
 

平成 24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 24年 7月 3日（火） 午後 1時 30分 ～ 午後 3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 

   正 木 文 雄 

蒲 田 正 之 

   中 津 洋 子 

   広 兼 正 義 

   壹 岐 博 子 

   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 

   川口主任  

塚本主事 

 

議事内容 

（１）生活排水処理に関する目標 

（２）生活排水処理に関する具体的施策 

（３）事業系ごみ処理に関する目標 

（４）ごみ処理に関する目標値達成のための具体的施策 

 

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   生活排水処理に関する目標 

資料２   生活排水処理に関する具体的施策 

資料３   事業系ごみ処理に関する目標 

資料４   ごみ処理に関する目標値達成のための具体的施策 

参考資料１ 生活排水処理形態別人口の将来見込み 

参考資料２ 燃やせるごみ等に関する事業者アンケート結果 

参考資料３ ごみ処理手数料有料化の導入状況と導入による効果事例 

参考資料４ 有料指定袋制導入による家庭系ごみ処理手数料の試算 

その他 第３回審議会 議事録（案） 

    

４ 質疑応答 

〔資料１、資料２に関する委員の意見〕 

会 長：  『資料１－１』では、平成 27 年度においては 88.3％となっています。『資料１－

４』では、平成 29 年度に 69.8％という数字で、既定計画の値まで至らない目標設

定としている事について、説明をお願いします。 

事務局：  下水道事業につきましては、平成 23 年度に事業計画の見直し等を行っておりま

す。現在の国の下水に対する補助金の付け方や市の予算の付け方、今後展開してい

く事業の進み具合などを勘案し、下水道部局で見直しをした結果、69.8％が平成 29

年度の目標値になります。 

会 長：  そのあたりは後で追加記載しておかないと、数字の面で見た時に、違和感がある

と思います。追記をお願いします。 

 下水道は整備に併せて下水道への接続行為を市民の方にしていただかないといけ

ない。単独処理の浄化槽については、合併処理に移行しないといけません。それを

進める為の方法が具体的な施策になると思います。 

 これらに関して、何か質問等はありませんでしょうか。 

委 員：  コミュニティプラントへの接続というのは、具体的にどれくらいの早い時期で接

続されるのですか。 

事務局：  コミュニティプラントとは、団地の浄化槽の事でよろしいでしょうか。 

 既に宮園と四季が丘等については平成 23 年に接続されており、これまでに峰高と

藤掛ハイツが接続しています。 

 今後、桃山団地、阿品台、ふじタウン、地御前野坂団地、自由が丘が、平成 27

年から平成 30 年くらいの間に接続するという計画になっています。 

会 長：  具体的なリストがある方が分かり易いので、それも資料提出お願いします。 

 その他、ありませんでしょうか。 

委 員：  下水道と浄化槽について、使い分けがよく分かりません。 

 地域に合った方を使っているとは思いますが、下水道のコストと浄化槽のコスト

はどう違うのですか。 

事務局：  下水道については、人口が集中している地域で単独の浄化槽で処理するよりも集
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めて処理した方が効率的であるという理由から、公共下水道が計画されて整備を進

