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第 3 回豊能町廃棄物減量等推進審議会 議事録 

 

１．日 時 平成 28年 5月 27日（金）18：00～20：00 

２．場 所 豊能町役場 2階大会議室 

３．出席者  

   学 識 経 験 者  渡辺 信久  大阪工業大学工学部教授 

   学 識 経 験 者  高浪 龍平  大阪産業大学人間環境学部講師 

   ご み 減 量 化 推 進 員  石森 永子  ときわ台地区 

   ご み 減 量 化 推 進 員  磯部 知子  吉川地区 

   ご み 減 量 化 推 進 員  今村  清  光風台地区 

   ご み 減 量 化 推 進 員  塩山 和也  川尻地区 

   ご み 減 量 化 推 進 員  田中 容子  希望ヶ丘地区 

   自 治 会 長 会  向井  勝  豊能町自治会長会副会長 

   商 工 会  下中 宗雄  豊能町商工会会長 

   事 業 者  牛丸 裕章  コープこうべ コープ新光風台統括 

   豊 能 町 一 般 廃 棄 物  塩川 恒敏  新光風台自治会会長 

   再生資源集団回収団体 

   一般廃棄物処理業者  本田 豊治  豊能郡環境事業協同組合代表理事 

 

   事 務 局  南  正好  豊能町建設環境部長 

               森畠 正己  豊能町建設環境部環境課長 

               泊   進  豊能町建設環境部環境課課長補佐 

               石川 昌英  豊能町建設環境部環境課主査 

               平田  旬  豊能町建設環境部環境課主査 

               主原 竜也  豊能町建設環境部環境課主任 

 

               

４．配布資料 

 ・資料１ 第 2回豊能町廃棄物減量等推進審議会議事録 

・資料２ ごみ排出量の将来予測 

・資料３ ごみの減量・資源化に関するアンケート調査の結果報告 

・資料４ 「豊能町ごみ減量化計画（第２次）」の検証 

・資料５ 次期計画における施策の方向性について 

・資料６ 次期「豊能町ごみ処理基本計画」の考え方について 

・資料７ 次期「豊能町ごみ処理基本計画」全体構成 

 ＜その他参考資料＞ 
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・ごみの減量・資源化に関するアンケート調査の自由記述欄まとめ 

・施策の方向性に係る施策体系新旧対応表 

・環境特集号（平成 28年 4月発行） 

 

 ・塩川委員提供資料「廃棄物減量化に向けたアンケート（実態と意識）調査結果」 

 

５．次第 

（１）議案 

①第 2回豊能町廃棄物減量等推進審議会議事録 

②ごみ排出量の将来予測（第 2回審議会で配布した資料の修正版） 

③ごみの減量・資源化に関するアンケート調査結果報告 

④「豊能町ごみ減量化計画（第２次）」の検証と次期計画における施策の方向性につ

いて 

⑤次期「豊能町ごみ処理基本計画」の考え方について 

・次期「豊能町ごみ処理基本計画」の考え方 

・次期「豊能町ごみ処理基本計画」全体構成 

（２）その他 

  次回開催日について 

 

６．議事内容（発言要旨） 

（１）会長あいさつ 

皆様、こんにちは。今から審議会をはじめるが、今ちょうど世界中の偉い方が日本に集

まって、サミットをやっている。今から 10年ちょっと前、20年ぐらい前から、2000年の

前後、5年から±5年間ぐらいは、「資源循環」についてが、世界で中心に取り扱われた。

廃棄物、資源リサイクルをどう取り扱っていくのかが、国際的に最も平等で、しかも紛争

を起こさないか、そういったことで随分議論されましたが、今回は「エネルギー問題」と

「気候変動問題」というのが表になっている。ちょうど今日の午前中がそういう話になっ

ていて、「資源リサイクル」や「資源循環」については議題に挙がっていない。議題は、

それが元で国ごとの大きな取引をするような話であり、「資源循環」については一応のま

とまりが見られて、今は各国で国の実情に合わせてやりましょうという方向になってると

私は感じている。なので、一時期の狂乱状態は終わり、本来の生活を維持するための「廃

棄物処理」や「資源循環」について腰を据えて進めるという時期に入ってきてると思う。

かつて何もかもいろんな施策を一度にやって大騒ぎになったのが、ちょうど今から十数年

前であるけれども、もう少し持続可能な形で進めていきたいと思っている。すこし抽象的

な話であったが、よろしくお願いしたい。 

 

（２）事務局配布資料説明 
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（会長） 

本日は事務局からの資料の他に、塩川委員から提供いただいた新光風台自治会での廃

棄物減量化に向けたアンケート調査結果の資料があるので、確認いただきたい。 

 

（３）議案 

 ①第 2回豊能町廃棄物減量等推進審議会議事録について 

（事務局） 

議案①第 2回豊能町廃棄物減量等推進審議会議事録について説明。 

議事録につきましては、第 1回の審議会において、議事録の作り方については要点的

なものというご決定をいただいております。議事録の中の審議会委員皆様の名称につい

ては、会長、副会長以外は委員という表記をさせていただいております。特に、委員皆

さんの質疑部分につきましては、重要ということで、その項目については省くことなく

記録をさせていただいております。よろしくお願いいたします。 

（会長） 

議事録について、今の時点で何かご指摘いただくことがあるか。特にないようであれ

ば、今日話をしながら見ていただき、終わり頃にこれで確定でよろしいかとお尋ねする

形で進めたい。では、議事録については、半ば了承ということで、あとでもう一度確認

を取りたいと思う。今日が終わってからホームページ載せるので、よろしいというまで

は確定ではない。 

 

