
 

平成 23年度 第 3回「廿日市市廃棄物減量等推進審議会」議事摘録 

 

日 時 平成 24年 2月 29日（水） 午前 9時 30分 ～ 午前 11時 30分 

 

場 所 廿日市市役所 701会議室 

 

出席者（敬称略） 

委員   

三 浦 浩 之（会長） 

   今 津 俊 昭（副会長） 

   倉 本 政 行 

   前 田 幸 子 

   松 村 公 子 

   澤 井  誠 

   政 木 忠 博 

   蒲 田 正 之 

   中 津 洋 子 

   広 兼 正 義 

   山 本 昌 司 

事務局  

井原環境産業部長 

   長谷環境産業部参事 

   山本環境政策課長 

   三尾環境施設課長 

   濱崎環境政策課長補佐 

   小田元主任 

 

議事内容 

（１）ごみ処理に関する目標 

（２）生活排水処理に関する目標 

 

 

その他 

今後のスケジュール等 
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内  容 

１ 開会 

２ 事務局挨拶 

３ 資料の説明 

廿日市市のごみ処理及び生活排水処理の目標等について、以下の資料を基に説明を行った。 

資料１ ごみ処理に関する目標 

資料２ 生活排水処理に関する目標 

添付資料１ ごみ組成調査 

その他 第２回審議会 議事録（案） 

    第２回審議会資料 正誤表 

５ 質疑応答 

〔資料１-１～に関する委員の意見〕 

会 長： 資料 1-1 の「実績値」は、803ｇ、資料 1-2では全ての合計「総排出量」が 861ｇ、「家

庭系ごみ合計」が 552ｇとなっており、資料 1-5では、838ｇと違う数字になっています。

ご説明をお願いします。 

事務局： 資料１-１は平成 22年度の実績、資料 1-2は平成 21年度の実績で若干数字が統一でき

ていない所があります。 

会 長： 資料 1-5 の 838ｇの説明もお願いします。 

事務局： 資料 1-5 については、年度は同じなのですが、資料 1-1 は集団回収量を含まない数字

で、資料 1-5は集団回収量を含む数字です。 

会 長： それでは、集団回収量は一人当たり一日 34～35ｇあるということですね。今一番重要

なのは、資料 1-5 にある目標レベルです。これは、何年までに行うということではなく、

目標を設定し、目標に向けて年次計画をこれから立てていくということです。この後の

具体的な所に関わってきますので、ご意見等をいただければと思います。 

委 員： 数字の予想や目標値を立てられる時、色々な前提条件があるかと思うのですが、それ

はどういったものですか。 

会 長： 資料の数字は「このあたりを目指したい」という数字が出ていると思います。 

委 員： 経済情勢や個人消費等、エリアも何も関係なしですか。 

会 長： はい、そういうことです。 

委 員： 前提条件が狂うと、全く違う結果が出て、後で言い訳をするということになるのでは

ないでしょうか。 

委 員： 資料 1-6 にそれぞれ「削減が必要」とあるのですが、RDF 処理になってから福山に持

っていく経費も含まれている数値がわかりますか。 

事務局：    全て福山への運送の経費を含んでおります。 

委 員： 3.6万円のうち 3万円に落とすのを削減目標にすると言うのは無理な気がする。 

事務局： 廿日市市の可燃ごみ処理施設は RDF だけではなく、焼却施設があと二つあります。RDF

関係の費用だけですと 3.6 万円ですが、他の経費も合わせて全体でいえば、もう少し高

くなっています。県内で比べても経費が 7 番目に高くなっていると先程申しましたが、

現状の経費が 5 万円程度になっていますので、4 万円程度までに落としていきたいとい

うのが、今のチャレンジ目標での大まかな数字です。 

委 員： 資料 1-4「他都市との比較」総資源化で廿日市市は 45.6％という非常に高い数値なので

すが、コストパフォーマンスという概念は全く入っていないのですか。また、そういう

資料はないのですか。 

事務局： これはあくまでも回収量という形で整理しておりますので、コストが掛かった時、割合

的にどうなるのかという資料はありません。 



