
平成 23 年度 第２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 12 月 1 日（木） 午前 9時 30 分 ～ 午前 11 時 30 分 

 

場 所  廿日市市役所 701 会議室 

 

出席者委員 

  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）第１回審議会議事録（案） 

（２）ごみ処理の現状と課題 

（３）生活排水処理の現状と課題 

（４）既定計画における目標値と課題 

（５）施策の進捗と課題 

 

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 第１回審議会議事録（案）の確認 

第 1回審議会議事録について確認をしていだだき、その後、要点を記した議事録について市のホー

ムページ等で公開することを説明し、承認していただいた。 

４ 資料の説明 

廿日市市のごみ処理及び生活排水処理の現状と課題等について説明を行った。 

（１）第１回審議会議事録（案） 

（２）ごみ処理の現状と課題 

（３）生活排水処理の現状と課題 

（４）既定計画における目標値と課題 

（５）施策の進捗と課題 

５ 質疑応答 

〔ごみ処理の現状と課題に関する委員の意見〕 

会 長： 資料 2-3 ページの「分別の協力度」という言葉の定義について、「協力度」というのは

量をベースに設定したものか、人をベースとして設定したものかどちらかですか？ 

事務局： 量をベースに割り出した協力度を表現しています。 

会 長： ごみ組成調査において、燃やせるごみ中にプラスチック容器、その他のプラスチック

製容器包装類が排出されている結果になっているが、実際にどのようなものですか？ 

事務局： 資料 2-1 ページに示している「その他プラスチック製容器包装」です。また、添付資

料の 2、2-7 に、合計の重さ及びパーセント、内訳等を示している。 

会 長： 添付資料 2-6 ページにある「燃やせるごみに排出されている分別不徹底物、資源化可

能物」を見たらよろしいですか？ 

事務局： そうです。 

委 員： どのように調べましたか？ 

事務局： 夏と秋の二回、住宅地、農村地域、市街地の 3 箇所のダスターステーションに出され

たものの一部を採取して中身を調査しました。 

会 長： 今後、分別の徹底をするのであれば、内訳を詳細な部分をさらに詰めていかないと分

からないということですね。分別の徹底について、どういうふうに判断しないといけな

いか議論をしていくと捉えてよろしいですか。 

事務局： 今現在やっている６種９分別において、燃やせるごみの中に資源化できるものも含ま

れますが、皆さんの御意見を頂きたい。住民負担を求めて資源化していくのがいいのか、

それとも、燃やしてエネルギーとして使う方がいいのかという議論もあると思います。

色々な御意見を頂く中で、我々も検討を進めていきたいと思っています。 

会 長： そうすると、今は RDF 処理をしているが、今後、燃料として使う場合と、資源として

回収し、再生する場合というのを比較していくということになりますか？そういった時

の評価因子としては、ターゲットとしている数値的な目標値や率を上げるということで

すか。もっと大きな意味で、例えば CO2 を減少化させるための手段として捉えるのか、

そのあたりも議論する予定ですか。それとも市としては、今回の内容だと、率を上げる

方向にウエイトがあるのか。そこはどうですか。 

 

事務局： CO2の削減等についてという議論になると、処理施設での処理の方法等によって変わっ

てくると思います。今のところで、CO2の削減を視野に入れながら、分別方法についての

検討をしていただければと思います。 
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委 員： コストを考える場合に、燃やせるものはみんな燃やした方がいいのか。それとも分別

