
平成 23 年度 第 1 回「廿日市市廃棄物減量等推進審議会」議事摘録 

 

日 時 平成 23 年 9月 8日（木） 午後 2時 ～ 午後 3時 50 分 

 

場 所 廿日市市役所 701 会議室 

 

出席者委員（敬称略） 

  壹岐委員 、倉本委員、前田委員、正木委員、松村委員、澤井委員、政木委員、三浦委員 

今津委員、蒲田委員、中津委員、広兼委員、山本委員 

 

議事内容 

(１) 廿日市市一般廃棄物処理基本計画(Ｈ18.3)〔既定計画〕の概要 

(２) 廿日市市におけるごみ処理の現状 

(３) 一般廃棄物処理基本計画見直しの論点 

 

その他 

今後のスケジュール等 

 

 



内  容 

１ 開会 

２ 市長挨拶 

市 長：  みなさん、こんにちは。廿日市市廃棄物減量等推進審議会の開催にあたりまして挨拶を

申し上げます。本日はお忙しいところ、本審議会にご出席いただきまして誠にありがとう

ございます。また、本審議会の委員へのご就任を快くご承諾いただき重ねて厚く御礼を申

し上げます。 

 さて、現在本市では第五次総合計画に沿った街づくりを着実に進めており、特にキーワ

ードに掲げた「環境・観光・交流」の分野には、重点的に取り組んでいるところでござい

ます。そのキーワードの一つである「環境」の分野では、廃棄物の発生抑制や再生利用の

促進などを踏まえた循環型社会を形成する廃棄物処理システムの構築が必要不可欠であ

るといわれています。 

 そのような中、本日皆様に諮問させていただきますのは、「廿日市市一般廃棄物処理基

本計画の見直しについて」でございます。これは本市における長期的な一般廃棄物の処理

を進める上で重要な指標であると同時に、廃棄物処理システムの構築の足がかりにしたい

と考えておりますので、委員の皆様には忌憚のないご意見をいただき十分なご審議をお願

いいたしまして挨拶といたします。よろしくお願いをいたします。 

３ 委嘱状交付 

４ 委員紹介 

５ 会長・副会長選任 

当審議会の会長及び副会長は、「廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔

保持に関する規則」第 11 条の２の規定により、委員の互選によって定めることを説明。 

委員からの推薦がなかったため、事務局からの推薦とすることを了承していただき、会長を三浦

委員、副会長を今津委員にお願いし、了承を得た。 

６ 会長・副会長あいさつ 

会 長：  会長に任命されましたので、精一杯やっていこうと思います。簡単に私の学問の話をし

ておくほうが、どういう人間かおわかりいただけると思います。私自身は、大学では当初、

下水道分野を研究していました。出身は隣の山口県周南市で、環境問題、公害問題が起き

たころに育ったことから、これら問題の解決に関わることをやりたいと思い大学に進学し

ました。その中で研究分野が下水道、とりわけ都市の下水道、雨水の流出制御のことから

スタートして、都市における水に関わるシステムを研究しておりました。基本的に私たち

の生活をいかにすればより良いものとできるかということをテーマとして研究分野を捉

えていましたので、廃棄物の処理に関する分野にも研究を広めていったわけです。当時、

関西にいましたが、廃棄物の 終処分として海洋埋立をした場合の環境影響について、科

学的データに基づいてコンピューターを使って予測するようなことをやっておりました。

廃棄物処理施設が立地することに対して周辺住民がどう考えるかについて調査をしたこ

ともあります。このように、私たちが都市で生活する過程で出してしまっている廃棄物、
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廃水・雨水をどう取り扱っていくシステムがよいのかについて研究していたのですが、出