2 

会 長： 今のご質問ですと、処理中のリサイクルに関わる部分の経費を個別に算出した資料と資

源化率との関係等を解析しないと出てこないと思います。 

委 員： 資料 1-5 ごみ処理費の 17.62 億円というのは、全国的に比べると高いと言われているの

ですが、どういう評価をすれば良いのですが。 

事務局： 資料 1-5 のごみ処理費は、全体の処理施設の数や処理するごみ量等の総額ですので、

総額だけのレベルで高いというのは、市町の規模も違うので単純な比較はしにくいです。

同一レベルでは比較できないので、今出ている表の中では、トン当たりの評価を、5 万

円レベルになっているところ下げる必要があるのではないでしょうか。その方策につい

て今後検討する中で、トン当たり４万円くらいを目標にした場合、ごみ処理費が 14 億円

程度になるということでチャレンジ目標を出しています。 

会 長： 例えば周辺の市町ですと、どのくらいの数値が出ていますか。 

事務局： 例えば、大竹市は同じ RDF処理をしていますが、6 万円程度です。広島市であれば 3.6

万円程度、もっと高いところでは、７万円、10万円というところもあります。 

会 長： トン当たり４万円にした時の目標レベルというのは、排出量そのものも減少した時の

数字であるということでよろしいですか。 

事務局： トン当たりの単価が下がるということは、一人当たりの処理費用も下がるということ

ですので、結果的にはごみの減量とその他の施策を合わせたトータル的なことになると

思います。「4万円の目標」というのは、現在のごみ排出量の削減、資源化を進めた結果

としての目標です。 

ごみ処理施設の方針を変更した場合には更に下回ることになるという中で、今は４万

円を設定しております。ごみの減量というのは、大きな原因として挙げられると思いま

す。 

会 長： 資料 1-5 に書いてある 14億円というのは、両方の要素を含めて算出された数値という

ことですか。 

事務局： そうです。ごみの減量化と、施設のシステムの見直し等を両方加味した一つの目標で

あると考えております。 

会 長： 一挙に広島市レベルにするのは難しいでしょうが、それに近づく為の目標として４万

円という数値を挙げてみたということですか。 

事務局： 一つの目安として「現在の 3 つの施設の統合」というのがありますが、これはまだ明

確に決まっている訳ではありません。統合を目指していきたい気持ちはあります。 

5 万円を少なくとも他市のレベルの 3 万円くらいまでに落としたいところですが、そ

こまではチャレンジとして難しいという考えから、4万円くらいを設定しました。 

会 長： 当初からリサイクル率は高いので大きな目標設定にはなっていないですが排出量に関

しては全国レベルでもかなり上位を目指していくような設定になっています。 

温室効果ガスに関して 5％というのは、少し弱いような値ですが、それは、「まずは」

ということでしょうか。それとも、何か情勢を踏まえて 5％とされているのでしょうか。 

事務局： 『省エネ法』では、一定のレベルの二酸化炭素を排出する事業所やごみ処理施設等に

は、一定の削減目標を掲げて推進するように位置づけられております。「年１％、5 年間

で 5％」というのが目標として位置づけられておりますので、それを根拠に 5％という数

値を設定させていただきました。 

会 長： 排出量の目標レベルは、例えばごみの排出量は一人一日 700ｇという目標を挙げてい

ます。（資料 1-5）これは 5年後、10年後という意味があり、ターゲットとして今挙げて

いると思ったのですが、温室効果ガスに関しては、今の説明ですと「5 年後」という具

体的な年数がでたターゲットになり、他の目標と合わないと思うのですが、いかがです

か。 

事務局： 5％削減というのは目標としてあるだけで、実際には、施設において毎年 1％削減する

というのは、現実的には難しいです。一応の義務目標であり、どうしてもしなければな

らないという位置付けではないとされています。具体的な数値があるので、それを採用
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するのが適当だろうと採用させていただきました。 