②ごみ排出量の将来予測（第 2回審議会で配布した資料の修正版）について 

（事務局） 

議案②について説明。 

（会長） 

私が前回申し上げたのは、ロジスティック曲線というのは、最終的な数値を最初から数

式に恣意的に入れているものであり、その数式をここで使うのは、そこに持っていくとい

う明確な意思があるのであればいいが、この先どうなっていくかの予測のために使うのは

適切ではないという指摘はさせてもらった。これについて何かご意見はないか。 

予測値は年月がたてばたつほど精度は悪くなっていくので、また見直すことは当然ある

かとも思うが、とりあえずはこの状態で考えていこうということで。 

 

③ごみの減量・資源化に関するアンケート調査結果報告について 

（事務局） 

議案③について説明。 

（委員） 

新光風台自治会での「廃棄物減量化に向けたアンケート（実態と意識）調査結果」に

ついて説明。 
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（会長） 

今、説明を聞きながら、町が取ったアンケートと新光風台自治会さんで取られたアンケー

トの結果は、そんなに大きく離れてないと感じている。例えば、町の方の調査結果の 3ペー

ジ目の「リターナブル瓶の商品を買っていますか」という設問で、「行っていない」が一

番多くなっているが、新光風台自治会の調査結果のドリンク剤の瓶が売れている、あれは

リターナブルでなく、こういったところに表れており、非常に似通った結果のように感じ

る。 

皆様からここは注目しておきたいとか、そういったご指摘があれば、ご発言をお願いし

たい。それから事務局側からの今後の施策の提案の話に持っていきたい。アンケート結果

を通じて何か意見はないか。 

（委員） 

自由解答欄に、電池の回収場所がないと書いてあったが、近くに電気屋さんがないのか。 

（委員） 

うちは電気屋であるが、電池の回収をしている。うちで買ってもらった分については、

持って来られたら、回収させていただいているが、持ってきてくださいということは言っ

ていない。 

（委員） 

地区的には、どちらになるのか。 

（委員） 

役場の前である。 

（委員） 

川西市の方には、電気屋があるのか。 

（委員） 

ときわ台の駅前に電気屋があるが、電池の回収をしているかはわからない。 

（委員） 

スーパーなどで電池は回収していないのか。 

（委員） 

コープではボタン電池の回収を行っていて、一定量集まったところで、回収業者さんに

ご連絡して引き取っていただいている。このぐらいの大きさの箱であるが、数カ月置いて

いても満タンにはならない。 

（委員） 

ありがとうございます。 

（委員） 

乾電池の排出先は多分わからない。コープさんなどでボタン電池は回収していただいて

いるが、具体的に乾電池をどこに捨てたらいいか。豊能町では店頭回収もされてないのが

実態である。 

（委員） 
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乾電池は、不燃ごみの日に、分けてビニールに入れて出して良かったのではないか。 

（委員） 

回収という意味では、ないというのが現状である。 

（委員） 

ボタン電池は有害なので、ボタン電池だけは有害ごみとして回収していて、乾電池は普

通に捨てて良いということなのか。 

（委員） 

蛍光灯と電池、回収されていても不燃ごみの中に入っているので、分けられていないの

ではないか。 

（委員） 

同じ日であるが分けて出している。 

（委員） 

分けては出しているけど、回収のトラックは同じである。 

（事務局） 

収集方法で言うと、不燃ごみの扱いで有害ごみということで蛍光灯、乾電池、水銀式の

体温計はそれぞれ分けて出していただくようにはしていますが、ただボタン電池について

は、乾電池と種類が違うということで、この収集には入れていません。なので、コープさ

んにしていただいていますように、店頭回収のほうでお願いしている状況になっています。 

（委員） 

それは豊能町だけか。4市町全部同じか。 

（事務局） 

1市 3町は同じ取り扱いになっています。 

（会長） 

電池は種類が多く難しい。ボタン電池といっても何種類もあり、3 ボルトのものと 1.5

ボルトは中身が違う。 

細かい話があったが、ほかに何か気のついたことがあれば、もう 1件ぐらいないか。 

そうしたら、施策説明のあとでも結構であり、アンケートにこうあったからというよう

な戻り方でも構わない。 

次の資料４について、アンケート調査の結果を見て、今後の方向性についてという説明

を事務局からのスタンスでお願いしたい。 

 

④「豊能町ごみ減量化計画（第２次）」の検証と次期計画における施策の方向性について 

（事務局） 

議案④にかかる資料４について説明。 

（会長） 

アンケート調査の結果を踏まえて、今までの施策の総括をこのような形で検証して先へ

進めていきたい。まず検証部分としてＡ、Ｂ、Ｃで評価し、「継続」もしくは「除外」と
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いうことで整理してもらった。新光風台自治会のアンケート結果も記憶に残っていると思

うので、それと比較しながら全体的な流れとしてご発言があればお願いしたい。 

（委員） 

評価の方にいく前に、5ページ目の「店頭回収の促進」のところで町内 4店舗となって

いるが、コープ、デイリー、オアシスと、あと 1店はどこか。なぜそれを聞くかというと、

西地区に 3軒あるが、東地区にはあるのかと思って。地域的なバランスがあるならば、違

うと思う。同じく、廃油についても 5店ということになっているが、どこでやっていただ

いているのか認識が合わないので教えていただきたい。 

（事務局） 

まず店頭回収については、東地区は希望ヶ丘にあるコープさんでされています。 

あと食用廃油の臨時回収にご協力いただいている店舗については、希望ヶ丘のコープさ

ん加えて、役場の前にあるスーパーだいやすさんのほうで協力をいただいています。 

（委員） 

希望ヶ丘のコープさんで店頭回収と廃油の回収をやっているのか。 

（委員） 

希望ヶ丘さんのコープは、うちのコープこうべではない。 

廃油の回収は常時でなく、町から臨時で回収に来られている。 

（委員） 

常時回収ではなく、キャンペーンとしてやるのを含めて 5店というか。 

店頭回収は常時やっているということで、その 4店はわかったけれども、廃油の 5店

は、だいやすさんとコープこうべさんが常時回収でやっているとすると、あとの 3店は

臨時の回収だけで、常時回収ではないということか。 

（事務局） 

再度お答えさせていただきます。7ページの一番下の段の「食用廃油の拠点回収の拡充」

の現状のところで、「食用廃油は役場や吉川支所前での拠点回収の他、特設臨時回収の回

収拠点として町内 5店舗の協力を得て実施している」ということで年 2回、各店舗さんに

お世話になっている現状でございます。 

（委員） 

ということは、常時回収はないということか。 

（事務局） 

店舗での常時回収はありません。常時回収は支所と本庁前の 2カ所です。 

（委員） 

わかった。 

（会長） 

この食用廃油は集めた後どうなるのか。 

（事務局） 

再生業者にお願いして、液体石けんを作っています。 
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（会長） 