されたものを一方的に処理するだけでは環境を良いものとはできないことから、もう一歩

進んで、私たちはどういうものを使いながら生活していくべきなのか、つまり、製品のリ

サイクル容易設計、環境配慮設計等に係わる部分まで踏み込んだ研究を行うようになりま

した。さらに、私たちが生活する場としてどういう街づくりをするべきかを研究するよう

になりました。この様に、色々な分野での研究を行ってきたところです。広島には、広島

修道大学に人間環境学部が開設された時に来まして、今年が９年目に入ります。その間、

広島市でも環境政策や都市計画等の分野で委員をさせていただきながら、広島・廿日市市

という地域について、色々なことを学んでいるところです。今回、廿日市市の廃棄物減量

等推進審議会を開くということでお声を掛けて頂き、私の経験を活かすことができればと

思って、受けさせていただくことにしました。この度、会長ということで、責任は重大だ

と思っておりますけれども、皆様方の色々なお知恵をお借りしながら、いい方向性を見出

せればよいかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

副会長：  副会長に推薦いただきました今津でございます。三浦先生は、非常に詳しい説明をされ

ましたけれども、私は、公衆衛生推進協議会を通じてのごみの減量化、環境問題につきま

して、広島県環境保健協会と一緒にやりながら物事を進めているところでございます。 

 皆さん方のご支援をひとつよろしくお願いしたいと思いますし、廿日市市が本当に環境

の街といわれるぐらいのものが出来きるよう、この会がまとまって一つの基本的なものを

生みだしていただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。 

７ 諮問書の交付 

市長より会長に諮問書を交付。各委員には写しを配布して確認して頂く。 

８ 事務局による資料確認 

９ 審議会の位置づけ（条例・要綱）の説明 

審議会の位置づけ、運営等について資料１-1、1-2 を説明し、本会議は、出席者が 13 名で過半数

に達しており成立することを確認した。 

10 公開要領の説明 

審議会の公開について資料 1-3 を説明し、本審議会は、原則公開とすることを了承していただく。 

11 資料の説明 

廿日市市の既定計画、ごみ処理の現状、既定計画目標値と現状の排出量比較、見直しの論点につ

いて、以下の資料を基に説明した。 

資料２ 廿日市市一般廃棄物処理基本計画（H18.3）（既定計画）の概要 

資料３ 廿日市市におけるごみ処理の現状 

資料４ 既定計画目標値と現状の排出量比較 

資料５ 一般廃棄物処理基本計画見直しの論点（案） 

12 質疑応答 

〔資料２について〕 

委 員： 既定計画では、ごみ処理の予算が示されていませんがなぜですか。 
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事務局：  既定計画の概要版では、具体的に示していないが、処理費用の統計は行っています。平

