございます。多分まだこれ

はもうちょっとブラッシュアップするのかなということがあったように、細かい文言で、

このまま使うとすれば、例えば第２段落の中国のところの行く場を失うなど影響がある

という、取り沙汰されているなんていう言い方は、多分序章では言葉として合わないと

か、温暖化だけじゃなくて、もう気候危機まで至っているので、ということも含めて、

でも序章が入ると、大変後ろに進みやすくて、ただ、本当はごみゼロ宣言みたいに守山

のドンというキャッチフレーズが入っていいなと思いましたが、まず構成のところでは、

この形で私はいいと思いです。 

○会長 ほかには。 

○委員 今回、大きく転換するのは、サーマルリサイクルするわけですよね。前にもこうい

う話があったけれども、楽になったなと言う方がいらっしゃるわけです。出す人は何も

かも一緒に燃やせる、こういう悪い市民感覚というか、やはりサーマルリサイクルは、

ここにちょっと走り書きがしているけど、大きく事を転換するわけなので、サーマルリ

サイクルは何かということを、載せながら、いわゆる守山市が、これからの大きな環境

問題に取り組んでいくわけで、何かそこがサーマルリサイクルを少し記載されているだ

けに感じてしまう。熱エネルギーを利用する何とかかんとかとかいうような、だから、

サーマルリサイクルはこういうものやということを説明すべきである。だから、そうい

うことをきっと市民の方に説明し、そういうふうに転換してやることで、こういうこと

になるんだということを説明すべきである。だから、そういったことが、まだ少し弱い

ような気がするし、初めてそういう言葉を使うので、できればサーマルリサイクルその

ものをきちっとこういうふうにうたって、何かそういうことが大事かなと思いますがね。 

○委員 今の意見にかかわることですが、事前に伺ったときに、そこから出る熱量と、それ
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から発電量と電気代がどうなるかという、市民にわかりやすいそこのところが、載せて

いただくといいと申し上げたが、これ書いてないですね。ここの41ページのここのとこ

ろに、新と旧で新しい形をこういう形になるけれども、ここから出るエネルギーは具体

的にこうだと、そのうちの何％がこの施設に使える、金額にすると今の試算だとこのく

らいになるというところまで書くと、委員のおっしゃったことが見えて、ということを

申し上げておりました。すみません、よろしく。 

○委員 すみません。今の関連のことで、ちょっと具体的に施設のいわゆる使用電力量、こ

れによっては、サーマルリサイクルで、例えば自家発電しても、一体どれぐらいの施設

に対する基本契約料というのがあって、そこを幾らに設定するかによって固定費がかか

ってくるので、熱量を発電しますよといっても、それに変動があるようでは、要は施設

を動かせないじゃないですか。だから、その発電した熱量で、全ての施設が動かせるん

であれば、契約電力は要らないわけです。もう自家発で全てを賄うということになるん

ですけど、恐らく蓄電とか、そういうことも考えてないんであれば、そこをどう考えて

いるかというので、大きく変わってくると思います。基本電力料というのが高ければ、

幾らそこでやっても、固定で払うのは一緒なので、それはもう新電力も含めて、どうい

う契約のことを考えているのか。基本料を落として、使用電力料の単価を上げるという

やり方もあると思うんですけれども、そういったことをしっかりと考えていかないと、

せっかくそこでエネルギーをつくっても、固定の金額というか、支払える金額は決まっ

てくるということも念頭に置いていただいて、考えていかないといけない。そこは全然

今現時点では見えてないので、お願いしたいと思います。 

○会長 それは、ここでやることじゃないと、そう思いますけども、もうできているはずで

すよね。 

○委員 ここに載せるか載せないかかと思います。 

○会長 結局ね。 

○委員 まさに考えることなんですけども、これはもう売電もされる予定なんですよね。だ

から、その辺も含めまして、それからさらに先ほどちょっとＣＯ２の説明があったんです

けども、排出量に関して。実は売電することによって、各電力会社にとってＣＯ２の排出

係数は違うんですけれども、全国平均でいくと大体０.６トンとか、今、大体決まってい

るんです。それを含めて売電していくから、さらにＣＯ２の排出量を削減できますみたい

な、やっぱり市民にわかりやすいような計画というふうにしていったら、よりインパク

トがあるかと思います。 

○会長 ほかにはいかがでしょうか。ここの一番最初のページに、リデュースはごみの量を

減らすことと書いてあるんですが、本当ですか。リデュースは、そういう意味でいいん

ですか。 

○委員 ごみの量を減らすというのは、生産するところからごみにならないものを生産した
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り、発生を抑制していくという意味ですね。実際に厳密に言うと。要はリサイクルでき