めています。公共下水道の役割としては、市民の生活排水の処理に併せて、料金に

反映していない都市機能を守る為の雨水排水もできるというメリットがあります。

浄化槽は、下水道整備が当面されない地区等に設置しています。従来は単独浄化槽

のみでしたが、合併浄化槽ができ、平成 12 年に単独浄化槽が廃止になり、合併浄化

槽しかできなくなったという状況です。 

 浄化槽は個人設置で経費的には比較するのが難しいのですが、単独から合併へ変

えるときの補助制度があります。 

 農山村地域については、浄化槽の方にメリットがある意見がありますが、今は下

水道の計画があり、その計画区域以外については浄化槽を従来通りでやっていくと

いう状況です。 

委 員：  予算的にはかなり違うのでしょうが下水道に越したことは無いのでしょう。 

事務局：  下水道は、大きい管を設けて道路を開くなど一定の費用が掛かるのですが、非常に

長い期間使えるというメリットがあります。また、集中的に処理してそれを管理で

きますので、水質の向上には非常に効果があります。 

 浄化槽については一部市が補助しておりますが、個人が設置しており、設備費や

維持管理費等に関わる費用は個人負担ですので、現段階では市の負担があまり大き

くないという状況です。 

委 員：  合併浄化槽というのは、何所帯くらいに一つ作るのですか。 

事務局：  一つの家に対して一個の浄化槽です。 

委 員：  それは単独処理ではないのですか。何所帯かに一個の浄化槽を作るのが合併処理

槽ではないのですか。 

事務局：  先程より私の説明の中で「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」という分かり

にくい言い方の物が出て参ります。 

 「単独処理浄化槽」とは、大小便といった「し尿」を処理する浄化槽です。 

 手を洗った水や風呂の水、台所で使った水といった「生活雑排水」を一緒に処理

する物を「合併処理浄化槽」と表現しています。 

 先程申しました「団地浄化槽」というのは、合併処理浄化槽の大きい物と思って

ください。20 戸～30 戸程入るマンション等で下水道に接続されていない場合には、

基本的に一棟に対して一つの浄化槽が付いています。 

 宮園や四季が丘等の大きい団地でも、1,000 人～2,000 人に対して一つの大きい浄

化槽が付いています。 

委 員：  上下水道と浄化槽、ベストミックス等色々あると思うのですが、その決め方は、

廿日市市の財政を念頭に置いて毎年されているのか、市民の利便性を考えてされて

いるのか、どちらですか。 

事務局：  廿日市市が合併する前は市街地が広い部分を占めていましたので、下水道を中心

に進めていく考えで、その他の主な地域を合併浄化槽にする計画でした。財政的な

事による仕分けではありません。都市機能としての雨水排水等を充実させるという

考え方の中で、下水道を積極的に計画していった経緯があります。費用との比較に

ついての議論はしていると思いますが、費用だけの問題ではない部分もあります。 

会 長：  水質的な差異というのはどうですか。 
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事務局：  除去率は単独浄化槽 60％、合併浄化槽約 90％、下水道も 90％以上の除去率です。

窒素等も除去できます。さらに瀬戸内海の規制等に向け、窒素やリンの規制が下水

の方に掛かっております。どちらの方が良いという事も無く、基本的には同じよう

な機能で、その大きさや規模、設備において今のところ廿日市市では公共下水道の

能力が若干高いです。 

会 長：  恐らく市民にとっては同じような形態になると思いますが、目標水域の水質保全

という面では、初期レベルを高い所で維持できる下水道の方が有利だという事にな

ります。今後、下水道からエネルギーを取り出すという視点になると、ある程度の

規模がある方が良いと思います。そのあたりを含めて、全てを取り込むのではなく、

あまり時間や投資を掛けずにできる所から下水道に接続していくという発想である

と思います。 

 