会 長： 総合計画で特別に目標設定等は具体的に掲げないということですか。或いは現実的な

目標等は無いのですか。 

事務局： 総合計画の中では、二酸化炭素の削減についての数値の目標というのはありません。

環境基本計画の中で「市民総トータルでの削減目標」というものを掲げております。そ

れについては、別の協議会で進行管理することになっており、市民及び事業排出量の排

出量の削減を把握することの手法について検討している所です。市の排出量は掴んでお

りますが、市民や事業者の排出量を掴む具体的な方法がないので、それについてまた今

後検討していく予定になっています。 

会 長： それらのものが無い状態で、今回のごみ処理に関しては一つの目標を掲げたと受け止

めたらよろしいですか。 

事務局： はい、そういうことです。 

会 長： 実はそれぞれ色々な思惑があって目標設定をしています。もう少し詳細を詰めていっ

た時には目標を変える可能性も出てくるということでよろしいですか。 

事務局： はい、そういうことです。 

委 員： 「ごみ処理費」というのは、どういう構成になっていますか。 

事務局： ごみ処理費に関わる全ての費用です。 

委 員： 例えば、機械の償却費や資本金の負担等がありますか。 

事務局： 会計処理上、企業的な減価償却云々というような手法で通常掲げた収集運搬費用、ご

み処理の中間処理である焼却処理費用、埋立費等を全て含めたものです。 

委 員： 設備費も皆入っていますか。 

事務局： 設備の修繕費等も入っています。ただ先程の減価償却費等の考えを含めた経費の算定

ではありませんので、そういったものが入っているという表現が良いのかは分かりませ

ん。 

委 員： ごみの減量をものすごくされていますから、逆に言うと単価単位の資本比が大きくな

りますので、４万円も下がるのかなと思ったのです。 

会 長： 設備更新や新設の部分の経費については入っていないということですね。 

事務局： 新設での更新や用地の取得費等の設備更新の費用は、この中には入っておりません。 

会 長： イメージとしては、所謂「ランニングコスト」という形で見れば良いですね。 

事務局： はい、そういうことです。 

会 長： 次の説明を受けて、合わせてご質問等をいただければと思います。 

 

〔資料１-7～に関する委員の意見〕 

会 長： 資料 1-11の図の 3 つの円のうち、真ん中の部分の円の「分別不徹底」を資源化ターゲ

ットにしたいということですか。 

事務局： はい、そういうことです。 

会 長： 合計では、それが現状で 7.8％を占めています。 

プラスチックが資源化の目標であるということですね。 

「排出抑制対象」に関していうと、生ごみの「手付かず食品」「食べ残し」「調理くず」

等が全体として多いので、そこをもう少し減らす方策を考えたいと受け止めて良いです

か。 

事務局： はい、そういうことです。 

 

〔資料 1-12～に関する委員の意見〕 

会 長： 先程の議論の中で、資料 1-5 で挙げた色々な目標レベルがありました。それを具現化
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するために何ができるかを見たのが今の説明の部分です。資料 1-11 を見ていただければ