るもののような部品をつくって、再生できるようなものをたくさん取り入れて、最終ご

みとして出さないというような概念が大きいと思うんですけれども、人々がごみを減ら

すというのは、違いましたか。 

○会長 うん、いや、私は３Ｒの推進という、こっちの図のほうでね、リデュースのところ

で見ると、マイバッグ運動の推進とか、買い過ぎとか何とかしないとか、いろいろ書い

てあるんです。ごみを減らす話でない、つまり要するに買うときから考えてくださいよ

ということが含まれているはずですがね。それをごみの量を減らすことやと思うから、

ちょっとイージーすぎる部分があると思います。 

 それから、さっきのご質問で、サーマルリサイクルという言葉もあれですか、市民の

皆さんも知っている状況なんですか。 

○委員 いや、説明がいると思います。 

○会長 あんまりご存知ないですよね。 

○委員 図表で入れていただいたら一般市民はわかりやすいかなというのは思っているんで

すけど、それとか、提案はさせていただいていますけど。 

○委員 サーマルリサイクルそのものの説明が必要かと思います。だから、そのうちの発電

をされ、余熱利用もされるということで、中身がわかるように記載されてはどうかと思

います。 

○会長 ごめんなさい。サーマルリサイクルという言葉でもちろん売電のことも入っている

し、余熱利用も皆入ってるというかもしれませんね。このサーマルリサイクルなんて言

わなくて、熱回収にすればいいともおっしゃったんですけれども、それはどっちがいい

ですかね。別にどっちでも良いですか。 

○事務局 その点につきましては、私ども、市長のほうも、議会に何度もご説明させていた

だいており、サーマルリサイクルということによって、一定の熱の回収であったり、一

旦エネルギーで放出したものをしっかりと回収して、それをまた別のエネルギーとして

利用させていただくという、大きなエネルギー循環という風な意味をとらえていただい

て、守山市としては打ち出していきたいというふうに考えてございますので、そこにつ

きましては、一定ご理解を賜りたいというふうに考えているところでございます。申し

訳ございません。 

○会長 ほかにはいかがでしょうか。 

○委員 内容ではないんですけれども、この素案に出てくる、特に画像の部分がかなり潰れ

ているのがいっぱいあると思うんですけれども、たくさんありますけれども、例えば資

料の28、29のこの全体的な部分と、それから特に下の表のところとか、あとは中でもい

ろんなツールですよね。例えばプラントのいろんな説明の42ページとか43ページとか、

読めないですよね、なかなか、図のね。これらが実際にパブコメで出すときには、この
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ままなのか、あるいは読めるようにされるのか。されたほうがいいと思うんですけれど

も、そういうところを全般的に確認されたほうがいいんじゃないかなというふうに思い

ました。ほかにもあるかなと思うんですけども、例えば18ページの守山市の位置図のと

ころなども、むしろ読めないものは、むしろ消しちゃったほうがいいんじゃないかとい

うふうに思うんですね。載っけるんだったら、読める形にされるほうがいいんじゃない

かなというふうに思いますので、内容というよりも表示の問題として、そこらを再度、

もう１回確認をされたほうがいいんじゃないかなというふうに思います。 

 以上です。 

○会長 ほかにありますか。それがもう既に気がついていて、やりますというふうにおっし

ゃっていただいたら問題ないんですけど、いかがでしょうか。 

○事務局 申しわけございません。ご指摘のとおりでございますので、再度しっかりと見え

にくいところをきちっと整理させていただいて、わかりやすい図面で挑みたいと考えて

おります。よろしくお願いします。 

○委員 大事なことは、この序章のところでね、世界異常気象があること、ここに書いてあ

るんだけど、前段にね。それで、１人１人がごみというのは、自らの問題として取り組

むんだと。大きくは大体そう書いてあるわけですよね。ごみの減量化に向けて行動を起

こすことは必要だと、こうおっしゃっているわけですよね。結局何が言いたいか、その

下にサーマルのことが書かれているが、このことが一人一人のごみの減量と繋がらない

と思います。どうも今日ずっと見ていますが、おかしいと思います。世界の異常気象が

あって、やっぱりこれから環境は非常に大事なことで、ごみの減量化に向けてしっかり

行動していくべきと、中段でそうしていて、末のところにサーマルのことが書かれてい

る。 

 勝手な解釈かもしれませんが、もっと大事なことは、自らがしっかり取り組んでいく

ことの具体的なそういうものがない中で、一気にこんなサーマルリサイクルのことなん

か書いていくという、この序章のストーリーはどうかと思います。少し見ただけで、序

章の意味があんまり分からない。サーマルをすることはわかったと。自らが、このごみ

の減量化に向けて行動を起こすことが必要不可欠だと。そうすると、自らが何かをして

いくことがあって、もうちょっとそこに書き添えていないから、序章としてどうも物足

りんなという感じに映ってしまいます。結局、サーマルに変更しますと、言うているだ

けになっている。 

 それは、一人一人の行動、そのものじゃないのかなという、こんな思いがしましたの

で、もう少し、ここで、自らの取組か、何か守山らしい、取組の有り様、有り方をここ

へつけ加えていただくと、こんな思いがします。 

○委員 すみません、今の序章のところなんですけれども、基本姿勢が前回は３項目入って

いたのが、今回リデュース、リユースを徹底の上でという１行になり、何か意図があっ
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たんでしょうか。 

