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環境水道部長、ごみ対策課長、ごみ対策課長補佐、
ごみ減量推進Ｇ長、審議会担当職員２名

【会議概要】
１．開会
２．会長挨拶
３．啓発 DVD の紹介
４．議事
・可燃ごみの排出量削減に向けた取組みについて
・平成 28 年度一般廃棄物処理実施計画（案）について
５．報告
①高齢者などのごみ排出困難者支援策の調査について
②スーパー等の資源回収調査について
③磐田市災害廃棄物処理計画(案)について
④その他
６．閉会
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【意見・質疑の主な内容】
１．開会
事務局

おはようございます。ごみ対策課長の伊藤でございます。本日はお忙
しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。
ただいまより平成 27 年度第 2 回磐田市廃棄物減量化等推進審議会を
開催させていただきます。始めに、環境水道部長よりご挨拶申し上げ
ます。

環 境 水 おはようございます。本日は、前回の審議を踏まえて、来年度に市で
道 部 長 やっていきたいことをご説明させていただきたいと思います。今日も
引き続き皆さまに様々なご意見をいただきたいと思っております。よ
ろしくお願いします。
事務局

それでは、審議会の進行については規則によりまして会長が議長とな
りますので、以後の議事進行につきましては、会長にお願いします。

２．会長挨拶
会長

改めまして皆さん、おはようございます。先日ＮＨＫの「あさイチ」
という番組で、野菜くずも煮たらおいしいスープができるという話を
特集しておりまして、ごみは工夫次第で減らせるものだなあとしみじ
み感じました。今日も、皆さまの熱心なご審議をお願いいたします。
それでは、お手元の次第に従いまして会議を進めてまいります。
まず、磐田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則 第 25
条第２項によりまして、委員の半数以上が出席しておりますので、本
会議が有効に成立していることを、ここでご報告申し上げます。
それでは、次第に従いまして議事を進めます

３．啓発 DVD の紹介 「環境に優しいまちを目指して」（平成 27 年度作成）
ごみの分別やリサイクルの意識啓発のために、市のごみ処理状況を紹介する
ＤＶＤを作成したことを報告。今後は出前講座や施設見学で活用していく予定。
委員

これはどういう方法や形式で入手できるのですか？

事務局

基本的には出前講座や施設見学の際に活用していきたいと考えてい
ます。また、自治会や団体で自主的な勉強会をやりたいということで
あれば、ＤＶＤをお貸ししますので、活用していただければと思いま
す。
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委員

磐田市のホームページには掲載できないのでしょうか？

事務局

担当課と相談の上、問題がなければ検討したいと思います。

４．議事「可燃ごみの排出量削減に向けた取組みについて」
平成 26 年度に可燃ごみが増加したことを受けて、その削減のための来年度取
組み案（以下 4 点）についてご意見をいただきたい。
① 広報いわたを活用した“生ごみの水切り方法や効果”の周知（可燃ごみ減量
に対する意識啓発）
② 生ごみ水切り・ごみの減量アイディアコンテストの実施（ごみ減量に対する
意識啓発）
③ 賞味期限切れ食品のイベント回収（食品残渣削減のための意識啓発）
④ 雑紙回収袋の配布（雑紙のリサイクル促進）
委員

雑紙回収紙袋は、いつ配布するのですか？

事務局

来年度は 2,000 枚作成し、施設見学や出前講座に参加される方に配布
を予定しています。

委員

この袋に入れた雑紙は、どういったところに出せばいいですか？

事務局

回収方法としては大きく分けて３つあります。優先順に①各地域のＰ
ＴＡや自治会で行っている資源回収、②リサイクルステーションや、
各地域に１箇所ずつ設けてある古紙の回収拠点、③民間の古紙回収ス
テーションです。