一番分かり易く、「分別不徹底」の「ダンボール」「紙パック」「新聞・チラシ類」「雑誌」

「ペットボトル」「白色トレイ」「7 品目限定のプラスチック容器」については、従前の

処理の仕組みにおいても資源化するものでした。これらの分別を徹底することで、資料

1-12にありますように、合計で約 25ｇを資源ごみに移行でき、排出量が減少するのでは

ないかということです。これは、日常生活において、資源化に移行しないといけないこ

とになります。 

もう一点、「生ごみ」に関しても、『手付かず食品』や「食べ残し」は 90％という協力

度です。「調理くず」については、家庭でどうしても出るもので、無くすのは難しく 10％

くらいの協力度になっています。 

手付かず食品や食べ残しを皆様が今後出さないようにすれば一人当たり 56ｇの減量

になり、「資源ごみ移行量」と合わせると約 80ｇ減量できることになるという値が目標

として示されています。80ｇは、現状からするとまだ目標には到達できない数字です。 

当初の目標は 700ｇですので、そこにはまだ到達できないですが、今のシステムの中

でギリギリ詰めていくことで達成が出来る値が示されています。 

さらに、削減するとなると、現在分別して資源化するという所に載せていないものに

なります。資料 1-11に戻りますが、その中で「資源化可能」として 20.8％があります。

ここに手を出せばさらに減らせる可能性があります。 

ただ、現実的には処理体制の大きな見直しや再構築が必要になります。市民の方に対

してかなり要請をしなければいけない数字が示されておりますので、これは実際可能で

しょうか。 

例えば「手付かず食品」をほぼ無くすのが難しいのなら、別の捉え方をして、どうに

か削減の目標を達成する別の手段を考えなければいけません。 

そのあたりについて御意見をいただければと思います。 

現状で「食べ残し」として排出されているものや「手付かず食品」をほぼ無くすとい

う目標設定なのですが。添付資料（添付 1-27）を見ていただけたら、実際に出されてい

るものが分かると思いますが、これを無くせるのかどうか。 

委 員： 「手付かず食品」というのは、一般家庭からも出ているのですか。 

事務局： はい、出ています。 

添付 1-27の右側の上から二番目の写真のように、開封されていない豆腐等の食品類が

結構出ております。 

委 員： 最近の若い人は、賞味期限を非常に気にするようです。我々の年代は、少々賞味期限

が切れていても食す習慣がありますが、若い人はそうはいかず、文化生活が進めば進む

ほどそういうことが起こる気がします。 

会 長： そういった現状がある中で、90％という数字は、ほぼ無くすことが目標なのですが、

私は現実的には難しいと思います。 

ただ、その一方で、処理経費等も削減しないといけませんし、当面の目標として今の

処理の体制を変更するのもすぐには無理であれば、そこしかないような気がします。 

今着手していない部分も視野に入れつつ、まずは出来る部分をここでやるしかないと

思います。 

新たな分別の資源化については、今後具体化する中でどうすればそれができるのか、

その為にはどういう仕組みの変更が必要なのかを検討することが必要であると思いま

す。 

事務局： 少し補足させていただきます。グラフ中の再資源可能なものである「その他プラスチ

ック製容器包装類」「その他紙製容器包装類」については、具体的に述べていない状況で

あります。 

これは、複合素材で直接リサイクルにまわしにくい状況がある等想定できます。市民

に分別の負担を求めていく方法にするのか、それを燃やせるごみとして燃料に使うとい
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う方法が適切なのか、色々な可能性を考えながら、約 20％の部分については、今後検討

していく必要があります。 

会 長： 「家庭ごみの目標値」というのは、すぐにでも達成したい目標ですか。或いは「何年

後まで」という目標と捉えるべきでしょうか。 

事務局： 「5年後」を一つの目安として、平成 29年度を目標に設定をしています。 

会 長： それは、まだ手を出していない領域の 20.8％と言われている「資源可能のものが入っ

ているごみ」については、その頃までに検討していくと捉えてよろしいですか。 

事務局： その間に色々と世の中の状況が変わり、そういったファクターが出てくるかもしれま

せんし、別の意味でデータが出てくるかもしれません。 

手を付けられるところについては、状況を見ながらその間に検討していきたいと思っ

ています。 

会 長： かなり絞った状況をもう一回絞りつつ、別の要素を視野に入れながら検討していくと

いうことです。 

 