してリサイクルして、回収してやった方がいいのか？焼却炉の問題も、焼却能力問題等

もあると思いますが。 

事務局： 今、プラスチックの包装容器類で燃やしているもの、また、包装容器として回収して

いるものも含めて燃料として使おうという動きも一部あります。例えば名古屋市では、

包装容器リサイクルに回さずに、独自でサーマルリサイクルとして燃料に使っています。

どちらがいいかというのは、非常に難しい議論になってくると思います。原則的には、

分別してさらにリサイクルごとに製品化できるものについては資源化していくのが相対

的なエネルギー消費のバランスからいうといいと思いますが、それを行うためのエネル

ギーが非常に掛かり、また費用が莫大に掛かかるなど市民に大きな負担が掛かるといっ

た問題を含んでいます。その辺のバランスは、廿日市市の地域特性に応じてやりかたを

検討していく必要性があると思います。 

会 長： 今のお話について、いくつかのシナリオを作ってみて検討するイメージを持つとよいと

思います。個別に行うより、ある程度代表的なシナリオを作ってみて、それをベースと

して議論する。あまり広くやりすぎるとイメージがつかめないので、３つぐらいシナリ

オを作ってみて、やっていく方がいいのかなと思います。 

事務局： そういった形をある程度示していかないとわかりにくいと思うので、そういった形を示

して、判断を頂くという形はとっていきたいと思います。 

会 長： 資料２－12 ページに、処理施設についての、供用開始からの図が示されている。グリ

ーンからイエローになっているが、これは全てこのような判断に？補足とかはないです

か？例えば一番上のエコセンターはつかいち（RDF 製造施設）について、15 年という一

つの区切りでここからイエローになっているけれども、設備的には、実際はどうなのか？

あるいは一番下の方で宮島の不燃物処理施設については現時点で、もうレッドゾーンに

なっているが、実情はどうなのか補足をお願いしたい。 

事務局： 以前は国等の補助の関係で、15 年程度で施設の計画を考えるというのが基本でした。

RDF 製造施設についても 15 年間という計画で進んでいます。RDF を延長するかは別の議

論として、最近の動きとしては、施設を延命化させて、20 年 30 年使っていく動きにな

っています。また、施設自身の耐久性があがり、技術が発達してきている。本市の可燃

ごみ処理施設の３つについて、それらを延命化させるのか、統合するのか、どうするの

かというのは今後の議論が必要になってきます。粗大ごみ処理施設では、エコセンター

と大野の２つの施設があります。これも更新するということになれば、集約するのか、

今のそれぞれの施設で稼働させた方がいいのか議論になります。また施設の長寿命化に

ついてはハードの部分に係わってくるので、これは設備の業者等の意見を聞いたり、施

設の状況をつかんだりすることになると思います。資源化施設については、エコセンタ

ーのリサイクルプラザがあります。機械設備については、まだ使える状況です。宮島の

不燃物処理施設については、せん断設備や圧縮プレスは現在稼働中であり、それらは長

い目でみて今後も使うことは可能だと思います。 

会 長： そうすると具体的に議論する際にそういった情報は、細かに見ながら考えていかない

といけないと捉えてよろしいでしょうか。 

事務局： そうです。 

会 長： 次のページの最終処分量と減量化量とあるが、最終処分量の中には、福山の方に行っ

て、RDF の焼却をした後のものを含めているのか、市で処理したものだけですか？ 

事務局： これは廿日市市だけで処理している量です。 
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会 長： つまり減量化量と最終処分量④と⑤を足すと元々の排出量になる。市として最終処分

しているのがこれだけの量であるということで、RDF 化しているものはそちらに任して

いる。入っていないということでよろしいですか？ 

事務局： そういうことです。 

委 員： 廿日市のごみ排出量が平成 22 年一人当たり一日 803ｇというデータであるが、これを

どのように評価するのかHPを調べてみました。相模原市人口71万人平成 22年度 572ｇ、

仙台市平成 22 年度 962ｇとばらつきがある。経済状況等を色々と考えるとこの数字とい

うのは、どう評価したらいいのだろうか。 

事務局： 廿日市市においては、事業系のごみの減少率が大きく、家庭系の減少率は事業系より

も若干弱い傾向です。広島県内では割といいレベルの数値だろうと思います。相模原市

の 572ｇのようにごみの減量化をしている市では有料化等の手法によるものが大きいと

思います。ただ自然に減少して分別するだけで、このレベルまでいくのは、非常に困難

だろうと思います。 

会 長： 今後ごみについては、コスト的なものを全体で考えていくという捉え方をしていくの

でよいと思います。 

  