〔資料３に関する委員の意見〕 

会 長：  今回の事業者アンケートの結果、かなりの企業が既に減量やリサイクル等の対策

を進めていました。中には対策を行っていない企業も確かにありますので、そこを

中心に対応していただく事を念頭に置き、25％という割合（『資料３－２』）を目標

とし、平成 27 年度と平成 32 年度に目標値を設定した（『資料３－４』）という事で

す。 

 ＲＤＦ関連についてどうするのかについても考えないといけません。ＲＤＦを含

めた現状のままの場合と、将来を考えてＲＤＦを含まない場合のパーセンテージ

（％）を併せて、最新の目標として出していく事になります。 

 事業系については、実際に事業者アンケートを実施して前回の値を変更しました。

アンケートを実施した 66 の事業者というのは、市内の代表的な企業ですか。 

事務局：  66 事業所は事業所の規模ではなく、ごみの排出量が多い事業者に送っています。 

委 員：  自家処理をされている企業というのは、どういった見方をされているのですか。 

事務局：  詳しくは分からないのですが、今回の 66 事業所は、基本的にエコセンターなどの

市の施設で処理されている業者です。アンケート内に「自ら処理」という項目もあ

りますので、恐らく産業廃棄物処理場で処理等、市に搬入している物以外も一部含

まれていると想定されます。 

会 長：  今回の目標というのは、あくまで市として処理をしている物が対象ですか。 

事務局：  市へ入って来ているごみの処理についての目標を設定しています。 

会 長：  『資料３－３』の組成として示されている物では「調理くず」「紙くず」「木材」

等が多いです。これを更に詳細に見て、例えばＯＡ紙以外が多い事業所で、対策を

しているかが分かると、今、一律で出ている事業者の割合としての 25％が変わって

くるかも知れないと思います。そこまでの詳細分析までには至っていないのでしょ

うか。 

事務局：  各企業の全体像をこの「アンケートによる組成」で表しておりまして、この 25％

というのも、おっしゃる通り各企業によって若干ずれは出てくると思います。それ

に応じた内容の整理までは、現段階ではできておりません。 

会 長：  それは、情報があれば設定ができるという事ですか。 

事務局：  各企業での目標値設定というのは、全体像として捉えていくというのが一つの指
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標で、個別の企業の排出抑制という事であれば、各企業の事業所から出てくるごみ

の組成状況に応じた対策が必要になると思います。それについては、そういう調査

を踏まえた対策が必要なのでそれをしていこうと思います。 

会 長：  個別の企業をみるとごみの組成と減量への取り組みとの関係性の事です。 

 ターゲットとしている物が「古紙・布類」「ＯＡ紙」「食品ごみ」で、それがいず

れも割合として 25％という設定になっています。これまでの取り組みの状況に応じ

て、場合によっては古紙・布類では 50％くらい設定できたり、或いはＯＡ紙の場合

は既にかなり減量しているので 25％というのは非現実的であったり、という事も考

えられます。そこまでの精査がされておらず、一律での割合設定ではありませんか。 

事務局：  『資料３－３』の「アンケートによる減量等の取組状況」の中で「なにもしてい

ない」の 22.5％を今の割合数の状況に応じて全部振り分けている訳ではありません。

おっしゃる通り、一律で出していますのであまり現実味が無いと思います。 

事務局：  補足ですが、お渡ししている『参考資料２』の『参考２－８』をご覧ください。 

 事業所へのアンケート結果をクロス集計していけば詳細を示せると思います。『参

考２－９』に少数意見として「ごみの減量やリサイクルについて市への要望等」を

載せています。「減量に関する手法等情報がほしい」「指標が不明のため、減量の増

減がわかりにくい」「リサイクルの方法や品目を教えてほしい」等、少数ではありま

すが、業者の中でも模索している状況があるようです。会長が申しましたように、

減量率の割合というのは、本当はそれぞれが違うのではないかと感じております。 

 25％という協力度にはしておりますが、それぞれの事業所によって大きく違って

くると思います。 

会 長：  そこは事務局と私の方でもう少し詰めて、後日お見せするという形でよろしいで

しょうか。より対応し易い目標設定に変えていこうと思います。 

『資料３』での数値目標を基本として、個別に若干修正をさせていただくという事

でよろしいでしょうか。 

委 員： はい。（反対意見なし） 

 

〔資料４ Ｐ１～８に関する委員の意見〕 

会 長：  施策として「①排出抑制の推進」「②再資源化の推進」「③適正処理の推進」の三

つの柱があり、「①排出抑制の推進」「②再資源化の推進」が今回の審議対象です。

その中でも重点的に取り組む施策として、ごみを有料化する事への提案です。これ

は、実際に皆様方に負担が掛かる内容ですが、いかがでしょうか。平成 25 年度に基

礎調査として市民意向調査が行われますが（『資料４－８』）、それをしたとしても、

導入するという方向になるのですか。 

事務局：  先程の説明の中で、近隣の広島市と大竹市が有料化の検討に入ったと申しました。 

 その中で本市がまだ有料化していない形というのは、バランス上少し問題がある

と思います。又、昨年からごみが少し増えているという実態があります。なぜ増え

ているのかは分からないのですが、今後さらに減量化を進めていく為にどういった

政策がとれるかという事になると、今回の基本計画の中である程度有料化の方向性

を示しておかないと、次は５年先になってしまいます。それを踏まえて、今回必要
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であると思います。 