それを行政がやられているのか。行政の評価はＡになっている。 

（事務局） 

はい。そうです。 

（委員） 

あと一点。行政評価のＡというのは・・・、多分私が行政職員だとしたらＡと書きたい

とは思うが、アンケート結果から見て、新光風台の調査でもそうであるけれども、広報に

ついて 4割の方が不十分である、できていません、と。先ほど言ったように何を出す時か

全然わからない、居住が変わったりして、2011年に配られた出し方についての冊子も家に

なくてすぐに探せないというのが今の住民である。そうすると住民側から考えると行政評

価というのはＢにならざるを得ないんだけれども・・・。そこのギャップをどう審議会と

して埋めればいいのかなと思う。Ａのままで進めて審議していった方がよいか。 

（会長） 

一部グレーなところがあるということですね。そういうことはどこでもある。自前でやっ

ている側からすると一生懸命やってると、だけどそれが伝わっていない、知られていない

ということで、横から見るとＢだよということは当然ある。それを一つ一つ叩いたところ

であんまり生産的じゃない。どうしても叩かないとだめなところはお受けするが、そうで

ないところは施策を決める時に、ここはやっぱり、というのがあったら、また戻りたいと

思うが、いかがか。ここで、これは我慢ならんというのがあれば。 

（副会長） 

行政評価でＡというのが、アンケート結果でＣであるなど、この落差が大きいほど、継

続するけど、仕方を変えていくなど、行政はもっと考えていくのではないか。ＢとＣより、

ＡとＣの方が落差が大きく、そう考えたら、行政の評価はＢよりＡの方がいいかもしれな

い。 

（会長） 

ああ、そういう意味でね。 

（副会長） 

ただ単に現状維持というのでなく、これは継続する必要が絶対あるとか、大事に思って

いる施策であるというように受け止めればよいのではないか。 

（会長） 

行政側の意思表示であると。 

（事務局） 

今、副会長にもおっしゃっていただきましたけれども、行政はちゃんとやっていると思っ

ていても、住民の方でまだなかなかだととられるのは、やはり何かやり方に工夫が足りな

いんだろうとは思っています。そこの工夫を今後十分に検討してやっていかないことには、

いつまでも住民の方には評価してもらえない。また実際、ごみの減量資源化にもつながら

ないというふうに思っています。おっしゃっていただいたようなことで、継続させていた
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だきたいと思いますが、工夫をさらに加えていきたいというふうなことも思っています。 

（委員） 

このＡとＢという評価の違いに格差があるのは、一般的にいって、アンケートの質問が

あまり適切でなかったということも考えられる。例えば、「布おむつやレンタル布おむつ

の利用促進」とあるが、おむつって誰が使うのか。一般的には、使っている方に対してど

うしているかという質問の仕方の方が良い。そうすると、使っている方の数は増えてくる

と思う。そういった意味で、このＡ、Ｂの評価の格差はちょっと考えた方がいいと思う。 

（副会長） 

アンケートを答える方にとってみたら、自分に全然関係ない項目もある。この布おむつ

など、該当しない、必要がないと思われる人は、どれかにチェックされているのか、それ

とも空欄になっているのか。 

（事務局） 

実際、布おむつ、レンタルおむつについての質問の回答は、基本的に「行っていない」

の中に集約されていると感じています。なぜかと言いますと、自由記述欄に「私はそんな

状況にない」「小さな子どもがいない」「介護する高齢者の方がいない」などの記述が多

いことを見ますと、そういうことなのかなと思っています。 

（事務局） 

少し補足しますと、先ほどの資料 3アンケート調査結果報告書の 5ページに「紙おむつ

やレンタルおむつの利用」がありますが、「無回答」が約 80 件で、他の項目では 1桁か

2 桁でも 10 ぐらいが多いので、ここのところは関係ない方は「無回答」とされた方が多

かったのではないかと考えています。 

（会長） 

このアンケートのちょっと大雑把な作りのところを回答者の常識でうまく助けてもらっ

たというようなところか。 

施策についてもう少しまとめたものを踏まえて一覧にしていただいたものが資料5であ

り、これをたたき台に進めていけたらと思う。資料の 5番のご説明をお願いしたい。 

 