委員

雑紙を出すときはこの袋に入れなければいけないというわけではな
くて、他の紙袋でもいいということですか？

事務局

普通の袋で出していただいても問題ありません。この回収袋を配布す
ることで、どんなものが古紙として出せるかを知っていただくことを
目的としています。

会長

学校の資源回収でも雑紙を集めるかということと、集める場合には紙
袋に入れた状態で回収してもらえるかということを事務局としては
確認していただきたい。

事務局

雑紙については、すでに資源回収している団体もございます。それ以
外の団体についても、市で助成を行っている集団回収の団体登録を行
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う際に、雑紙を積極的に集めていただけるようにお知らせをしていき
たいと思います。
委員

自治会や子供会でも回収袋を欲しい場合は申請すれば配布してもら
えますか？

事務局

初年度にすべての団体に配布できるほどの量を用意できないので、希
望する団体には作成した範囲でお渡しできればと思っています。

委員

回収袋にどういうものが雑紙になるのかを分かりやすく載せてもら
えると回収が進むのではないかと思います。

事務局

袋に具体的な例を記載するなどしていきたいと思います。

４．議事「平成 28 年度一般廃棄物処理実施計画（案）について」
平成 28 年度一般廃棄物処理実施計画の、“一般廃棄物の排出抑制のための方
策に関する事項”について、より具体的な計画にするために審議会で出た意見
を反映させて策定を進めていく。今回提示する計画案について意見をいただき
たい。
委員

廃食用油のリサイクルの現況についてお聞きしたいのですが。

事務局

廃食用油の回収については、平成 25 年度は 41,300ℓ、平成 26 年度は
42,900ℓと年々増加傾向にあります。現状ですが、平成 27 年度の上半
期と平成 26 年度の上半期を比較すると 3,000ℓほど増加しております
ので、年間を通して 10％程度の増加が見込まれると考えております。

委員

可燃ごみの削減には水分を減らすことが効果的ということですが、例
えば、水分が半分になった場合、燃料がこれだけ減って稼働率がどれ
ぐらいになるという具体的な効果の数値がわかると、市民にも水切り
の大切さがわかると思うのですが、そういった数値はありますか？

事務局

現在、ごみを焼却するために年間約 60,000ℓの灯油を使用しています。
水分量が半分になれば、施設全体で 4,800 万円程度減らすことができ
ると思います。

委員

4,800 万円削減できればその費用で各家庭に生ごみの水切り器を配布
できるのではないかなと思うのですがどうですか？

事務局

以前にも水切り器を配布していますが、小さく簡易的なもので、政策
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的にというよりも啓発として水切りにご協力いただける方へ配布し
ていました。
しかし、全戸配布となるとどれだけの方に使用していただけるか分か
りませんので、そこまで思い切った計画は難しいですが、考えてみた
いとは思います。
委員

アイディアコンテストについてですが、そこで集まったアイディアの
中に低コストで出来るものがあれば商品化して広めていくといいの
ではないかと思います。

事務局

自分のアイディアが形になって戻ってくるというのは効果があると
思いますので、もしそのようなアイディアが挙がれば考えていきたい
と思います。

委員

現在、電動式の生ごみ処理機の補助は行っていないということです
が、水分を削減するためには非常に効果的だと思います。これについ
てはどうお考えですか？

事務局

電動式の生ごみ処理機については、環境負荷等の理由から現在は補助
の対象となっていません。しかし、技術が日々進歩していますので、
現在販売されている商品が、以前のものと比べてどれぐらい環境負荷
がなくなっているのか研究をしていきたいと思います

会長

私から委員としての意見ですが、実施計画（案）
（1）イの①の中に「リ
サイクル活動をしている団体を周知するために、そのような市民団体
を紹介する」ということを入れていただきたいと思います。

事務局

是非紹介していきたいと思います。

５．報告 ①高齢者などのごみ排出困難者支援策の調査について
今後高齢化が進み、ごみの排出が困難な高齢者世帯等が発生してくることが
予想される中で、県内で排出困難者に対して声かけごみ収集を行っている御殿
場市へ情報収集のため視察した様子を報告。
【質問・意見なし】