成 20 年度においては、廿日市全体の処理費は約 16 億 5百万円で、処理量が 3万 5千 t程

度であるため、一人当たり年間 304ｔ、処理費用は 1t 当たり 4万 4千 900 円あまり、一人

当たり 1万 3千円程度となっています。 

委 員：  施設設備に係る費用、リサイクル費用がわかりません。市民の税金をうまく活用してい

るか検証したいと思います。 

事務局：  基本計画では、コストの検証を行う形式になっていません。ただし、経費をどのように

削減していくかは個別の案件として協議する場を設けていく必要があると思っています。 

委 員：  お金はあまり気にしなくてよいということでしょうか。 

事務局：  そうではありません。経費についても重要な案件です。ごみの減量化に有料化は有効な

手段と言われていますので、こういった議論は別の会で議論するものとおもっています。 

委 員：  環境の実態はどうなのか、いつも疑問を感じています。 

事務局：  こうした情報をオープンにして委員の皆さんに判断していただけるよう議論をしてい

ただければと思います。 

会 長：  前の基本計画には、コスト的なことは触れていません。全体の基本計画を考える時に、

今言われたコストの意識を持つという表現を入れていく方向性は今後の議論の中で考え

ていくことだと思っています。 

〔資料３・資料４について〕 

会 長：  ごみ固形燃料化を行っている市町とはどこが該当するのでしょうか。 

事務局：  福山市、ここでＲＤＦのリサイクル発電をしています。それから府中市、三次市は一部

が甲世の組合に入っており、庄原市、大竹市、廿日市市、神石高原町、世羅町がＲＤＦを

やっているところです。 

会 長：  平成 27 年度目標値について、排出抑制 13％、リサイクル率 70％はどうやって設定した

のでしょうか。 

事務局：  国・県の目標値を参考に、平成 22 年度において 907ｇ以下とできるよう現状より 13％

減量することを目指すものです。ただし、減量化率の達成は、２２年度、２７年度の原単

位目標を達成すべく、徐々に進捗率が鈍るように設定しています。 

会 長：  循環型社会形成推進基本計画では、平成 22 年度を目標年度として、平成 12年度比で約

20％減と示していますが、それを一つの基準として、県の平均より減っているため、スト

レートに 20％ではなくてもいいという判断をしたということでよろしいでしょうか。もう

一点のリサイクル率についてはどうでしょうか。 

事務局：  リサイクル率 70％以上で、ＲＤＦを除いたリサイクル率は 25％以上としています。10

年後に資源ごみ、中間処理における資源化量、集団回収の合計量が、行政が収集・処理す

る量と集団回収の合計量の 70％以上とすると考えて目標設定しています。 

会 長：  今後、議論する必要があると考えてよろしいでしょうか。 

事務局：  はい。リサイクル率については、数値目標や根拠の理由付けについて、この計画策定の

中で議論していただきたいと思います。 

〔資料５について〕 

会 長：  基本計画の見直しの論点として３つが示されています。一つは排出抑制とリサイクルに

関する目標値の設定で、まず考えないといけません。その次に目標値を達成させるための
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施策です。施策については、「どういう目的で実行していくのか」、「その期待する効果は

何なのか」ということです。それから「効果の検証」です。出来るだけ少ない投資でより

大きな効果が得られるものを選ばなければならないということになります。 

 これまでに進められてきた施策として、「１．生ごみ堆肥化装置の購入助成」「２．集団

回収に対する補助」「３．その他（市民のアイディア等）」の３つの検討を提案しています。

さらに、原案として市民・事業者にわかりやすく、リサイクル等の取組を実践するために

参考にできる計画書を作っていくのがよいとしています。議論の中で、色々なものが出て

くると思いますが、「こういったものがあるのでは？」ということがあればご意見をお願

いします。 

委 員：  家庭用ごみ処理機はとてもクリーンで、肥料に使え、リサイクルの面でも素敵だなと思

って前回会議の時に話したことがあります。今年度からコンポストへの補助がなくなった

のはなぜでしょうか。復活もあるのでしょうか。 

事務局：  市の内部で補助制度とその費用対効果について検証が行われ、ごみ堆肥化容器の補助制

度についても、指摘がされた状況です。そのため、過去にアンケート調査や利用稼働率の

調査などのごみ減量化の効果の検証をしてこなかったことを反省し、今後数年間で、集中

的に効果を検証することにしました。一般家庭で誰でも使えるものとして、電動生ごみ処

理機だけを対象として、調査をしています。効果を検証した上で、検討をしていくことに

なります。 

会 長：  目標達成のための施策として、検討対象が３つ挙げられていますが、ここの議論の中で

他のものもあれば挙げていくことでよろしいでしょうか。 

事務局：  ３つの施策は、今回検討していきたいということで入れています。他のいろんな事柄は

どんどん出していいただければと思います。 

会 長：  一人ずつご意見をお願いします。 

委 員：  ＲＤＦがごみ減量化等いろいろなことで良いとすごく強調されすぎているような気が

します。リサイクル何パーセントとか抑制を一番に出すような基本計画ができたらよいと

思います。 

委 員：  目標達成のための３つの施策は絶対必要なものだと思います。市民のアイディア等と示

しているように、一人一人が、どうして減量が必要なのかをどうやって知らせるかが一番

大きい問題であると思います。要するに、「ごみを出さない」、「必要でないものは使わな

い」が必要で、あまりにも贅沢が進みすぎているのが、今の生活環境であると思います。

あまりにも便利ばかり追求しすぎると、後は不便なことばかりが残ってくる、ということ

が世の流れだと思います。 

 ＲＤＦに対する管理やコストについて、教えてください。 

会 長：  コストの面については、今後、考えていく上で参考になるので、次回に、若しくは事前

に資料を用意していただきたい。 

委 員：  排出抑制について、平成 22 年度において既に目標達成しており、さらに、平成 27 年度

においても目標値を達成していますが、これ以下の数値にするということを今回検討する

のでしょうか。 

事務局：  数値目標をどのようにしたらいいのか、議論をしていただくようになると思います。 

委 員：  集団回収を行っている団体について、女性会や子供会、各学校などどのような団体が取
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り組んでいるか教えてください。 