 もう一つは、現在ごみ処理施設が３施設ありますが、３施設の統合を含めたごみ

の処理の全体量を把握する中で計画していかないといけない、ここに削減の方針を

一つ加える事が必要である中でスケジュールを組んでみたのですが、導入に向けて

検討した方が良いのではないかという事になっています。 

会 長：  広島県の市町の状況（『参考資料３』）として、半数近くが何らかの方法で一歩を

踏み出しております。他の地域についても、導入していくという話があるようです。

そういった状況から考えると、有料化については廿日市市としても行うべきだとい

う判断です。 

委 員：  現在、指定のごみ袋を店に受けていただいて売っているのですが、実際の収入源

として市の方にはお金が入るのでしょうか。もう一つ、指定袋導入時に不法投棄が

非常に多かったです。現在は電化製品を無料で引き取る業者があり、不法投棄が少

なくなりました。今まで色々な事がありましたので、そのあたりの収入源となる事

があるのでしょうか。 

事務局：  指定ごみ袋の件ですが、現在市内で頒布しておりますのは、あくまでも製袋業者

が作成した物を、市が認可して店で販売している袋です。１枚当たり１２円～１７

円だと思うのですが、これはすべて市場での流通の中でお金が動いておりますので、

市へのごみ処理手数料としては入っていりません。すべてごみ袋代と考えていただ

ければ良いです。 

委 員：  政策として、市からの指定袋としての収入源というのも考えるべきだと思います。

これからの検討になるとは思いますが、いかがですか。 

事務局：  指定袋の収入源を考えるべきであるという件ですが、表にもありました通り、指

定袋の規定にすると袋の代金が掛かります。それにごみ処理の費用等を上乗せして、

市が販売するという形になります。今度は民業に任せる訳にいかなくなりますので、

市が袋代とごみ処分手数料という形の整理をした上で収入源にさせていただこうと

思っています。又、不法投棄が若干増えたという事も以前ご報告いただきましたが、

テレビの地デジ化に際してもいくらか増えたという報告を受けております。こうい

った対策については、これからの収入源をどうしていくか、それを使うのが良いの

か、ある程度市民サイドへの分配や色々な政策を考える必要があると思います。そ

ういったご意見もありますが、まだ具体的な施策には至っておりません。 

委 員：  今までは、廿日市市のマークが入っていればレジ袋等も扱っていましたが、有料

化した時はどのような考えを持つべきですか 

事務局：  指定袋で有料化という事になると、レジ袋を対象とするのは難しくなると思いま

す。もっと違うアイデアが出ましたら検討致します。 

委 員：  日野市が有料化になって減量した例として載っていますが、『参考３－４』を見る

と、グラフの下に「事業系ごみは、処理費相当額の金額設定ではあるものの、有料

化導入後、増加する傾向にあり、減量効果はみられません。」とあります。家庭ごみ

のみを抑えたところで、総重量は減っていないのではないでしょうか。 

事務局： 事業系のごみはどうなるかについて、当然見直さないといけません。事業系ごみ有

料化について今のままの体系で良いのか、広島市の指定袋制のようにしていくのか

等の併せた検討がされると思います。 



6 

 日野市の表で見ますと、資源ごみが増えているという傾向があります。資源ごみ

については無料で取り扱っています。推測ですが、今まで分別されていなかった資

源ごみが分別されて増えてきた傾向があるのではないかと思います。資源ごみまで

有料化する方が良いのか、どのように扱っていくのかも併せた有料化の計画が必要

だと思います。 