○事務局 そうです。事前に送った資料では、４つほど書いていたんですが、この４つのう

ちの３つというのが、従来から重々やってきたことなので、今回の計画ではサーマルリ

サイクルという選択をしたという言葉も非常に大きなとこかなと思ったので、テーマを

絞って１つだけ載せるということをさせていただきました。 

○会長 リデュース、リユース、リサイクルという３Ｒというのは、何か掛け声になっちゃ

っている。前に委員さんのほうから、ＳＤＧｓのことが出ていたと思うのです。そんな

ことを入れていって、書いていくというような話がちょっと出ていたように思ったので

すけど、そうじゃなかったですか。 

○委員 ＳＤＧｓは、多分ほかの委員だと思います。ＳＤＧｓが始まったころは、使ってい

たんですが、今は経団連に行くとみんな経団連がＳＤＧｓのバッジをつけているという

ふうになって、企業の免罪符みたいになってしまっているところがあって、本来国連で

やったときの、あの高らかな17の目標と169のターゲットが随分歪んでしまっていて、企

業がこれをやっていますというシンボルになってしまった。 

 だから、ＳＤＧｓという言葉を使わなくても、多分ここの中に盛り込めるなと思うの

で、言葉を入れるかどうかよりも、多分、序章が初めて今日出て、ここをブラッシュア

ップ、このメンバーでブラッシュアップするのか、それともほかに意見を出したものを、

最終的に事務局案でやっていくのかだと思うんですが、初めて出て、確かにこれは他の

委員もおっしゃるように、わかりにくいんですよね。多分後ろのほうで大量生産、大量

消費、大量廃棄から、最適生産、最適消費、最小廃棄と、ここのところに転換するんだ

という、そういうことを多分おっしゃりたいと思うんですが、これはあくまで、どうい

うまちに変わりますということを、私はどういう言葉でキャッチフレーズを入れたのか

はわからないんですが、そこがあると、この説明がわかりやすい。この序章をいつまで

につくらなきゃいけないんですかね。議会までですかね。 

○事務局 そうですね。 

○委員 議会はいつですか。 

○事務局 協議を３月の上旬にさせていただきます。それまでに。 

○委員 だから、序章を載せるということは、本当によくなったと思うんですが、ここの盛

り込みを会長を含めてブラッシュアップを、ここで出したワードを入れながらやって、

事務局案をその辺のところを会長のほうでご判断を。 

○委員 そうしてほしいですが。経団連がということは少しあれなんですけどね、いずれに

しても、ＳＤＧｓは、経済、社会、環境という３つの何ていいますか、側面が同時に考

えられているという意味ではね、非常に大事な考え方だと思いますが。 

○委員 そうですね。 

○委員 それなしに、要するにリデュース、リユース、リサイクルという掛け声だけがね、
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何か切り取られてしまっているというかね。 

○委員 目指す社会像をここに。だから、経済と社会と環境がそれぞれではなくて、それぞ

れが犯すことなく、ともに潰さない社会とか。 

○委員 そうですね。それを押さえた上で、３Ｒじゃないと、浮いてしまうのではなないか

と。何を言いたいかというと、新型コロナウイルスで話題になっているクルーズ船みた

いに、１つの空間に3,000人以上の人間が入っちゃって、物すごいエネルギーを使うわけ

でしょう。あんな状態になっても、一旦外洋に出て淡水を作らなきゃいけないとふうに

なって。これが豊かさだという形になっている。これを見直さないと３Ｒと言っても、

始まらんのです。 

○委員 そこを序章で押さえたいのかと思います。 

○会長 ちょっとこれではどうかと思います。 

○委員 よろしいですか。多分、序章をこのまま議会に出したら、もう突っ込みどころ満載

なので、ＣＯ２で地球温暖化というけども、燃やすじゃないですか。廃プラスチックとか

の問題があって、行き場を中国で失うということで、必ずそれ以外の東南アジア等に行

くわけでしょう。そうすると、そこからまた外に流れ出す危険性が高かったり、それは

企業のプラスチックも閉め出すじゃないですか。ということは、どこかに行くわけです

よね。ですから、国もそれは懸念していて、恐らくプラスチックの問題でいえば、もう

燃やすということを多分推奨していて、ＣＯ２のことを置き去りにしてるのか、ちょっと

わかりませんけども、何か全てこれを追いかけようとしたときに、矛盾点ばかりが出て

くるように思いますので、何かこの方針で市が決めた肝の中で、何を生み出していくと

ころから取り組むかということを中心にやらないと、あれもこれも網羅するのはちょっ

と今回の焼却していくところの経過を見たときには、その前段のところで、他の委員も

おっしゃいましたけれども、ちょっとやっぱり矛盾してくるところが生じてくるんじゃ

ないかなというのが、私もやっぱり思います。 

○会長 何というんですか、大きい話でもなく、一方で大きい話でもあるんですけれども、

ここでやろうとしているのは、要するに一般廃棄物処理の計画で、それをこういう問題

を含んだ上で考えていくときに、こういう方法でやるのが、今のところ一番いいんだろ

うというようなことを選んでやろうとしているわけですよね。そこのところを、だから、

要するにこれで何もかも全部うまくいくわけじゃないということは当然ですね。そうい

う書き方にして、何ていうんですか、そういうことを知った上での書き方ということで

おさめていくしかないんですよね。何もかもうまくいくという話はないんだと思います。

でも、その辺も序章のところで頑張って、考えていただきたいという意見でしょうかね。 

○委員 よろしいですか。この基本計画、この全体の整合性が必要だと思うんですよ。それ

で、序章のところに、この基本姿勢というふうな形でこれを書くのは、やっぱりちょっ

と座りが悪いなと、正直な印象なんですね。 
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 具体的には、この資料２の４ページ、計画でいうと、ずっと後の81ページにかけて、