（事務局） 

議案④にかかる資料５について説明。 

（会長） 

資料 5「次期計画における施策の方向性について」と資料「施策の方向性にかかわる施

策体系新旧対応表」の両方を見ながらご審議をいただきたい。 

（副会長） 

資料 5を見ると、リデュースのところに「ごみ収集の有料化」とあるが、住民にこんな

ことをしろと言って締めつけておいて、なおかつ金を取ろうということか。 

（会長） 

端的に言えばそのように見える。 



－9－ 

（委員） 

資料 5の表は非常に重要と思っている。「継続」とある部分についてであるが、私がとっ

たアンケート結果で「もっとここは強化すべき」となっている部分が「強化」でなく単な

る「継続」になっている。例えば、「生ごみの水切り」は住民もよく理解しているし、重

量を下げる部分ですごく効果が大きく、じゃあやり方がまずかったのか、ということであ

れば、強化しないといけないと思うのに、「強化」でなく「継続」になっている。反面、

先ほどあった「ごみ収集の有料化」は、ごみの量が減れば有料化しないということだった

はずなのに「強化」となっている。これはちぐはぐである。それから例えば、リデュース

のところで「ペーパーレス化の促進」が「継続」になっているが、OA化としてプロジェク

ターを活用しているといった事業者さんは見えてこない。どういうところを考えられてい

るのか。ペーパーレスでプロジェクターを使って講演をして、紙をなくすというのであれ

ば、今日の会議もプロジェクターを使ったら良いと思うが、そういうことが誰を対象にし

てるのかがわからない。それがちょっと全体バランスが違うように感じる。 

「強化」と「継続」のポイントについて、皆さんでちょっと審議した方が良さそうな感

じがする。 

（会長） 

そうですね。「エコクッキングの推進」は確か、行政の評価がＡで、住民の評価がＣで

はなかったか。町が躍起になって宣伝しているけれども、住民からは相手にされてないと

いうことか。 

（委員） 

それは逆で、住民はエコクッキングをやりたいと思っているけれども、積極的にやる内

容でもないと。住民はゆめほたるのエコクッキング教室に行って、勉強になったというこ

とはあるけれども、日頃の生活の中でエコクッキングの料理を作るのが主体ではなくて、

おいしい料理を作るのが住民なので、そこに考えのズレがある。だからエコクッキングは

ペケではなく、エコクッキングという最終目標のために、こうすると今まで使ってなかっ

た蔕（へた）が使えるよとかを通常の料理教室みたいなところでやるのであれば、継続で

もいいかと思う。ポイントが住民向けの言葉になってないから、という感じがする。 

確かに新光風台でのアンケート調査でも、エコクッキングというのは、ほとんど誰も◯

をつけていなかった。 

（会長） 

つけてなかった。 

（委員） 

そのエコクッキングという言葉で「継続」として、住民に訴えられても、「エコクッキ

ングって何？」という感覚しかない。そのギャップを解消しないといけないと思う。 

（会長） 

ごみ収集の有料化についてはどうか。 

（委員） 
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減量化の目標を達成できなければ有料化になりますよ、てちょっと脅かすみたいである。