  補足ですが、現在事業系ごみは 10kg 当たり 105 円と有料になっています。家庭

系のごみを有料化する事により、事業系ごみとのバランスの問題も出てくると思い

ますが、そのあたりも検討したいと考えております。 

会 長：  今回の一番のポイントは『資料４－７』の部分だと思いますが、今までもごみ処

理に関して、皆様方の税金を元に費用をご負担いただいておりました。税負担の違

いを除いた部分で見た時に、各世帯でごみの出し方が同じでは無いにも関わらず、

負担が一定であった事が問題でした。それをどのように負担するかという面で、今

回は、多く排出される方にはその分の負担をしていただくという考え方に変えよう

と思います。そうする事により、人々が減量をするようになるのではないでしょう

か。具体的な手段については、次年度の市民への意向調査での意見を踏まえつつ、

どう負担するのかを議論すべきです。今回『資料４－３』にありますように、今後

の取り組みをする為にコスト意識を持つ事が、そこに踏み込む為のきっかけになる

と思います。その点に関して、時期尚早だというご意見が無ければ、大筋としてこ

の方向で行こうと思いますが、いかがでしょうか。 

委 員：  ごみ処理にはお金が掛かるという事、ごみの処理に市の財政が逼迫させられるの

だというアピールが大切であると思います。そうしないと、有料化したお金が果た

してごみ処理だけに使われているのかという問題が起こるのではないでしょうか。 

会 長：  当然今回のように新しい制度に入る時には、どういう所に何を支出しているのか

について、より厳しい目で見る必要がありますので、それも全部含めて考えていく

という方法が良いと思います。ありがとうございました。 

 

〔資料４ Ｐ９～１５に関する委員の意見〕 

会 長：  確認ですが、最後の（６）（『資料４－１５』）で「３年間に限定」というのは、平

成 23 年度からのスタートのものを３年間するという事ですか。 

事務局：  平成 23 年～25 年の３年がモニタリング調査です。財政当局と話しながら行って

いきますが、平成 26 年度以降も引き続き進めていきたいという意味でございます。 

会 長：  電動生ごみ処理機は、平成 26 年度以降も導入していきたいという事ですか。 

事務局：  はい、そうです。 

会 長：  そうなりますと、投資額からの計算に基づいたコスト面でのメリットが、投資を

続けることにより反対に少なくなると思うのですが、どうでしょうか。 

 有料化の制度を決めるのが平成 27 年度までですので、そのあたりを目途にした方

が良いのではないでしょうか。 

事務局：  おっしゃる通り、補助制度というのは、その効果を検証しながら、計画の年度を

ある程度考えながらするというのが適切であると思います。 

 電動生ごみ処理機を継続するというのは、以前、市内部での事業評価での指摘を
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受け検証したという経緯があり、現在、コンポストについては補助金の交付を中止

しております。今後コンポストの効果についての検討が必要であると思います。そ

こを精査していきます。 

会 長：  そうなりますと、ここに書かれている内容を少し見直さないといけません。電動

と堆肥化容器では、コスト的にかなり違いがありますが、出てくる効果は同様です。

コストパフォーマンスの低い方をどうするのか、住まいの状況等を含めて検討しま

す。内容の見直しについて言うと、今回のモニタリングやアンケートで効果がある

事が分かりましたので、しばらくは続けるべきだと思います。但し、その後の継続

については効果を見極めて判断する事が必要です。 

 