〔資料 1-15～に関する委員の意見〕 

会 長： 「家庭ごみの目標値をどうするか」という説明がありました。その中で、先程私が質

問しました「年度」に関して、本来は資料 1-5 にありました廿日市市が目指すべき「循

環型社会形成に向けた目標」が挙げられています。「チャレンジ目標」という名称になっ

ておりますが、5 つの点で目標レベルを設定しています。チャレンジ目標を目標のレベ

ルとして、今後の短期的な 5 年間で何をすべきか、どのくらいの目標にすべきか、とい

う説明がありました。 

今回、5 年後の平成 29年度までに達成したいということなので、先程のチャレンジ目

標にはとても到達できませんが、ある程度は近づいていくと思います。 

では、「チャレンジ目標」を達成するためには、具体的にどういうことが出来そうなの

か、個別に内容を見て、どのくらいの割合を見越したものになっていくかについて「協

力度」という表現をしています。 

最初にあったチャレンジ目標として 5 つの視点で挙げていますので、年度末に一度整

理をされる時に、それぞれに対して今回の短期的な目標値がどうであるか表現しておか

ないといけません。 

例えば、皆様の関心があるごみ処理経費に関して、おそらくトン当たりの数字は変動

しないと思いますが、総額としてはこのくらい減るのではないかという値が出てくると

思いますし、温室効果ガスについても推計ではありますが、これくらいまでは減少でき

るという数値が出てくると思います。 

さらに、廃棄物の排出量については、平成 29 年度、5 年後の目標は、もともとの 700

ｇに近い数値である 765ｇです。整理する必要がありますが、こういったものを対比し、

そこまでは出来る可能性があるということを示してみたいと思います。 

事業系の調査をされていないので、次年度にヒアリングをして算出設定することにな

ると思います。現状として家庭ごみについては、これくらいのものを対象として市民の

方にかなり厳しい要求をしていくことで何とかできるのではないでしょうか。 

市民の方が高い目標を掲げているのであれば、事業者に対してもさらに高い協力度を

挙げることも要求できると思います。 

まだ、中間的な目標の状況ですが、色々とご理解の上で、分かりにくい部分について

のご質問や、或いは「目標設定として無理があるのではないか」等のご意見もお願いし

ます。 

今回の家庭での協力度について、いかがですか。 

委 員： ごみの写真等を見るととてもインパクトがあるので、先程の「手付かず食品」をごみ

にしてしまわないようにもっと意識を持っていただくしかないとは感じました。市民の

方の目に見える形にして、提示することで意識を呼び起こせると思いました。 
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全く視点は違うのですが、ごみ減量化のためにはライフスタイルを変えることが必要

になってきます。ごみ減量化をすると良いことがあると提案していくと視点が変わって

面白いと思います。例えば、既製のものを買ってしまうからごみになるので、食べ過ぎ

をやめること、作り過ぎをしないこと、自分で作ることにより、健康面等で良いことが

あることを提案してはどうだろうかと思います。 

会 長： 目標を設定した後にどうするか、というお話しが具体的に出ました。90％という数字

は、あくまでも目標ですので達成が出来ないこともありますが、あまり非現実的なもの

ではないと思います。 

委 員： そのまま廃棄されるものは、家庭ごみからも多少は出ていますが、やはり事業系がか

なり大きいと思います。 

会 長： そのあたりは次年度に調査をして組み込んでいく必要があります。 

委 員： 事業所の方でも廃棄を少なくしようという運動がかなり起こっているようです。 

廃棄寸前の食品を加工してお店で売る等、廃棄を少なくすることを徹底するように休

憩室等に紙を貼っておられます。 

先程言われた、出されたごみを実際に目で見ると、「してはいけない」という啓発にな

って良いと思います。 

仕分けの方法について、旧廿日市市は、新聞紙とチラシは一緒に出してもよいと伺っ

たのですが、佐伯の場合は分けて出すように言われています。そのような地域差がある

のではないかと思います。 

スーパー等でトレイやペットボトル等を回収しているのを利用して、皆様に呼びかけ

るような啓発があれば良いかと思います。 

会 長： 状況としては、今説明していただいた部分で、事業系については、まだ情報が不十分

ですので、とりあえず今年度としては、こういう目標設定をしております。 

次年度にかけて調査や施策について、具体的な施策を考える上で、目標について再度

修正もあるかと思いますが、次年度に向けて事務局よりお話していただきたいと思いま

す。 

事務局： 今おっしゃられましたように、市民の協力がどこまで得られるかというのは、やはり

「協力したい」という気持ちになるような施策や意識付けを展開していくことが大切で

す。それは、ただ気持ちの上でするだけでよいのか、もっと具体的に突っ込んでしない

といけないのか、という議論が今後必要になると思います。 

事業所ごみについてはなかなか把握できていない部分がありますので、これについて

の問題点もあります。 

事業所ごみについては、まず事業所が自己責任で処理すべきとうのが大原則です。そ

の中で、ごみを削減するため、又は資源化するための方策がどうなのか考えていくこと

になると思います。 

具体的な施策についてはこれからの検討になりますが、効果の予測ができないことは

ありません。例えば、資料 1-15で協力度を 20％と設定してみたのですが、「資源ごみ移

行見込量」と「排出抑制見込量」のトータルで 1 日 3 トン程減少する計算になります。

これを一人当たりにしますと約 25ｇになりますので、それを資料 1-16 の『①排出抑制

目標』に入れ込むと、約 756ｇが 25ｇ減って約 730ｇになります。そういう施策を進め

ることが具体化していくことでしょう。 

事業者に対しても、ごみを削減・資源化することで利益が生まれ、良いことがあると

いう仕組みを考えていくことがこれから必要だと思います。 

会 長： 今回新規に目標を掲げて達成するために、大きな部分である「処理経費」に関して、

現状の事務局から用意していただいたものでは、中間的ではありますが、5 年後の平成

29 年度までに向けての目標としてはどうなるかという試算がまだ間に合っていない状

況です。そのあたりも示して、現状ではこうであって、市民や事業者が協力することに

よってどれだけ削減できるかを示す必要性があり、それによって協力度が変わってくる
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気がします。 