啓発の仕方がまずあって、それでもやっぱり減らないから仕方なく有料化、順番としては

そうである。 

（副会長） 

ごみは絶対出るもので、ゼロにはならない。 

（委員） 

紙おむつについても、使ってらっしゃる方は仕方なく使っているわけで、減らせと言わ

れるのはかなり酷である。 

（委員） 

ごみ有料化に関しては、このごみ減量・資源化に関するアンケート調査結果を踏まえた

今後の方向性の部分では別枠にすべきだと思う。というのは、750ｇ/人・日を達成しなかっ

た場合には有料化を検討しなければならないという項目にして、750ｇ/人・日を達成する

ための継続審議というか、そのための評価や、強化する内容、削除する内容は上に書いて

あるという形に分けないと。この中に入れると、色々やれやれ言いながら、前提条件とし

てごみ有料化にがなっていると住民が感じるので、もう完全に分けるべきだと思う。 

（副会長） 

そうである。お金を払えばいいと、こういう状況になる。 

（会長） 

今、話があがったエコクッキングや生ごみの水切りについては、「継続」とするならば

もうちょっと何とかしろと。ホームページに載っけるだけじゃだめだろうという話。それ

から有料化については、750ｇ/人・日を達成できた場合、できなかった場合というふうに

表現すべきではないかというご提案である。ここでいきなり「強化」と書くことに対して、

賛成という意見はあまりない。新光風台の意向調査でも、ごみの有料化については 10％ぐ

らい声があがっている。 

（委員） 

この背景は面白く、ごみの有料化について言われている 10％の方は、どちらかという

と、「公平負担」よりも「意識を高める」という方が多い。なので、色々なことをやって

いるけれどできなかった場合には、ということで、それをちらつかせるのが非常に良い。

有意義ではあるが、それを賛成してやるべきとはなっていない。 

（会長） 

新光風台自治会のアンケート調査結果 6ページの下の円グラフで、㉑ごみ有料化で意識

の向上を図るべきと、㉒ごみ有料化で公平負担を推進すべきが、6.4％と 5.1％で、1割ぐ

らいの方はそういうことを考えておられるが、マジョリティ（多数派）ではないというこ

とである。 

（委員） 

これ全体に関するものなので、1 割ではなく、それぞれを 5％と見ないとだめで、足し

てしまうのはダメである。 
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（会長） 

足したらいけないのか、失礼した。 

（委員） 

両方答えている方もおられるので。 

（会長） 

複数回答である。 

（委員） 

意識的には、皆さんの 95％が反対していて、5％の方がそれぞれを賛成されているとい

うことである。 

（会長） 

95％があかんらしい。 

（委員） 

ごみ減量化をまだやれるとして、相当の方はやれることを必死に考えて、それでもいか

なかったら、というように見ないといけないのかなと思う。 

ペーパーレスはどんなイメージか。量り売りや使い捨て商品購入の部分を削除されたり

しているが、ペーパーレスは、昔 OA化になったときから訴えられているが、逆に OA化で

パソコンで資料を作成すると最後はやはり紙を印刷しないといけなくなり、紙が増える。

いまだにこれを言っているのであれば、こういう項目を逆に削除して、本当にやるべき内

容のものをやらないといけない。役所もそうである。議会とかいろいろな書類も全部紙に

してる。だから絶対できない。 

大学とかも、講義をするときはプロジェクターでして、資料は配らなくてもいいけど、

持っておかないといけないものは、結果的に紙に絶対焼くわけである。あまり大義名分を

大きく訴えても、仕方がないのかなと。私はペーパーレスなんか削除して、または「継続」

でも「小継続」のような表現にすればいいと思う。 

（会長） 

少し、今のご意見について、事務局もすべてこのとおりで受け入れてもらえると思って

書いてると私は思ってないが、やはり少しは修正するんだろうと思っているけれども、事

務局から何かあるか。今までのご指摘を受けて、ここは頑張りたい、もしくは見直してみ

たいという何かありましたらお願いします。 

（事務局） 

事務局から、今回まずアンケート取りまして、豊能町の住民さん、大変熱心に取り組ん

でいただいてて、大変協力的だというのが改めてわかりました。これは新光風台自治会の

調査でも、そうおっしゃっていましたけれども、町の調査結果でもまさしくそうで、この

アンケートに答えるなかで、大変参考になりましたとかのご意見を書いていただき、前向

きな意見をたくさんいただいて、我々もありがたかったと思っています。 

今後取り組むことですが、これにつきましては、前回審議会でも平成 26 年度のごみ質

調査結果と併せてちょっと発言させていただきましたが、やはりまず、現状としては「生
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ごみの水切り」、これについては新光風台さんも町も同じようなことが上位項目に挙がっ

ており、皆さん頑張っていただいています。ただ、実態として、まだ余地があるんだろう

と。町の啓発ではまだまだ工夫が足りないし、もっと住民さんのところへ出向いて、アク

ションを起こしていかないとだめなのかなと今思っています。あわせて、紙類の分類とか

そのあたり、まだまだ可燃ごみの中に資源ごみが混ざっていることも含めて、そこもやは

り、より工夫とかが必要だろうという思いでもおります。あとはリサイクル情報板につい

ても、こちらが期待しているようなところまでは、利用度や認知度がまだ図れてないのか

なということも思っております。 

少し補足させていただきますが、今回、資料 5 に示させていただいた施策の方向性は、

次期計画に盛り込んでいきたいということで、町として今考えている案を出させていただ

いています。これはもっと強化すべきではないかとか、これは強化じゃなくとか、この項

目は外すべきではないかという意見は当然ございますでしょう。そういうものについて、

本日ここでまとめていただくのではなく、今日、私どもが提案したこの案を持って帰って

いただいて、次回意見をまとめていただければ、次期計画にそのまま入れていくことがで

きると考えておりますので、そういう取り扱いにしていただければと考えます。 

また、ごみの有料化についてですけれども、過去の審議会でごみの有料化をすべきとい

う答申をいただいたという経緯もあり、今回、入れておりますけれども、こういう方向性

の施策として入れるのでなく、どこかに入れとくだけにしたらどうかという意見であると

思いましたので、どこかの段階で決論をいただけたらなというふうに思っております。よ

ろしくお願いします。 

（副会長） 

750ｇ/人・日にしようと思っていて、そこまでいかないから有料化にすると言ったのか、

それとも、削減量は全然関係なく有料化の話だけ走っていて、あとから 750ｇ/人・日がつ

いてきたのか、それがちょっとよくわからなくなった。一般住民はなかなか理解できない

と思う。一般的に、家庭で生ごみの水をちょっと絞るのに、地球環境とかそんなことを考

えて絞る人はだれもいないが、お金のために絞るという人は恐らくいると思う。なので、

どっちが先に出てきたのか、同時に出てきたのかと思う。例えば、750ｇ/人・日にするた

めにはこれだけの努力が要ります、なおかつそれで足らなければ有料化にすると、現状で

はもうやっていけないから有料化になったと。750ｇ/人・日はあとどのくらいで達成でき

るのか。極端に言えば、無料化を続けよう思ったら何ｇまで減らせばよいのか。 

（事務局） 

よろしいですか。750ｇ/人・日は過去からあったもので、ごみの減量が進まないという

ことで、ごみの排出量の減量と資源化の推進、ごみ排出量にかかる負担の公平化、それか

ら財政負担の軽減という三つの目標を達成するために有料化を導入していきましょうとい

うのが、前回の答申です。平成 15 年度からはじまった現ごみ処理基本計画でも、ごみ有

料化を検討しましょうということがございましたので、これを踏まえて、こういう答申を

いただいたということになっています。最初にごみ排出量の目標があったと。そこでその
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目標までいかないということがあって、ごみを出さないために経済的なインセンティブを

与えることで、有料化によりごみが減量化するのではないか、当時、そういう考え方が世

の中にあり、そのときに本来なら町として有料化すべきだったのだけれど、なかなか有料

化に至らず、現在もこの状況で続いてるということです。 

（副会長） 

ということは、750ｇ/人・日に減量するとか、有料化するとか、生活系ごみの 50％以上

資源化するとかは、みんな目標で、すべて達成しないとだめなものなのか。どれかを達成

すればあとは解消されるというものでもないのか。 

（事務局） 

先ほど委員からもありましたが、ある程度目標を達成するのであれば、有料化しなくて

も良いのと違いますか、そこのところはもっと先ではないんですかという話もあったと思

われ、そういうことも含めて今回、次期計画にどこまで載せるかということを議論してい

かなければと思っており、そういう答申をいただければ町としてはその答申を参考に次の

計画を作っていきたいと考えています。 

（副会長） 

有料化については議会も通って決まっているのか。もう変えられないことなのか。 

（委員） 

否決されたと聞いているが。 

（事務局） 

有料化につきましては、過去に可燃ごみと不燃ごみと粗大ごみの有料化を提案させてい

ただきましたが、まだ答申どおり粗大ごみからやりなさいということで、粗大ごみのみ有

料化させていただきました。去年、可燃ごみと不燃ごみについても提案させていただきま

したが、住民への説明が不十分ということで否決され、現在も有料化には至っていないと

いうことです。 

（委員） 

可燃ごみや不燃ごみは絶対に出るものであり、生活に不可欠であるが、これの費用を取

らんと町の財政がやっていかれないということか。そうではなく、ごみの量を減らすため

に有料化するということか。これ、有料化の目的というのがあると思う。実質、財政上、

今の収集作業はあまりにも金がかかりすぎる、これも仕方ない。生ごみは生活の基盤であ

る。なので、絞ることも大事で、いろんなことも大事であるが、ほかを有料化するのはま

だいいが、不燃ごみ、可燃ごみはもうメインである。それを有料化するというと、ある程

度は異議を唱える人も多いと思う。有料化をするとしても、ものすごく高くしたら減るだ

ろうけれど、安くしていたら出した方が楽ということになり、大きく増える可能性もある

と思う。その辺で単に有料化したらごみが減るというような感覚は難しいと思う。 

（委員） 

第 2次計画の最後の項目にあるように、各主体が積極的にごみの減量・資源化に取り組

んだにもかかわらず目標達成が非常に困難となった場合、ごみ減量及び分別排出を徹底す
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るための誘導策として家庭系ごみの有料化を導入し、ごみ処理原価に対応した事業系の処