事務局：  現在、子供会 68 団体、自治会町内会は 14 団体、老人会は４団体、女性会は７団体、福

祉団体が２団体、ＰＴＡが１団体、合計 96 団体が廿日市市の報奨金制度の中で登録され

ていますが、登録をせずに独自に行っている団体もあると思います。 

 廿日市地域のダストステーションに出てくる資源物と集団回収での資源回収量はほぼ

同等の量で、これらがもし全量廿日市市の処理施設に入ってくると、処理経費もかかるこ

とになります。住民の方が直接、資源回収業者にまわすことによって、すぐリサイクルで

きることになるので、そういう活動を支援・応援していきたいという気持ちです。 

委 員：  コストについて、市民に理解してもらうためにわかり易い内容でパンフレットやチラシ

を作成して学校等へ配布したら、みんなもっと頑張ろうという気になると思います。 

会 長：  以前の減量目標値を早期に達成した状況があり、どの区分のごみが減ったのかというこ

とは、情報を整理すればわかると思います。何をもって市民の人たちが出すごみ量が、こ

のように早期に目標を下回る状況だったのか把握すると、次のターゲットがわかりやすい

ので、そのあたりの情報を提示いただければと思います。 

委 員：  宮島では、事業ごみが非常に多いため、割り箸の削減など事業組合で取り組みはじめて

います。また、来年は「平清盛」の影響で、宮島のごみが増えてくると思われます。平成

27 年度に 13％減達成というのは非常に厳しいと個人的に思います。ごみの排出抑制につ

いて、事業者にできることがあれば、色々な事業組合があるのでお願いしたいと思ってい

ます。 

 広報誌は、半月ごとにだされていますが、その中で、現在の状況を市民に知らせていく

ことが必要であると思います。頑張っているのはどこだとか、市民に対して意識を高めて

いくということをやったらよいと思います。 

委 員：  「ごみの排出量は、目標値を達成している状況にあるけれども、リサイクル率は、目標

値を下回る。」というのがよくわかりません。どういうことがリサイクルなのかを詳しく

教えてください。 

 ごみ減量化が目標達成したというのは、ごみ袋を有料化したことが一番大きなことだっ

たと思いますが、こういう施策を市民に知らせていくことが一番大切なことだと思います。

リサイクル率の目標を達成するためには、そういう大きな対策が必要だと感じます。 

 プラスチック容器は、ごみ区分がいつも間違われてしまいます。間違ったものはＲＤＦ

にできるので、そのままでよいと思います。間違いやすいものは、燃やせるごみにしてお

くべきなのか、どうすることがごみ対策によいことなのか、という素朴な疑問があります。 

事務局：  ごみの総量は、減っています。リサイクル率は、全体のごみの中でリサイクルに回る割

合で、この率が上がっていません。 

 ごみ袋を有料化したとのこのですが、ごみ袋の指定は行いましたが、指定袋を購入した

代金は、市の収入になっていないので有料化ではありません。ただし、ごみ袋を指定する

ことによって、適正なごみの分別等により、排出抑制に効果があったと思われます。 

 資源物がごみの中に混ざっているけど、どうなるのかということですが、そうならない

ような方法論、たとえば可燃ごみとして出されている雑紙についてもリサイクルするとか、

包装容器のリサイクル法の対象ではないプラスチックもリサイクルするような方法を、分

別方法を含めて、議論が活発にされると面白いなと思います。金属が混ざっているものに
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ついては、施設において選別するなどの対応を行っていますが、排出する時から分別され