〔生活排水処理の現状と課題に関する委員の意見〕 

会 長： 「公共下水道」と「集落排水処理施設」について簡単に説明をお願いします。 

事務局： 公共下水道は、廿日市、大野、佐伯、吉和、宮島それぞれの地区にあります。集落排

水のうち農業集落排水は佐伯の地域に整備しています。農村地域等一定地域をまとめて、

集合的に処理をするのが集落排水処理施設です。 

会 長： 設備的には、規模が違うが基本的には同じ様なものと捉えていいですね。 

事務局： 公共下水道については、一定の規模が、相当大きな規模になります。集落排水につい

ては、地域限定の目的を持った処理施設であり、規模は公共下水道より小さいです。 

合併処理浄化槽とは、し尿と生活排水を一緒に処理をする浄化槽です。単独浄化槽は、

し尿だけを処理する浄化槽であると捉えていただければいいと思います。 

委 員： 集落排水とコミュプラの性能は、下水道処理施設としての能力を持っているのか。 

事務局： 広島県とか公共が施設を設置した団地の処理施設がコミュニティプラントです。コミ

ュニティプラントのような団地浄化槽は、合併浄化槽の一種です。処理基準については、

それぞれの法や瀬戸内海の特別措置法などの法律に基づいた排水基準、規模によって一

定の水質基準が決められています。 

会 長： 今の質問に関連して、それぞれの排水基準が異なっている部分での問題は特にないと

捉えたらよろしいですか。 

事務局： 排水基準については、それぞれの法に基づいてやっているので、これについて議論す

る予定はありません。ただ、浄化槽は、単独浄化槽がまだまだ残っているので合併浄化

槽の推進を図っていくことが必要であると思います。公共下水道の進捗等とのバランス

を取りながら進めていく中で、市の検討資料を出していき、それに対する意見を出すよ

うな形になると思います。 

委 員： 浄化槽の管理の問題を一つお聞きしたい。私のところは、単独処理であるが、棟が多

いため、16人槽をつけています。毎年義務である法定検査が何を検査するのかわからな

いのに検査料が高い。3 ヶ月に１回の定期検査は、料金が安い。定期検査は、薬剤補充

などちゃんと見てくれるのに、法定検査は、書類のチェックと浄化槽をただ見るだけで

す。浄化槽の大きさによって検査の時間が変わる訳でもない。公益社団法人が検査する

ことにどういう利点があるのか、検査を受けなかったらどうなるのか。市役所でも書類

を把握していないのに、何のための法定検査なのか説明を聞きたい。 
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会 長： 料金については難しいですが、検査のあり方と個人や行政の負担の仕方については考