理費用の徴収などの導入も考えられるというのが前の結論のはずである。したがって、ご

み有料化というのは、排出量を下げられなかった場合の最後の手段で、自治体も含めて有

料化されるのであれば、下げようと必死に皆さん努力するという結果として表れると思う。

検討項目として最後の手段やと思ったうえで、この審議会でも、どちらかというと、達成

のための最後の剣として振るのではなくてそっち側を重点に考えて、住民に今一度、その

排出削減をしてもらったうえで、別項目として達成できなかった場合には見直しタイミン

グで 5年後もう一回見直して、その審議をしましょうとかいうようにやるべきではないの

かなというのが私の提案である。 

（事務局） 

会長、すいません。今、委員のおっしゃったことは十分わかっており、それが今までの

計画でした。その計画を進行中の期間にごみの減量が図れないということで、やっていた

だいた審議会でごみ有料化の答申をいただいたという時系列があります。だから、前の計

画の時は有料化するという答申までいただいてなかった。計画を進めていって、何とか減

量化を図っていこうということになってたんですけれども、その計画が満了するまでの間

に既に有料化をしたらどうかという答申もいただいてる事実がありますので、答申がなかっ

たときには戻れないというのが、行政としてはあります。今回この計画で、その答申はあ

るけれども、やはり今一度減量化を進める施策をすべきではないかとか、そういうことで

まとめていただけるような。有料化の答申を全く無視できないという状況も一つ考えてい

ただけたらというふうに思っています。 

（会長） 

生活の基盤としてごみは出るわけで、日本ではかなり古く、明治時代から、生活から出

るごみについては市町村が責任を持って処理をしなさいという法律を国が決めて、しかも

それを 100年以上ずっと守っている。そういう法律があるので、ごみ処理にお金がかかる

から市民、国民に払えと言うことは許されない。今、有料化という言葉を皆さん使ってい

るが、名目上、ごみ減量の推進のために一部を有料化するという表現にして、多くの場合、

1軒当たり袋 1枚は配給状態で渡し、さらに袋を買う分は値段が高くなるとか、あるいは

紙おむつについてはやはりどうしても増えるし、それは今の生活では当たり前のものだか

らということで、別途、医療機関や保健所から配るとかいったことをしてるところも実際

ある。一方で日常生活とはかけ離れたすごい量のごみを一気に出すことについては、引っ

越しごみということで、有料で受け取るというのは昔からよくやっている。 

なので、そういう運用であれば、恐らく認めてもらえると私も思うので、短い言葉で有

料化と書くと反発を受けるが、節度を持った生活を支える義務は果たしながらも、日常の

ごみを上回る量のごみについては、何らかの経済的な措置も含むというくらいにした方が

良いかなと私は感じているが・・・。 

（委員） 

会長が言われたように、有料化のところで一番疑問があるのは、排出量が多い人はそれ
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なりの負担、というのは誰しも納得できるものであるが、今回アンケートを取っていた時

に面白かったというか、公平さとはなんやろうと思った。同じ 45ℓのごみ 1袋出すのはイ

コールで、それを超えた場合、可燃ごみだけは結構審議されているが、新聞を出される方

はどうするのか、ビールの缶を出される方はどうするのか、そこにも公平さというものの

審議が要るでしょうということで。ごみ有料化の中は、もっとやらねばならないことが多

い。私の理解ですみませんが、前回も全く反対ではなく、公平さ、紙おむつを出す方々に

対する有料措置であるとか、そういうものを含めたうえでの総合的政策が皆さんが理解で

きなかったから、否決されたというように理解している。別枠でちょっと考えるべきで、

会長がおっしゃるように一言で表すのはすごく問題がある。 

（会長） 

何か嫌である。 

（委員） 

理解が得られないなと思っている。 

（会長） 

ということで、慎重な取り扱いをこれから進めていただきたいと思う。 

資料 5及びこの新旧対応表については、事務局が、皆さんからのご意見をもとに今一度

見直して次回に提出してもらう。 

資料 6番、7番については、この基本計画の全体的な構成について目次案を作っており、

資料 6については、以前の経緯についても説明があるので併せてご説明いただく。また 1

つご相談したいこととして、特に田舎の方では、家が広く、ごみとして出しにくく何とな

く家にずっと置いているものが、だんだん溜まっているということが起こってきている。

それを今後どうするか、このまま放っておくのもどうかということで、これは単に廃棄物

行政というよりは、福祉とかそういうものと絡んだ話になるので、今回の基本計画に概念

的なものだけでも入れたらどうかなと思っており、それについてもご相談したいと思って

いる。その前に資料 6番、7番の説明をお願いしたい。 

（事務局） 

ありがとうございます。資料 6と 7の説明に入る前に、資料 5の取り扱いにつきまし

て、会長からまとめていただきましたように、次回の審議会までに皆様からの意見を事

務局のほうで吸い上げ、資料としてお出ししたいので、審議会前に意見をいただける形

で照会をかけさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 

⑤次期「豊能町ごみ処理基本計画」の考え方について 

（事務局） 

議案⑤にかかる資料６、資料７について説明。 

（会長） 

目次については定型があるので、それに合わせている。中身の目玉としては、減量目標

の 750ｇ/人・日と、生活系ごみ 50％以上の資源化目標という、ここはもうこの方向でい
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きたい、そういうことか。それで、施策等については、先ほど議論いただいたものを盛り