この基本理念、基本方針、施策があるじゃないですか。もし序章の最後にこの枠組み、

何か枠を作って、もし書くとすれば、基本理念とか、基本方針の部分しかないだろうな

というふうに思うんですよ。そのことと、この前、いろいろ言われているかもしれませ

んけども、現状のままだと基本姿勢というところで、ここでサーマルリサイクルと書い

ていて、一方でこの資料２の４ページ目にある施策体系のところには一言も出てこない

わけですよ。それはやっぱりどう考えてもおかしいので、サーマルリサイクルを強調さ

れたいんであれば、やっぱり多少リサイクルという言葉にひっかかる部分があったとし

ても、施策のほうのリサイクルのところに入れると、それも、恐らく上のほうに入れな

いと整合性がとれないですよ。 

 ですから、私としては序章の一番頭のところに来るものとしては、この基本理念を書

いて、それに沿った形の、特に最後に繋げていくとするほうが無難なんじゃないかと。

無難っていったら変ですけれども、つり合いがとれるのかなというふうに思います。こ

このところに基本理念と基本方針まで含めて、序章のところで最初に出てきてしまって

もいいのかもしれないですけれども、基本理念や基本方針とは別に基本姿勢という新た

なものを入れると、非常に混乱するんじゃないかなというふうに思います。 

 あと、サーマルリサイクルというのを、現実的な意味では結構市として大きいことだ

と思うので、それはこの施策のほうのリサイクルの、どちらかというと最初のほうにや

っぱり上げるべきなんじゃないかなというふうに思います。最初、このリサイクルの７

番目の重点の新たなリサイクルの検討という中に含めているのかなと思ったけれども、

そういうことではないようなので、ちょっとそこらあたりは基本理念とは別に基本姿勢

という言い方を混乱してくるかなというふうに思いますので、検討していただければい

いかなと思います。ちょっとスケジュールの関係で、今回でいろいろ決めなくてはいけ

ないんであれば、この後で議論した上で、任せたらいいんじゃないかなと思います。 

 以上です。 

○会長 どう考えたらいいんですか。 

○委員 だから、基本姿勢というふうなものよりも、この基本姿勢と基本理念とどういう関

係にあるんですか。何か基本理念が一番上なんじゃないかと思います、普通に考えると。

ただ、基本姿勢という言葉はもうないほうがいいんじゃないのかなというのが基本的な

意見でございます。 

 ですから、読んだ人がパッと見てわかるようなことでいうと、基本姿勢ではなくて、

基本理念と書いて地球環境にやさしい、持続可能な循環型社会の実現というようなもの

を入れるほうがすっきりするんじゃないかなと。そうして、この序章の最後の段落の文

章というのを、これは今の基本姿勢に対応するような形で書いてあるので、サーマルリ

サイクルを少し入れてもいいと思うんですけども、例えば基本方針のことを触れるよう
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な形の文章にして、３Ｒの１つのところでサーマルリサイクルに触れるとか、何かそう

いうふうな形にしたほうが座りがいいんじゃないかなという、そういうふうな意見です。 

○委員 むしろ後ろのところの基本姿勢というのは要らなくて、ただの言葉だけで、理念は

理念で説明されているわけですから、そちらのほうが自然かなというふうに思います。 

○会長 事務局はいかがですか。 

○事務局 今おっしゃっていただいた形、確かにもともとは基本理念で基本方針で、その具

体的な施策という形で進めてまいったものでございますので、一旦この基本理念という

のをもっと大事にさせていただきたいと考えてございます。そちらのほうをまず初めに

出した上で序章を、皆様今少しブラッシュアップさせていただけたらなと思いますので、

そういったものを踏まえた中で、再度つくらせていただいて、委員もおっしゃっていた

だきましたけど、その一人一人にこの部分がほんの２行、３行で、これですっと終わっ

てしまっているここも、もう少し膨らませて、個人の取組も書かせていただいた上で、

という形で進めてまいりたいというふうに考えております。 

○委員 環境学習都市宣言したわけですよね。あれはやっぱり市民がしたわけです。市民が

宣言したんですから。市民がそれを実行したり学んだり行動するというふうになったわ

けで、またそのあたり、もう少しせっかく宣言文がここにあるのに、ここを引用しなが

ら、自らが取り組むというところをしてくれるか、するようなことを入れた方が良いと

思います。 

○会長 ほかに。もう一度またブラッシュアップしてもらって、また何らかの形で    

 修正してください。 

○事務局 はい。 

○会長 そうしたら、ちょっと途中までですので、これの続きの説明をいただかないといけ

ないですね。 

○事務局 【資料２ Ｐ５～Ｐ６】 

 