ることが適正であると思っています。 

委 員：  ごみの排出量が、平成22年度で当初計画を大幅に下回っていることの原因分析として、

景況感の問題があるので個人消費などの分析が必要だと思います。 

 スーパーのレジ袋は、単身者にとってごみ出しに重宝していました。これを利用しない

場合、ごみ袋を買うこととなり、同じことになりませんか。レジ袋の有料化によってごみ

排出量が大きく減ったのかなど、効果の検証が気になります。 

事務局：  排出量の減少に関する現状の中身の検証については、考える必要があると思います。 

 レジ袋有料化の効果としてレジ袋辞退率は、全体で平成 22 年度 86.3％、ＣＯ２削減で

言えば 8,090ｔほど削減されていると報告されています。レジ袋を廃止、中止することは、

化石燃料によるＣＯ２排出抑制にもなっており、ごみ量の削減にもなっていると思います。 

委 員：  スーパーではレジ袋を有料化して利益が出ていると思いますが、消費者は代替物として

購入している訳で、トータルでは変わらないと思います。 

事務局：  レジ袋をやめてマイバックを持っていっていることで減っています。 

委 員：  マイバックを買う人もいれば同じようなレジ袋を買っている人もいると思います。 

事務局：  レジ袋を買わないで、マイバックを持参していただきたいと思います。 

委 員：  レジ袋はごみを分別して出す時に、非常に重宝です。 

事務局：  ご意見として皆さんに議論していただきたいと思います。 

委 員：  大野町の商工会では、ボトルのキャップを集めることに協力しています。しかし、集め

たものを処理業者が収集に来る前に持って帰る者がおり、そうした行為を防止する方法と

して、広報やポスター等で啓発できないでしょうか。 

事務局：  資源ごみの抜き取りは、行政としても防止したいが、規制を直接的にすることは難しい

現状です。方法として、ダストステーション等資源回収する場所をみんなで管理する、夜

や前日に出さないなど、出し方を工夫する、場合によっては条例で規制している市町もあ

り、どういった方法がとれるのか皆さんと考えていけたらいいなと思います。 

委 員：  我々の地区では担当を置きながらやっていますが、ごみをどの程度まで分類できるか、

逆に、手がかかるということになれば量は増えて不法投棄の原因にもなることがあり対策

に困っています。 

 排出抑制の目標数値に対してどの分野で分析できるのかが大切だと思います。分別徹底

についても、きちっとしたものを作り上げていくことが必要であると思います。 

委 員：  一人一日平均排出量が 803ｇとのことだが、宮島は 893ｇだったと思います。宮島の数

値は、事業系は含んでいないのでしょうか。 

事務局：  含んでいます。 

委 員：  宮島では、これまで、家庭系の排出量は水分をいかに抑えるか、事業系は 100％のもの

が水分が含まれた状態で出されているので、燃焼における低カロリーに苦労しました。 

委 員：  広報等でごみ処理費用が 16 億円だとういうことを市民に啓発することで、市民の意識

も変わると思っています。数字で具体的に示したら、また随分意識が変わると思うので、

もし可能であれば、広報等を使って市民全域に意識を高めるような方法も一つの手である

と思います。 

委 員：  ペットボトルや廃プラは、なるべく廿日市地域のスーパー等へ出していますが、そのご

6 
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みは結局どこの範囲に入るのでしょうか。事業ごみとして持ち込まれると思いますが、市

において処理しているのでしょうか。 

事務局：  スーパーやコンビニ等に排出されたペットボトルなどは、ほとんどが、直接、資源物と

して資源回収業者へまわっていると思われます。 

委 員：  廿日市市の数値には入らないのでしょうか。 

事務局：  入りません。今後は把握していきたいと思います。 

会 長：  リサイクル率などの数値は、自治体で集めたもののみ反映されています。 

 

13 今後のスケジュール説明 

本審議会における今後のスケジュールについて、資料６に基づき説明し、了承を頂いた。 

14 閉会 