込んでいくということになる。全体を通じて、この資料 6と 7の基本的な考え方、それか

ら目次案について、何かご発言はないか。 

（委員） 

まだちょっと理解ができなくて。内容的には OKであるが、資源化目標の 50％について、

前計画では総排出量の 50％以上の減量・資源化を大きなテーマにしていて、下げてもいい

のかなと思いながらも、ちょっと理解ができないのは、資源化の中で、町が回収している

紙とかの中で、実態に合わないと思うのは、新光風台自治会もそうであるが、大半の方々

が、ペットボトルと容器プラスチック、食品トレイを店頭回収としている。それ以外の缶

とか紙類は集団回収に出しているので、町も把握できる数字だと思うが、容器包装プラス

チックだけは店頭回収が多い。店頭回収の数字は、町ではつかめていないと理解している。

そうすると、達成の 50％の分母が合ってないのではないかと、イメージが全くわかない。

それから、店頭回収していただいてるところで、町内で購入してる場合は良いが、東地区

の方々が茨木や箕面、猪名川町の店舗に買い物に行って、そこで店頭回収で廃棄されてい

ることもあるのではないか。そういう実態を考えると、何とかよりどころで結構なんです

が、何か調べられないか。そうでないと、ちょっと審議ができないと思う。 

（会長） 

今、委員がおっしゃったように、この基本的な考え方の 50％以上というのは、家庭系ご

みと集団回収と、あと拠点回収、お店での回収はすごい量で、これからも増えると思うが、

きれいな状態であればお店に持ってきてくださいというのはとても浸透してきた大事な話

であり、推測でも構わないが、入れないと多分辻褄が合わないと思う。できますか。 

（事務局） 

実は店舗さんにご協力いただいて、牛丸委員のコープさんもそうですが、26年度の分の

数字が出ますかと話をさせていただいたところ、一応店舗としての出し方のルールはある

ようですが、一定の数字をいただいております。 

（会長） 

そうであれば、この資料 6の文言は、生活系ごみとして家庭系ごみと集団回収と店頭

回収の３つを入れていただけないか。今まであまり考えなかったかもしれないが。 

ほか何かご注意いただくことはないか。 

 

⑥追加資料「今後のごみ処理において懸念すべき事項」について 

（会長） 

追加資料をご覧いただき、減量ということで過去 20 年ぐらいでだんだんごみを出しに

くい社会を作ってきたけれども、そうするとどうしたらいいかわからない、非常にまじめ

に取り組めば取り組むほどため込んでしまう、そういう状況がある。とくに家の大きな地

域だと、さらに問題が大きくなり、しかも家から出せないというが起こり、ごみに埋もれ

てしまう、そういう状態になっている。今後、深刻になっていくだろうと思う。それで、
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これを今回の審議会の答申、基本計画の中に、どのくらい入れるかということについてお

諮りしたいと思っている。まだ大したことない、杞憂であるというお言葉もあるかもしれ

ない、あるいは積極的に計画に入れたいという方もいらっしゃるかもしれないので、ご意

見いただきたい。 

（副会長） 

ごみというのは、その人によって考え方が異なると思う。これはごみだろうと言っても、

いやこれは必要なものだと言って、ため込んでしまう。大体、ため込むいうのはそういう

ことで、他人から見たらごみだと思うけど、本人は置いておいたら使えるという感じで、

たまってしまうのかなと思う。もったいないということもあり、フリーマーケットなどで

出すのも惜しいような気がしてたまってしまうというような状況やと思う。 

（会長） 

ごみに埋もれるという言葉は、やはり書くべきじゃなかった。失礼しました。 

（副会長） 

テレビでみるゴミ屋敷のように家にいっぱい置いているのとはまた違うけれども、一般

的に物は置いてしまっている。どうしてもね。 

（委員） 

どう表現したらいいかわからないが、アンケート結果としては出てこないが、個人的に

話すと、今までもらった食器が押入れにいっぱいあり、出す機会がないと言われる。もう

一つ、例えば庭にあるプランターとか、そういうものはプラスチックであり割れば出せる

のであるが、まだいいわ、もうちょっと後にしようとか、生ごみであれば決められた日が

あるということで、もうちょっと後の粗大ごみのときに出そうと。そうするとその機会が

どんどん失われる。そういう方は、高齢者で非常に多く、庭先に置いてあるのを見かける。

ぜひこれは大事なので入れるべきと思う。実態、意識として、アンケートで入れたらよかっ

たなと思ったりしている。 

（会長） 

これを有料で取るかどうかである。 

（副会長） 

もらい物は、良いものでも何々記念とか何とか字が書いてあったりすると、フリーマー

ケットとかに出せない。他人から見たらごみである。 

その人が亡くなったときに一緒にばーっと出すとか、そういうケースが多い。 

（委員） 

これは本人の問題で、不燃ごみをいかに減らすかがこの審議会のメインではないか。 

（会長） 

そうである。 

（委員） 

先ほどの新光風台自治会のアンケート調査のときに話をされていたが、アルミ缶とか金

属のスチール缶などの缶はくず屋が持っていったら、今は泥棒と言って怒られる。そうで
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あれば、高い人件費をかけずに、スクラップ屋さんと契約して、何日かに全部回収したら