○会長 今、説明をいただきましたけど、ご質問あるいはご意見を頂戴したいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○委員 今の５ページの新聞の持ち去りなんですが、守山はこの何年間かずっとこの持ち去

りの話が出ます。近隣市町でもあるのかどうか。それで今購読率でいうと79.2％になっ

ているということで、それ以上に減っているということで、新聞持ち去りがこの現象の

原因と言われているんですが、それが例えば、ほかの市でもこんなに持ち去りってある

んですかね。これはもう随分前から言って、必ずその新聞の低い量はこの持ち去りで守

山の場合は説明してきましたよね。もしご存じでしたら、守山独特なんですかね。 

○事務局 すみません、ほかの市に聞いてますと、新聞の持ち去りは少ないということで聞

いています。ただ、栗東市とかでしたら、金属が別に集められているので、そっちのほ



 

－11－ 

うの持ち去りが多いということで伺っております。 

○委員 守山市内のスーパー（平和堂とかね）や、ほかのホームセンターとかで古紙、新聞

紙の回収はやってないんですか、駐車場なんかで。結構な量は集まるんですけども、そ

こは確認したほうがいいんじゃないかなと思いますけれども、全てのスーパーでできる

わけではないし、駐車場を使うので、小売店舗の駐車場のスペースの関係があるので、

その余裕がないとできないんですけども、そこの量、守山に住んでいる方が詳しいと思

いますが、どうですか。この駐車場、スーパーの駐車場で古紙回収はやっておることは

余りないですか。彦根なんかはやっていますが、守山では、これはないんですね。これ

があると結構な量を占めるんですけども、それはやっぱりないということで、消去法で

いうと、差分の部分が持ち去りなのかなというふうにお考えだと、そういうことなんで

すかね。 

○委員 あともう１つ、事業系のところです。これも５ページの数値目標の事業系のところ

で、大型台風により片づけごみとありますが、これは災害ごみの対象になる部分ですか。

そうしたらやっぱり災害ごみと書いたほうがよくて、災害ごみの取り扱いも事業所がち

ゃんと思っているかどうか、そのところがあれですね。守山は災害ごみの法律が国でで

きた後、そこに向けてどういう形になっていますか。災害が多くなっているので、この

片づけごみという形ではなくて、やっぱり災害ごみということをきっちり置いて、その

事業系とこの災害ごみが今どういう扱いになっていますか。 

○事務局 増えている災害ごみというのが、自治会とか公共施設で管理しているところの木

がよく倒れて、その木の搬入がすごくこの２年間多かったと。そこでごみ量が増えてい

るんです。 

○委員 事業系ではなくて？ 

○事務局 公共施設とか自治会のごみは、我々、事業系ごみとしてカウントしております。 

○委員 だから、そういう部分を災害ごみというのは、問題が起きると思います。今はたま

たま、その樹木の大きいものですが、守山は災害ごみが少ないですが、ほかのところと

いうと災害が多発していますよね。 

○事務局 すみません、災害廃棄物の処理計画というのが、ちょっと我々は今作れていない

んですが、この計画が落ちついた、来年度策定していきたいと考えてございます。 

○委員 わかりました。災害ごみ処理計画はこれからですね。 

○会長 ほかにいかがですか。 

○委員 私は、とりわけ市民を代表したところは、非常にこれも大事なことなので、このマ

イバックの件とか食品ロスとかありますよね。こういう言葉は、ずっと聞きなれてるこ

とで、具体的な守山市でそういうものを大きく政策を掲げたことはないと思います。言

葉で言うてるだけで。そうですよね。もうマイバッグと言っても、どこかでマイバッグ

を持ってるか、それをチェックするとか、こんなことはあんまり好ましくないのかもし
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れませんが。そういった、どういうのか、徹底する市民の環境意識というのについて、