えることはあると思うがどうですか。 

事務局： 法定検査について、周知している経過をお話しします。法では浄化槽の規模に関係な

く、年に１回以上汚泥の抜き取り清掃をするように決まっています。また、法定検査も

するようになっています。３ヶ月に１回来る業者は、保守点検の業者で人槽に応じて数

ヶ月に 1 回検査をして薬剤を入れたり、洗ったり、調整したりしています。汚泥を抜き

取る清掃は、県で登録された市の許可業者がやっています。浄化槽法によると、法定検

査は「11 条検査」といい、個人のお宅では、設置者又は管理者が個人となり、個人が法

定検査をやるように義務付けられています。法定検査の実施率は非常に低く、廿日市市

では 17％ぐらいです。平成 20 年に法定検査の浄化槽等の事務について県から委譲を受

けて、市が推進することになりました。実施率が悪いと不適正な排出水が河川を通じて

海を汚し、瀬戸内海の広島湾海域の環境基準がなかなか達成されていない状況がありま

す。そのため、国の方で効率化した検査方法を取り入れ、広島県では、環境保全センタ

ーと浄化槽維持管理協会を指定し、検査体制を充実させているところです。今年度で約

40％くらいに受検率が上がってきていると思います。何のために検査をしているのかと

いうことがあると思いますが、保守点検業者が、本当に適正にやっているかどうかを審

査するのが法定検査です。整備保守点検も、清掃も、法定検査も全部自らの責任でやら

ないといけないが、個人ではできないものですから業者さんの方に頼んでいるというこ

とです。それを実施することによって、公共用水域の水が良くなってくるということで

す。法に基づいたやり方を推進していくのが現在のやり方であると思います。そういう

意味で以前と違う負担が出て来ていると思います。そのことで皆さんの想いがあるだろ

うという気がします。 

委 員： そのあたりは、どういうシステムで生活排水の処理をしているのかということと、そ

の掛かる経費をどのように見るのかということ。基本的には公共水域の水質保持のため

に必要な措置をいかにやっていくかということだと思います。個々のことと全体のこと

を合わせて考えていかないといけないと思います。 

 

〔既定計画における目標値と課題・施策の進捗と課題に関する委員の意見〕 

事務局： 社会状況の変化等があって、当初の目標値を見直していくということを示しています。

 

〔その他の意見〕 

委 員： 廿日市のエコセンターから福山の方に運んでいる RDF（固形化燃料）の売上というの

は、運賃とかを引いた残りになるのですか。 

事務局： RDF を廿日市から福山へ持っていく運搬料、処理・処分料、チッピングフィー等の処

理経費がかかっています。RDF を処理した後の残渣を処分する費用も福山で処分するた

め、埋立費用も必要であり、それらが合わせて中間処理の中に入っています。 

 

委 員： 全国で自治体だけではなく、民間業者も RDF など固形化燃料を有効活用ということで、

製紙会社やセメント会社へ燃料として買い取ってもらっています。今後、そういう方向

転換も考えられることはいいと思えますが。 

事務局： 民間で作られた熱量が非常に高い固形燃料とか、プラスチックの材料として使えるも

のが無料または、有料で買い取られる事例があるのは承知しています。ただ、福山のリ

サイクル発電は、事業計画上、売れるというのは、今の状況では難しい。もう一つはそ

れを、燃やして発電をしているのを売っていますので、それが減額、収入として減額に

なるということで、有効利用はされていることとなります。 

会 長： 再生可能なエネルギーによる発電の買取制度というのがあるが、それへの対応は福山
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リサイクル発電の場合はどのように？ 