５．報告 ②スーパー等の資源回収調査について
市内のスーパーマーケットやドラッグストアを対象に、店舗で回収している
トレイ等の資源ごみについて調査を行った結果を報告。
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今後、協力店舗の資源ごみの回収状況について、ＨＰ等で掲載していく予定。
委員

ＨＰへ掲載していくということですが、どの店舗は何を回収している
か表を作ると分かりやすいと思います。

事務局

今回の調査で、ご協力いただけると回答をいただいている店舗につい
ては、どの店舗でどのような資源ごみを回収しているのかわかるよう
にＨＰ上で掲載していきたいと思います。

５．報告 ③磐田市災害廃棄物処理計画(案)について
今年度策定する計画について、概要と策定状況について説明。
（磐田市災害廃棄物処理計画：大規模地震に伴い発生するし尿・一般廃棄物に
ついて、災害復旧・復興の妨げにならないよう適正かつ迅速に処理するととも
に、災害廃棄物に起因する初期の混乱を最小限に抑えることを目的とした計画）
会長

この審議会の意見・提案などが計画に反映されるということでしょう
か？

事務局

計画案に盛り込む必要があるものは次年度以降見直しする際に盛り
込んでいく方向でご意見をお伺いしたいと思います。

委員

平成 21 年度に策定したものを今回は全くゼロにして見直すのです
か？また、現在の計画の策定状況は？

事務局

当初は平成 21 年度に策定した計画の修正を検討していましたが、県
から提示された雛形に沿って策定していく方が県の計画と整合が図
りやすいため、その雛形にもともと市で策定していた計画案を一部盛
り込んでいく方向で策定中です。
現在の進捗状況ですが、雛形への落とし込みはほぼ終了しましたの
で、これから関係部署や、その他の計画との整合性を図って精査して
いきます。

会長

3 月に完成した時点で全市の自主防災会で出していくのですか？

事務局

策定中の計画は市の地域防災計画の一部ということになりますので、
そちらの計画の中でお知らせすることになります。

委員

原子力発電所の災害廃棄物についても踏まえるということでよろし
いのでしょうか？

事務局

放射性物質に汚染された災害廃棄物の処理については、国の指針や県
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の計画から本計画の対象としていません。

その他の意見・質問
委員

賞味期限切れの食材のイベント回収について、資料に「賞味期限切れ
の食品を未然に回収し有効利用する」と書いてありますが、どのよう
に利用するのですか？

事務局

飼料として業者に渡していくことを予定しています。

委員

軽トラ市以外で回収する予定は？常設で回収するのですか？

事務局

厨芥類を積極的に預かる事業を進めていくことではなくて、あくまで
も食品ロスの啓発の一環として集めるという考え方ですので、常設で
集めるというわけではありません。ただ、軽トラ市でなくても違う行
事で出来るのであれば、出店をしていきたいと考えています。

委員

生ごみのアイディアコンテストの対象は子供と大人と別のくくりで
募集するのですか？

事務局

現在考えているのは、子供や大人の区別なく、それこそ「〇〇さんの
お宅」と家族単位で応募してもらえたらいいなと思っています。

委員

私の所属する団体では、簡易包装についてはお店側というより消費者
が綺麗な包装をしないと満足しないということもあり、なかなか徹底
されていないので、消費者側の意識を改革するような計画をしたらい
いのではないかという意見がありましたのでご報告します。

６．閉会
議長

本日も熱心なご審議ありがとうございました。それではこれで事務局
にお返しします。お願いします。

事務局

皆さま熱心なご審議ありがとうございました。最後に賞味期限切れの
食品回収について補足ですが、そもそも賞味期限切れの食品があるこ
と自体が問題であり、あくまでも啓発として行うもので、食品を定期
的に集めるということは考えておりませんので、その点だけはご理解
いただきたいと思います。
では以上で第 2 回の審議会を終わらせていただきます。ありがとうご
ざいました。
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