ファーっとしている。どこかにあった言葉を並べているだけで。それで、3010運動って、

何十年前かな、10年ほど前から取り組んでいるところがたくさんあります。今そのこと

を言うてるわけですよね。それだと言葉で言うてるだけですよね。具体的にそういう料

理屋さんであったり、飲食するところに、果たしてどこまでそれがどうなのかというこ

ともほとんどないし、長野県とかそっちへ行くと、以前に行ったことがあるんですけど

も、もうどこの店であっても、きちっとそういう看板がついて、3010運動推進店ですと

か、そういう、何かがないように感じます。いずれにしても、頑張ってやっている割に

は、徹底できていない部分があって、今回なんかは徹底していきたいと思っているんで

すよ。 

 １つの例ですが、ペットボトルがありますよね。以前は、キャップは外してラベルを

とって、中をきれいにしてと、こういうことをしてきたと思います。今もそうしている

んですか。実際はそうできていますか。環境センターのところでな、ペットボトルが積

まれているところを見てると、そうではなないと思います。環境センターの職員さんい

ますか。これはどこかでチェックしているのですか。このペットボトルのキャップが一

緒についたったら。 

○事務局 とりあえず、ルールとしては、キャップを外して、ラベルを剝がして、そうして

出すということになっていますが、収集の段階では中身が入ってない限り、収集させて

いただいているというところはございます。 

○委員 自治会から出ているやつは、地元の人がきちんとしてはりますよ。そやから、そん

なやつがどこから出てくるか。その各家庭から出るのは自治会の集積場ですからね。皆

さん丁寧にされてるもんですから。 

○委員 いや、それだと、今言うてることやんか。Ａという自治会はたまたま、この自治会

長かなんかが目を光らせて、だから、きれいにされている。ところが、そうでないとこ

ろも、たくさんあるように思うのよ。現実に環境センターのところで見てると、ほとん

どもうかなり多いわ。そのままの形でベチャっとこうなって、四角く圧縮されていた。 

 だから、そういうことも含めて、やっぱり何かをしっかり徹底するというか、幸い、

守山の市民の皆さんは意識が高く、しっかり情報を発信すれば、徹底してくれると思い

ます。どうも最近、そういうことが非常に弱くなったなと思って、こんな感じがします

から。ちょっとこのあたりは、もう数値的なところはそれでいいんだけどもね、より徹

底をする。別にこれはすごく当たり前のことであって、まさに守山市民の方は非常に誇

りを持ち、大きな目標を掲げて、そのあたりをお願いしたいと思うのと、この廃プラの

この事業所の資源化ルートを構築するという、これはどこかに書いているのですか。 

○事務局 今、現在環境センターでその少量の資源物であれば、事業所から発生したものを

引き受けるということで、ずっとやってきました。基本的には法的には、事業所が自ら
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資源化するということが定められておりまして、事業所のほうで例えば紙を環境センタ

ーに持ってきて、それを守山市の環境センターを介して資源化するのではなくて、直接

古紙回収業者を通じて資源化していただくなどして、要は事業系ごみを減らしていくと

いう目標でございます。 

○委員 再資源化の話ですね。 

○事務局 そうです。 

○委員 家庭系ごみのマイバッグ持参運動のことなんですが、７月から全国的に有料化にな

ります。今までであれば、袋をもらって当たり前と思っていたのが、有料化になるので、

今以上に意識が高くなるのではと思います。  

それと、食品ロスの件なんですけど、3010運動という標語は私たちずっと前から聞いて

おりますが、啓発のチラシ等を業者に張っていただくように徹底出来ないものでしょう

か。 

○事務局 恐れ入ります。実は、今おっしゃっていただいた取り組みなんですけれども、301

0運動につきましては、実は昨年度商工会議所の方々を通じて、飲食店300店鋪ですか。 

サービス部会のほうにご協力いただきまして、こちらのほうに実はポスターを配らせて

いただいて、また自治会のほうにもそれぞれ配らせていただいて、こういった啓発を守

山市としては全面的に推しておりますので、ぜひともご協力ください。快くご協力いた

だきまして、それぞれのところに掲示等をしていただいたりというのは、今のところさ

せていただいたところでございます。 

 今後も、もちろんおっしゃっていただいたように、3010運動であったり、またマイバ

ッグ、これにつきましても、何らかの、私が思う「結構ですよ」ということをなかなか

買った最後に言いにくい方々もいらっしゃると思います。私自身も確かにそうだったの

で、そういったことがどうすれば、何も言わなくても、私は別に結構ですよというふう

にわかるような、何かバッジでもいいですし、何かをですね、という取り組みが何かな

いかなというのは、確かに検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

○委員 でもね、７月に全国で有料になれば自然とその辺の意識は高まるんじゃないかなと

思うんですけども。 

○事務局 ええ、そうですね。確かに今のところ、薬局さんとか薬店さんとかでは、なかな

かそれがないんですけれども、私の知っているところでも、２円要りますよとか言われ

たことがあったので、そういったところがどんどん増えてくるし、今後は７月にとおっ

しゃっているとおり、義務化になることによって、皆さんがお金がかかるんやったら、

もう少量のものやったら手持ちでいこうかという感じで持って帰られるというのが増え

てくると思いますので、おっしゃるとおり、一定この数字については、結構前向きな形

の数字に変わってくるんじゃないかとは考えてございます。 

○会長 ほかはありませんか。時間がもうあんまり。じゃ、続けて。 
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○委員 実は気がついたところなんですけど、処理基本計画の49ページ、50ページのところ