併せて「温室効果ガス」についても出すことができればと思います。大きな目標とし

て 3 つあり、資料 1-6 では「ごみ処理経費」が一番に来て、それに続くのが「温室効果

ガス」であると謳ってある限りは、そこに関して記述しておく必要があると思います。 

皆様にも、議論する余地がかなり残っているという印象があるでしょうが、次年度に

かけてそのあたりを詰めていけば大丈夫だと思います。 

事務局： 今のご意見をいただきまして、「処理経費」についてもきちんと明示していける数値を

示すよう、来年度に調整したいと思います。 

委 員： 資料 1-13の「生ごみ堆肥化容器・装置」について、これをもう少し進めていく有効な

方法はないものでしょうか。現在普及率が約 6%となっていますが、普及されることで、

ごみを出す量を減らすかなりの効果があるのではないでしょうか。 

市の広報に「ごみの減量化」について分かるような資料を載せてみたらどうかと思う

のですが、いかがでしょうか。 

事務局： 「生ごみ堆肥化容器」につきましては、今年度は「電動生ごみ処理機」に対してのみ

補助を実施しています。市の内部での事業評価で、「生ごみの堆肥化容器」に対する補助

が実際に有効に活用されているのか、その効果についてもう一回検証する必要があると

いうことになりました。どの家庭でも使える「電動生ごみ処理機」についての補助を進

め、そのアンケート調査やモニター調査をして効果の程を検証し、更に将来的には「生

ごみ堆肥化容器」いわゆる「コンポスト容器」についても、生ごみを直接的にリサイク

ルさせるという形で効果がありますので、普及させるべく市の課の方としても努力して

いきたいと思います。 

先程の「広報に、もう少し処理経費やごみの現状が分かるようなものを示すべきでは

ないか」というご意見ですが、おっしゃるとおり、周知が十分ではないと認識しており

ます。今回の審議会をオープンに行うのも、そういった資料を提出し、見ていただくと

いう試みの一つです。市民の方々にこれらの資料を再度精査しながら、もっと広報やホ

ームページ等の色々な機会を通じて、今のごみ処理の状況がどうなっているのか、これ

からどうする必要があるのか、ということを分かるように改良していきたいと思います。 

委 員： 「生ごみの堆肥化容器」というものはどういった方が使われるのですか。私はマンシ

ョン暮らしですし、生ごみをどのように使うのか分かりません。この 6％の方というの

はどういう方なのですか。 

事務局： 「生ごみ堆肥化容器」は、「コンポスト容器」といいまして、畑を持っている方や土が

ある方が家庭の生ごみをその中に入れられて葉っぱや土を被せ、通常にある自然の菌を

使って分解します。一年ぐらい経ちますと堆肥になるので、それを畑に使ったり、家庭

菜園や園芸に使ったりというような生ごみの減量に利用しています。 

もう一つの「電動生ごみ処理機」は、電気で乾燥させるタイプです。電気を使うので、

「エコでないのでは」という考えもあるのですが、それを畑に蒔かれたり、減量化して

ごみに出されたりすることで得られる効果も一定の数あると思います。 

委 員： 色々な条件がありますが、普及率は上がりそうですか。 

事務局： 普及率は計算してみないと分かりませんが、過去からの集計によると、コンスタント

に普及している状況があります。長年使っていらっしゃる方もおられました。 

更に普及させるような仕組みや仕掛けを考えていかないといけないと思っています。 

会 長： マンション対応のものもあり、一部については家庭の中で使用できます。もう一方は、

生ごみが乾燥することによって、ごみ出しも楽になり、ごみの排出量もグラムで判断し

た場合には減少になります。ただ、どういうメカニズムであるか「電気を使う」或いは

「別の機材を使う」ことによってトータルで考えた時に、環境にどれだけ良いのかにつ

いては慎重な判断が必要だと思います。 

単純なコンポストについては、土地がある方で堆肥の利用用途がある方にとってやり

やすい方法です。 
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一度全体について、今回の意見を踏まえ用意していただくということで、次の「生活

排水処理」に関してご説明をお願いします。 

 