事務局： 再生可能なエネルギーの全量買取制度は８月に可決されています。大きな事業所につ

いては全部買い取ることになっています。今は入札制度で毎年買い取り業者を決めてい

ます。電力会社の買い取り価格がある程度固まってきたので、これから個人向けの価格

についてはいくらというのが行われていくと思います。こういったリサイクル発電につ

いては、競争入札で一定の価格で競争させることができるようになっており、その方が

有利です。買取の価格変動があり、電力については需要が高くなっていますので、少し

高くなっても買ってくれるのではないかと推測をしている状況です。ただ価格について

は、買取制度が充実することにより少し上向きにきてくれると思っています。 

会 長： 契約の中では、福山以外でリサイクル発電をするということはないですか？ 

事務局： RDF 参画市町の最初の計画は、全量をもってリサイクル発電をする計画です。廿日市

市だけどこかへ売るとかというようなことができないです。 

委 員： 資料の５-４の各地域の取組状況のところで、ここで記載されていない佐伯地域でも佐

伯クリーンセンターで、毎年「リサイクル祭」というのを行っています。公衛協さんと

女性会とでやっている事業で、記入していただけると、佐伯地域での取組がわかっても

らえて嬉しいです。女性学級で地御前の公民館で廃油石鹸作りをしています。他にもい

ろいろな委員会で「Ｍｙ箸運動」「Ｍｙカップ運動」とやっているので書き加えていただ

けたら。 

委 員： 祭りのごみのダイエット作戦として公衛協のメニューに載っています。６年、７年ぐ

らい前からリサイクル祭りをやっています。施設の見学も行っています。 

事務局： 記載させていただきたいと思います。ただ、廃油石鹸については、非常に取扱上問題

があります。強アルカリを使ってやるため、地域でやられる分はともかく、公共として

は廃油石鹸については現在勧めておらず、御容赦いただきたいと思います。 

委 員： 廿日市市の RDF が、福山でどうなっているかというのを女性会、保健会で見学しまし

た。その時に出る鉄くずが、舗装とか、建設街路への利用度が高いそうです。そういっ

たものは廿日市からも福山に行っていますか。 

事務局： 福山リサイクル発電では溶融処理をしています。RDF を焼くと飛灰というのが出ます。

飛灰を最初焼いた時に、金属成分であるメタルが出てきます。他に灰がとけたものが出

てきて、それを冷たい水のプールに入れると瞬時に割れて小さい粒（スラグ）になる。

これは路盤材として再利用できます。スラグや金属成分であるメタルを売っていくには、

灰を溶かす溶融処理までをしないとできません。本市ではやっておりません。ただ、向

こうでは発電を含めてそこまでやってしまうということです。 

事務局： 100%リサイクルしないと埋立処分場がないというところでは、溶融処理までしないと

いけないところもあります。しかし、そのためには二酸化炭素の排出の問題や膨大なエ

ネルギーが必要になってきます。また、運転管理は非常に危険で、現在、溶融炉は少な

くなってきていることを聞いています。溶融処理をやる必要があるのかどうか、という

のは今後の処理施設のあり方やごみ処理の方針の中で検討していくことになると思いま

す。 

委 員： 石鹸について、廃油石鹸がかぶれるなどの報告があり、私の地区の公衛協としては、

中止をお願いしていますが、環境保健協会自体のほうは勧めています。ただし人に渡す

行為はしてはいけませんが、洗濯用の石鹸とするのは構わないということになっていま

すので、現在検討中です。廃油の問題は、ごみ処理や生活排水の問題にも含まれると思

います。 

委 員： 佐伯地域では、廃油石鹸にＥＭを入れた廃油石鹸がとても喜ばれています。 

 

〔まとめ〕 

会 長： 全体を振り返り、私たちが色々な部分で協力をしないといけないことがありました。

目標値の設定というのを如何にするか。まずこれがベースとして考えないといけないこ
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とだと思います。排出の抑制の目標値、資源化に対しての目標値というのを考える。そ

れから最終処分量、これらについて考えることが必要です。おそらくこの時に、地球温

暖化に関連したＣＯ２、温室効果ガスの排出、それから、大きなウェイトを占めていま

した費用、コスト面を眺めながらどのような目標を設定するのかといった議論をしてい

かなければならないということが共通認識としてできたと思います。 
これまでも資料５にあるような色々な取組が行われてきていますが、個別にそれらを

もう一度効果がどうだったかも踏まえ、見直しをかけていかないといけないことも共通

認識として出てきたと思います。 
施設の現状について、現有として持っている色々な施設についても寿命や機能の問題

等があって、考えていかなければいけない。そもそもどういうシステムを今後選択して

いくのかというのを踏まえないといけないことが見えてきたと思います。コスト面で他

市に比べると中間処理で非常に費用をかけてしまっている、それには RDF というのが

一つ影響しているのではないかということもわかったと思います。合併後の集約という

こともあり、全体として本計画をどうしていくのかを検討していくことになります。 
生活排水処理に関しては浄化槽の担っていることがかなり大きいということが本市の

特色だと思います。維持管理も踏まえて公共水域の水質保全をいかに進めていくのかと

いう点からどのような処理システムがいいかを、私たちは考えていかないといけないと

思います。 

 

 

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 