ですけれども、例えば２－２－19ですね。50ページの上の図ですけれども、発熱量単位

でkcal/kgとなっていますが、これは直してkJ/kg。単位で同じように表の、49ページの

中の表も発熱量がkcal/kgになっていますので、これは直していただいたらあれかなと思

います。 

 それと、53ページのところですが、最終処分状況で、最終処分の処分率ですか、そこ

の例えば一番上の段落２番目のところですかね。本市の最終処分率は滋賀県や全国平均

よりも低い値を示しました。最終処分率が低いじゃなくて、高いのが明らかですから、

これはおかしいと思うんです。だから、多分低いほうがいいから、逆に上がっていくか

ら、そういう書き方になってくるんだと思いますけれども、これは処分率でというふう

であれば、これは高い値を示している。全く逆の表現になっていますので、これはちょ

っと直してください。その辺も含めまして、最終処分率だけで議論するのは、ちょっと

どうかなと思う。もともと守山市は、排出量も少ない、１人当たりの排出量も少ないと

いう形になっている。リサイクル率もまあまあ全国的に見ると高い。そういう中で、そ

の最終処分率だけで考えると高くなっちゃうんですね。だから、その辺をちょっと勘案

して、書き方がもう少しあるのと違うかなというふうな気がしましたので。以上です。 

○事務局 わかりました。ありがとうございます。私ども本当に完全に勘違いした書き方を

しておりまして、まことに申しわけありませんでした。 

○会長 ほかにお気づきの点はありませんでしょうか。 

○委員 すみません、ちょっと事業系ごみで２点お聞かせください。 

 １つは、33ページです。あと、ちょっとどこに書いてあるかわからないですけど、質

問内容は、１点は、他市からの搬入、あるいは各企業から持ち込まれる展開検査をする

ことに対して、袋に記名式にするという話があったんですけど、どこかに書いていませ

んか。その記名式って、回収して、その記名の袋って記名がわかるんですか。各家庭や

と集積所で記名やって、中身が見えるので、一定の抑止力になるんやけど、各企業で記

名を書いて、それを出したところで、パッパと入ったらもうわからなくなるのと違うか

なというのが１点と。 

 あと、それで他市から持ち込まれないことの抑制になるのかなという疑問が１点。 

 あと、もう１点は、ちょっとこれ以前にも質問したので、重複して申しわけないです

が、33ページのコンビニの啓発で、ちょっとまだ頭の整理ができていないんですけど、

分別を指導していくということは大事なことやけど、最終分別されたとか、どこが責任

を持つのか。指導をして啓発をしていくところからという説明を受けたんですが、それ

はよく理解できるし、もう市民の意識も高めていかなあかんけど、恐らくそういうとこ

ろのごみ箱はくちゃくちゃに入っていたと。そうすると、そこは排出者が責任を持つの

か、コンビニが責任を持つのか、何らかのことをしっかりやっとかないと、結局は混入
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されたまま焼却ごみに行く。いっぺんには多分できないと思うし、指導の中から進めて

おられるという、市の方針としてはそれでいいと思うんですけど、事業系で規制が入る

割に、不公平が生まれないように、ある程度いろんな想像できるところとか予想がつく

ところは、あらかじめから計画を立てて、他市の持ち込みも含めてですけど、ちょっと

しっかり抑制していっていただいて、ごみの減量を図っていただきたいと思います。 

 すみません、以上です。 

○会長 今の話で、事務局のほうからお答えされることはありますか。 

○事務局 恐れ入ります。今のお話ですけれども、まず記名のお話でございますが、それも

今、検討段階で検討しているところでございます。袋に記名していただくというのも１

つの手であるなというふうに考えてるのも事実でございますので、ただ、それが展開検

査をする際に、ほかのごみと混ざってしまうばかりでは、正直なところございませんの

で、展開検査をしたときに、そこに名前が残っているところというのは、ほとんどでご

ざいますので、それによって一定わかるであろうと思います。 

 ただ、それに何かもう１つ一定リストというのを付加することによって、今後それが

精度が上がってくるのではないかというふうに、今はまだいろんな検討を行っていると

ころでございます。 

 それと、すみません、コンビニですね。コンビニにつきましては、以前もちょっとお

話しさせていただいたんですが、シールを配らせていただいて、今もじわじわですが、

シールを貼っていただいているコンビニさんがちょっと出てきたところで、実は市民の

方に聞いてもそんなん見たことないですというふうにおっしゃることが多いのですけれ

ども、とあるコンビニ系列では、１件、２件増えてきました。見ているところで貼って。

実はそこ独自で付けておられるところの下に貼っているという状況に、ちょっとその下

に貼らんと上に貼ってなんていう話になるんですが、そこはやはり今後そのシールを貼

ってくださらないところに、じゃ、もっと貼ってくださいと。または、下に貼らずに上

に貼ってほしいとかということをきっかけに、継続的に分別をお願いしていくという取

り組みで頑張ってまいりたいと思います。 

○委員 今のこの33ページの事業系ごみ対策の①に、コンビニのごみ袋を入れていくのはち

ょっと変じゃないかなと思います。これは後のほうかなと思うんですね。 

 確認ですけれども、私の理解では、コンビニにあるこのごみのボックスというのは、

あくまでもコンビニで事業活動に伴って置いてもらっているものなので、そこについて

は、ちょっとこの文章も変かなと思うんですね。 

 というのは、ごみの分別徹底を推進していきますという表現がね、推進というのは主

体がするもんなので、市がするもんじゃないです。だから、もしこの趣旨を比較すると、

ごみの分別徹底を指導していくだと思うんですよ、市の立場として。 

 そういうふうなことで、本来これは②の事業所におけるごみ減量資源化の取り組み事
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例とか、この場合は分別ですけども、事業所におけるごみ分別の徹底とかね、そういう