〔資料 2 に関する委員の意見〕 

会 長： 将来計画に関しては今、関連部署で協議をしているところですので、今回この場では

示すことは無いのだと思います。 

合併浄化槽の普及については、従前のように整理を進めていく、という説明でした。

こちらと併せて、最初のごみ処理に関しての目標についても何かありましたら伺いたい

と思います。 

委 員： 下水道は、大野の場合は何年くらいにできる計画ですか。 

事務局： 平成 42年です。 

会 長： 個別地域の年次計画というものはありますか。 

事務局： 事業認可区域で平成 29年という目標を掲げています。それに沿って年次年次にその計

画的な普及区域を定めて、下水道を整備していきます。宮島台地域を廿日市区域に一部

入れ込む計画は予算や補助の関係等色々ありますので流動的なのですが、今の計画では

平成 29年及び平成 42 年の目標になっています。 

委 員： 合併浄化槽の件なのですが、青葉台は、旧廿日市市とは道路を挟んで隣り合わせなの

で、本管を繋げば良いと思います。 

本管を繋ぐ計画があるのか無いのかお聞きしたいのですが、まだ分かりませんか。 

事務局： 青葉台等の団地浄化槽については色々御要望があると聞いておりますが、下水道担当

から「具体的に」という話は聞いておりません。 

宮島台等については、地形的な問題や実際に施工する上での問題が幾らか解消でき、

効率的にできるという場所について大野の一部を廿日市に組み込んでいくことを考えて

いると聞いております。 

会 長： 先程の廿日市市地域の件ですが、事業認可区域の目標が 5年先の平成 29 年ですが、そ

の時に元々の全体計画処理人口の 72％が処理されるようになりますので、地域の中で、

だいたい 70％くらいの方は下水道に接続するのではないかと思います。順次の計画です

が、人口でいうと 70％くらいになります。 

委 員： 資料 2-3 の「処理施設」の枠の中で、廿日市や大野や宮島地域は「公共下水道」、佐伯

の友和と吉和は「特別環境公共下水道」と書いてあります。その違いを教えてください。 

事務局： 「公共下水道」と「特別環境公共下水道」は同じ「公共下水道」ですが、制度や補助

の若干出所が違うことにより、名称が違っています。浅原の「農業集落排水」について

は、農業者に対して排水設備を設けるという農林水産省の関係の設備です。吉和も山村

地域や農村地域に対しての補助額や設備基準が違っていますが「公共下水道」であるこ

とには違いはありません。 

 

〔全般について〕 

委 員： 来年度事業所のヒアリングを行うとのことでしたが、それを市民の方に公表して、「実

際にこれだけのものが事業所から捨てられている」というのを示してみると、かなりの

意識改革につながらないかと思いました。 

それから資料 1-3の下の方の「（３）最終処分量」のところで「可燃ごみ処理方式によ

って埋立物が増加することが想定されます。」と書いてありますが、方式が変わるのかと

いう疑問です。 

「資源化できるごみを増やしていく」ことについて、例えば汚れた容器を洗うと生活

排水が増えるのでは、どちらがよいのか。今 RDF で処理をされているので、そのまま出

した方が却って良いのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 

福山に運んで RDF 処理をすると、燃料費がかなり掛かるということならば、RDF の処
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理を廿日市でするということはできないでしょうか。ごみを燃やした熱量でプールを温

める等、処理した廃棄熱を利用できないかと思いました。 

会 長： 今のお話は、トータルで見てどういうシステムが良いのかをしっかり判断すべきとい

うことです。その視点の一つが、今回は大きな意味での「コスト」と「温室効果ガスの

排出」という面で見ていくことになります。そこについても、個別目標に対して具体的

に施策を考える時にも考慮しないといけません。 

ごみを減らす一方でコストが上がってしまっては元も子もないので、全て考慮しつつ、

今後この場で具体的な施策を考えていかないといけないと思っております。 

予定された時間になりましたので、以上で本日の議事を終了致します。 

今回色々なご意見がありましたので全体的な資料の見直しと、具体的な施策について

というのが次回以降の内容になりますので、よろしくお願い致します。 

もしも今回の配布資料で疑問点があれば、事務局に問合せをするということでよろし

いでしょうか。 

事務局： はい、結構です。 

 

６ 今後のスケジュール説明 

次回の開催について、年明けに日程調整を行うことを伝えた。 

７ 閉会 