良いと思うが、そんな方法は取れないのか。 

（会長） 

そういうことを考える方は他にもおられる。それは一般廃棄物で、産業廃棄物の業者さ

んは一般廃棄物処理の許可を持っていないので勝手に手出しできない。それで、特例とし

てできるように、国に全体で何とかならないかと言い出しているところがある。いわゆる

空き家ごみである。空き家ごみあるいは、遺品である。最近、リサイクルショップで、妙

に扇風機とか結構きれいなものがいっぱい置いているが、あれは、どうもそのようなとこ

ろから来ていると私は感じている。今のところそれは、かなり法律的にはグレーな部分で

ある。それはグレーのままで進めばいいのかもしれないが、ただ衛生的なことからすると、

何らかの措置はしておかないといけな気もする。 

（委員） 

缶の回収は、かなり手間がかかるので、役所が集めてリサイクルに出しても赤字に決まっ

ている。やり方が商売と違い、商売としている者にさせれば良いと思う。今アルミ缶は半

値になったみたいであるが、アルミ缶がそこそこの値段であれば、スチール缶は確かに安

いが、業者に収集を任せれば赤字にならないと思う。町ではそういうことを考えていない

と言われたら終わりであるが、リサイクルできるものはリサイクルして、契約してアルミ

缶やスチール缶を集める業者はあると思うので、そんな方法も考えて、ちょっとでもごみ

の処理費用を安くできる方法を考えなければならないと思う。 

（副会長） 

アルミ缶は値段が上下する。町であれば安いも高いも関係なく回収してくれるが、一般

業者がずっと引き受けてくれるかはどうかと思う。 

（委員） 

それは当たってみないとわからない。 

（副会長） 

それはそうである。 

（委員） 

当たって、もし安くなっても引き取るという業者あれば、盗まれたと警察に言うことよ

りも恰好がよいのでは。 

（副会長） 

盗んでもらったらいい。 

（委員） 

盗んでもらった方がいいくらいだけど、一時、缶を盗んでると話題になっていたが、そ

れなら、はじめからそういう業者に任せて、処理する際に少しでもお金がかからない方法

を考えたら、出てくる業者がいると思う。750ｇ/人・日より多い分に対してお金を取ると

言うのであれば、ある程度は減らせると思うが、お金をとればごみが減ると思うのはなか

なか難しい。 
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（副会長） 

缶を取っていく業者というのは、免許もなく、ある時だけ取っていってまたどこかで売

るのであろう。その売られる側が、そういうことしてくれたら問題ないが、そんな損する

ようなことは絶対しないから、免許を持ってない業者が取りに行く。町としてはそういう

不安定なところとは絶対取引できないでしょう。 

（委員） 

町にも大きなスクラップ屋があり、圧縮も全部やっている。 

（副会長） 

そういうところが集めたら赤字になると思う。ある時だけばーっと集めてくる人がいて、

それを安く買い取る、それはプラスになるけども、町として正式に依頼すれば、恐らく赤

字になる。 

（委員） 

やってくれる人がいれば経費節減になっていいかなと思ったぐらいである。 

（会長） 

それは制度上の壁もある。 

（委員） 

現状、我々コープでもやっているが、当然採算ベースには乗っかっていない。ただ、や

はり事業者として販売責任もあり、環境負荷をできるだけ抑える、また新たなものを作り

出すということでやっているが、現実には今言ったように、採算的にはちょっと厳しい。 

（委員） 

それを本職がしたら、どうかなと思う。 

（委員） 

それと、すごく感じたのは、福祉施設たんぽぽの家は、いくら稼がないといけないとい

うことがなく、予算の足しになるので、皆さんが持ち込んでも喜ばれるはずである。 

（副会長） 

それは逆である。持っていくと、ものすごい音でプレスするので、どこがそんなん持っ

てきたと言うたことになった。福祉でも、一時たんぽぽの家に持っていけば収入も上がる

ということでどんどん持っていったが、プレスする音がうるさいと近所からクレームがき

て、えらい怒られた。なので難しいと思う。もうすこし山の中とかにあれば良いのだろう

けれど、まあ、常時やられるとやかましいのだろう。 

（委員） 

たんぽぽの家も喜んではいない時もあるということなのか。苦情がきたり。 

（副会長） 

たんぽぽの家に持っていったところに、たんぽぽ自体はやりますと言ってやってくれる

が、あんたらが宣伝したから持ってきてうるさくなったと近所の人に怒られて、もう二度

と持っていかないでおこうとなったことがあった。 

（委員） 
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極端に言うと、アルミ缶を減らすということで、許されないけれど、町はアルミ缶は収

集しないので福祉施設に持っていってくださいと言えば、その分は減るのではないか。 

（副会長） 

福祉施設に持っていく人は、やはりそういう福祉的な気持ちを持っているから、全部き

れいに洗って、きれいな状態にして、水気のない状態にして持っていっている。 

（会長） 

それは美しい姿ですね。リサイクルの本来の姿である。 

（副会長） 

もともとたんぽぽの家に持っていこう言う人は心のきれいな人である。 

（会長） 

時間もそろそろ 2時間になるので、この件については今後の答申にどれぐらいのことを

含むかということで、私は最初ため込んでしまったものというところで話を出しましたが、

今あがった話としては、資源回収の効率性をもっと上げるべきであると。だから、役所ベー

スですべてをがさっとやるとお金もかかるので、そこを民業で、あるいはもっと人間の善

意で本来のリサイクルはどうであるべきかということについてもご発言があった。そうい

うことも、冒頭に申し上げたように、もう 20 年ぐらい前の非常に熱狂的な状態から、持

続可能な状態にこれからなっていくべきだと考えているので、非常にまっとうな今後の方

向性かと思われる。ということで次回、またこんなふうに進めていきたいと思うが、よろ

しいか。 

（事務局） 

会議録について、皆さん承認いただけますか。 

（会長） 

会議録は承認いただければＨＰに載せるということになるが、よろしいか。 

ではＯＫということで、よろしくお願いします。 

それでは、次回の開催日について事務局よりどうぞ。 

（事務局） 

次回の開催日ですが、8月の上旬で、場所は西地区の西公民館で、午後 6時からという

ことになります。 

それでは 8月 5日の金曜日、町立西公民館でお願いいたします。 

（会長） 

  それでは以上で終了する。 

 

以上 