ふうな項目があって、その中の１つにコンビニがあるという位置づけなんじゃないかな

と思うんですけどね。 

 だから、そのほかの並びと比べてコンビニとつくのは、ちょっと違和感があるという

ことで、場所としても後ろのほうにして、タイトルのほうには「コンビニ」じゃなくて

「事業所における」のほうがいいんじゃないかなと思う。その中で特にコンビニにおい

てはとか、こういうふうなものをしていくというふうな表現のほうがすっきりするかな

というふうには思います。 

 以上です。 

○事務局 ありがとうございます。おっしゃるとおりで、確かにコンビニさんだけを狙い撃

ちしているような形になってございまして、そういうわけではなく、事業所全体として

皆さんに分別の徹底をお願いしているというのが、今回の流れでございます。おっしゃ

るとおりに、ちょっと修正をかけさせていただきたいと思います。 

○委員 ただ、コンビニは事業所の中ではひどいことは間違いないです。ほかの会社さんは

ある程度のことは、しっかりとやっぱり社会通念上やっているので、そこは違うと思う

し、先ほどの委員がおっしゃることはよくわかるんですけれども、そちらの名前を名指

しするかどうかは別にしても。そういう指導もしながら、全部のこのまちの意識レベル

を上げていかなきゃいけないということは、確かだと思います。 

○会長 ほかによろしいでしょうか。 

 では、資料は議論いただいたわけですが、修正をする必要がある部分が出てきている

と思います。それから序章については、少しブラッシュアップしたいと思いますが、こ

れは今後どういうふうにしていくかということは、事務局は考えておられますか。 

○事務局 恐れ入ります。今回この審議会のほうでいろいろご意見いただきました。おおむ

ね我々といたしましては、この素案でいけてるかなというふうに考えておったところで

ございますが、やはりいろんな皆様の英知をいただきましたら、さまざまなところで削

減したり、もしくは場所をちょっと変えてみたりというのが発生しましたので、そちら、

今回全て改善させていただいたものを、再度皆さんのほうにメール等で送らせていただ

きます。それでまた、こういった形に今おっしゃったことがおおむね反映できているか

なと。そうしたら恐れ入ります。修正の大事なこと。まず序章の文章を皆様のほうに送

らせていただいて、それでご意見をいただいて、まとまり次第で全体の素案のほうにお

つけさせていただいて、再度皆さんに送らせていただくと、それでご意見をいただけれ

ばという形で、今後、当局も、それでこの３月の上旬には、実はこの素案で議会の委員

会のほうに諮らせていただけたらと考えてございますので、一定こうすみません、スケ

ジュールがなかなかない中で、皆さんのほうにご意見賜らないといけないので、申しわ

けございませんが、御協力賜りますように、よろしくお願いします。申し訳ありません。 
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○会長 それじゃ、大体２月いっぱいにそれをやってしまうということですね。２月いっぱ

いで。 

○事務局 ２月いっぱいで、はい。 

○会長 そういうことで、よろしいでしょうか、皆さんのほうへまた送らせていただいて、

またご意見をいただければと思いますので。特に今日は、それやったら、もうちょっと

言っておかないかんというのがあれば、おっしゃっていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。よろしいですか。 

 一応、本日予定しておりました議事については、最後までいきましたということでご

ざいますので、以上にさせていただいて、あと事務局からご連絡がありましたらお願い

したいと思います。 

○事務局 非常に皆様にいろいろお話しいただきまして、本当に感謝申し上げます。ありが

とうございます。本日頂戴いたしました意見をもとに、また修正した上で、これらの計

画をもって３月議会に臨んでまいりたいというふうに考えてございます。また、その後、

４月にはパブリックコメントを実施してまいりたいと考えてございますので、パブリッ

クコメントを経て、次の審議会に、また皆様のご意見をご報告という形でございますが、

皆様にご報告できればというふうに考えているところでございます。 

 それでは、恐れ入りますが、最後に環境生活部長、山本より、ご挨拶申し上げます。 

○環境生活部長 大変貴重なお時間の中、限られた時間の中で貴重なご意見を賜りまして、

まことにありがとうございました。そして、武田会長、大変ありがとうございました。

この審議会におきまして、ある一定、特に序章のほうにつきましては、大変整理が必要

ということで、そこは十分に認識しておりまして、先ほど事務局の方から申し上げまし

たように、早々に整理をさせていただきたいと思います。本日である一定、大きな整理

も大体できてまいりましたし、ある程度、今日いただきましたご意見の中で、本文など

も十分整理ができるのかなと考えてございます。今回、新環境施設稼働後のルール変更

の大きな指針でございます。皆様方には昨年から６回にわたりましてご審議をしていた

だきまして、一定こういうような成果が出てまいりました。大変ありがとうございます。

感謝を申し上げます。 

 今後におきましては、先ほども申し上げましたように、これから３月議会でしっかり

議員の皆様ともこの案をもってご協議させていただいて、いよいよ４月からはパブリッ

クコメントを実施する。その後、またその結果をこの審議会でご説明させていただいて

どうしていくかと、その中でその後、再度ご答申をいただいて、いよいよ計画案の策定

としてまいりたいと考えているところでございます。今後ともまだタイトなスケジュー

ルの中で、まだまだご無理をお願いするところでございますが、どうぞおつき合いのほ

ど、よろしくお願いいたします。簡単ではございますが、閉会に当たりまして、ご挨拶

を差し上げます。本日は誠にありがとうございました。 



 

－18－ 

 

閉会 午後４時40分 