〔資料４ Ｐ１６～２１に関する委員の意見〕 

会 長：  事業評価結果が最初の段階で、一番上に「リサイクルごみの相場が高い現状」と

ありますが、これは、市場に左右されているわけでないという判断もあります。又、

「環境教育の一環が目的であれば、少なくとも子供会以外は対象外とすべき」とあ

りますが、教育というのは生涯に渡ってするもので、子供だけが環境教育を受ける

訳ではありませんので、適切な指摘では無いと思います。実際にこちらの資料でも、

参加者が多く、しかも資源化の為のコスト的なメリットもあるので、続けていきた

いという判断であると思います。実際に教育面での効果を計るようなヒアリングは

していないのですか。 

事務局：  統計的には調べていませんが、意見の中では子供の環境教育になりごみの削減化

につながるといった意見は一部ではあります。 

会 長：  そのあたりは、私よりも実際に携われている皆様の方が感触をお持ちだと思いま

すが、それに関して何かありますか。 

委 員：  子供の教育についてですが、子供会がごみを集める日は、大人がきちんとごみを

出している気がしました。 

委 員：  佐伯の方などは、子供の数が減って子供会がほとんど無くなっている状態です。 

 「子供会」という言葉を出されると、それが無い地域の子供はどうなるのかと思

います。 

事務局：  実態として子供会が組織されていない所は、町内会が一緒にされたりしています。

特に大野地域等では、子供会と町内会が一緒に取り組む事によって、大人と子供の

コミュニティが生まれているような地域もあります。 

会 長：  広く効果があるものですので継続すべきだと私共も思います。 

 

〔資料４ Ｐ２２～３５に関する委員の意見〕 

委 員：  警告シールは、どのくらい貼られているのかデータはありますか。 

事務局：  収集運搬業者へシールを渡していますので、概ね分かるようになっています。ご

みが収集場所に残ると市民の皆様から連絡が入るので、そういった面からも把握し

います。 

委 員：  特にたくさん貼る地域というのはありますか。 

委 員：  あると思います。吉和地域の例では、別荘の近くのごみステーションが分別され

ていないという苦情をよく聞きます。日常住まわれていないということもあります

が、やはり地域によって違うと思います。 
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事務局：  その件は、確かに地元の方からご連絡をいただいております。市からも注意をし

ている状況ですが改善されません。 

委 員：  『資料４－28』の「廿日市市公衆衛生推進協議会との連携」と『資料４－33』の

「正しい分け方を推進するための広報・啓発資料作成」についてですが、ごみを出

す方法やごみ収集の日等の資料は、我々公衛協の予算で作成し、１年に２回、各所

帯に配っています。「連携」と書くのであれば、年間 100 万円の経費のうち事務局の

方で 30 万円くらい負担する等考えていただきたい。更にごみの出し方についても市

の方で書いた方が公衛協で書くのとでは、意味が違ってくると思います。 

事務局：  ごみカレンダーを公衛協が作っている件ですね。廿日市市が作る物は「どの地域

が何曜日に何を集めるか」しか記載していないのですが、大野地域の公衛協はカレ

ンダーを自費で特別に作られています。連携については、今後相談しながら行う事

になると思います。 

会 長：  それによって良い状況が生まれるのであれば参考にして、全市に広めていくのも

一つの方法だと思います。 

事務局：  ごみカレンダー作成について公衛協は大変な作業をされていると、私共も認識し

ております。 

委 員：  収集所に残されたごみがあると、実際何とかするように言われるのは公衛協です。 

会 長：  分別に関してそれぞれの地区での差がある事について、なかなか市では、言いに

くいのですが、ある程度皆様の方で熟度があれば、こういう事を見せていく時期も

来ると思います。他に何かありますか。 

委 員：  指定袋の件で質問です。大野町は商工会で指定ごみ袋の販売組織を作って売って

いるので、町内であればどこへ行っても価格は同じです。ところが最近は大手のス

ーパーで販売価格が違うものを売っています。製品は違うが廿日市市指定の判は押

してあります。そこに矛盾が生じるのではありませんか。販売価格をできるだけ統

一にしたいので、事務局もそこを考えていただかないと、価格の差がひどくなると

思います。 

事務局：  現在は自由競争として販売店ごとに価格が決まっているのですが、手数料を上乗

せして市が直接販売するとなると、当然統一価格になります。地域によって差が出

るという事は無くなります。 

会 長：  その他よろしいですか。 

 では、以上で今回の議事を終了させていただきます。 

 次回は、本日議論ができませんでした「適正処理」と「重点施策」の二つが議事

として出てくると思います。 

６ 今後のスケジュール説明 

次回の開催は、平成 24年 8月 23日に開催します。 

７ 閉会 


