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別紙標準様式（第７条関係） 

 

  

会   議   の   名   称 平成 30 年度第３回枚方市廃棄物減量等推進審議会 

開 催 日 時 平成 31 年３月 19 日（火） 
午前 10 時 00 分から 

午前 12 時 00 分まで 

開 催 場 所 枚方市市民会館３階 第３会議室 

出 席 者 

福岡  雅子   会長 

笠谷 昇    副会長 

稲森 郁子  委員 

大下 和徹  委員 

小笠原 明子 委員 

小野 克史  委員 

國中  伸也    委員 

高橋 裕太郎 委員 

竹安 庄平   委員 

田中  香世子  委員 

中島 道子  委員 

橋本 征二  委員 

前田 達也  委員 

松井 太   委員 

欠 席 者 

浅利 美鈴  委員 

谷本 雅洋  副会長 

藤下 秀次  委員 

案 件 名 

１．一般廃棄物（ごみ）処理基本計画における平成 30 年度の

取り組みについて 

２．平成 31 年度枚方市一般廃棄物（ごみ）処理実施計画

（案）について 

３．ごみ収集業務体制見直し実施計画の策定について 

４．その他 

提 出 さ れ た 資 料 等 の 

名 称 

資料１ 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画における主な施策 

の平成 30 年度の取組及び実績 

資料２ 平成 31 年度 枚方市一般廃棄物（ごみ）処理実施計 

画（案） 

資料３－１ ごみ収集業務体制見直し実施計画 

資料３－２ ごみ収集業務体制見直し実施計画【概要版】 

参考資料 灰溶融炉の停止（廃止）に向けた取り組みについて 

決 定 事 項 
・一般廃棄物（ごみ）処理基本計画における重点施策・事業に

ついて、平成 31 年２月末時点までの実績を確認し、事務局

会 議 録 
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より提案のあった３月までの予定と次年度の方向性について

了承した。 

会議の公開、非公開の別 

及び非公開の理由 
公開 

会議録の公表、非公表 

の別及び非公表の理由 
公表 

傍 聴 者 の 数 ０人 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
環境部 環境総務課 

審  議  内  容 

福岡会長： 定刻となりましたので、これより平成 30 年度第３回廃棄物減量等推進審議会

を始めさせていただきます。案件に入ります前に、事務局より報告があります

のでお願いします。 

事務局から委員の出席状況についてご報告をお願いします。 

事 務 局： 本審議会は 17 名の委員で構成されております。本日は 14 名の委員にご出席 

をいただいておりますので審議会の成立要件でございます過半数に達している 

ことをご報告させていただきます。 

福岡会長： 定足数に達しているということで議事を進めてまいります。 

本日の傍聴希望者はおられますか。 

事 務 局： 本日傍聴希望者はおられません。 

福岡会長： わかりました。それでは、このまま審議に入ります。まず、資料の確認を事

務局からお願いします。 

事 務 局： それでは、本日の配付資料の確認をさせていただきます。 

（資料確認） 

福岡会長： ありがとうございました。それでは、これらの資料について本日の会議を進

めて参ります。 

          

案件１．一般廃棄物（ごみ）処理基本計画における平成 30 年度の取り組みについて 

福岡会長： 案件１「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画における平成 30 年度の取り組みに 

ついて」、事務局の方から説明をお願いします。 

事 務 局： それでは、事務局より説明させていただきます。 

（資料１の１～４ページに基づき説明） 

福岡会長： 家庭系ごみの４Ｒの推進ということで、１ページ目で環境教育学習、２ペー 

ジ目で４Ｒ活動の推進、３ページ目で適正排出の推進、４ページ目で市民サー

ビスの向上について２月末までの取り組みと今後の予定をご報告いただきまし

た。 

それでは、まず１ページ目の説明に関しまして、委員の皆様からご質問、ご

意見等ございますか。 

では、私からよろしいですか。３月までの予定と次年度の方向性で述べられ
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ている穂谷川清掃工場の見学案内のホームページ更新についてですがこちら

は、３月中に実施するのか、次年度に実施するのかはどうなっていますか。 

事 務 局： ３月に更新する予定です。 

福岡会長： ありがとうございました。新年度からの見学案内ということなので、３月中 

にやっていただくのがいいですね。 

小笠原委員： すいません、ホームページでの周知についてですが、パソコン等の操作に慣

れていない方だと中々、目にすることがないと思うんです。より多くの方に知っ

てもらうには、簡潔な内容を示したチラシを自治会等で回覧してもらったり、公

共施設にポスター掲示するとより良いと思います。 

福岡会長： はい。ホームページでの周知も重要ですが、パソコン等を余り使わない方に     

も周知をというご意見いただきました。ホームページ以外の周知について、現

状はどうなっていますか。 

事 務 局： 現状、チラシ回覧やポスター掲示といったことは、予定しておりません。 

福岡会長： 自治会さんでまとまって見学されてもいいんですよ、みたいなお知らせとか                               

ですね、そんなのをしてもいいかもしれないですね。 

小野委員： 私もそう思います。やはり高齢化が進んでいる中で、ホームページを見ると

いう方はそんなに多くないと思います。ですから、一般市民にとって、もっと

わかりやすい周知方法を検討していただきたいです。色々な取り組みを行って

いるのに、それが市民に理解されていないと無駄になってしまいます。 

福岡会長： ありがとうございます。 

     周知の方法については、今後も検討いただくということでお願いします。 

稲森委員： 例えば、ごみ収集車の側面等に清掃工場見学の宣伝を掲示すると、周知効果     

があるのではないかと思います。 

福岡会長： ありがとうございました。一歩踏み込んだ、いいアイデアですね。 

ほかはどうでしょうか。 

１ページ目に関しましては、このぐらいで先に進ませていただきます。 

２ページ目に関しまして、いかがでしょうか。 

橋本委員： (3)の古紙のリサイクルの推進の一つ目なのですけども、「紙製容器包装」類

を加えていただくように連絡されたということとなっていますが、これは雑紙

という言葉じゃなくて、「紙製容器包装」ということでされたのは、何か理由

があるのですか。 

福岡会長： 容器包装に限ってされていて、例えば、チラシだとかダイレクトメールは対 

象となっていないのですか、というご指摘ですね。 

 事務局から、ご回答ありますでしょうか。 

事 務 局： 雑がみとしてトイレットペーパーや書類等、新聞紙・ダンボール・雑誌以 

外のものも行政分別回収を開始します。それに合わせて登録業者の方にも、案 

内を送付したということです。 

橋本委員： では、雑がみで案内文を送付されているということですか。 

事 務 局： はい。 
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福岡会長： 雑がみの中にはいろいろ含まれると、箱もあれば包装紙もあればダイレクト 

     メールもあれば封筒もあるということで、よろしいですかね。 

      ほか、いかがでしょうか。 

私から一つあるのですが、２ページ目の下のほうですね、「都市鉱山からつ

くる！みんなのメダルプロジェクト」について、回収期間は３月末までではな

かったでしょうか。 

事 務 局： そうですね。この３月までやっていますので、この３月までは、メダルプロ

ジェクトの周知も行いまして、４月以降については、従来やっていました小型

家電回収を実施します。 

福岡会長： ということは、この①で書かれているものは、今年度はメダルプロジェクト

の啓発を実施されるということですね。次年度以降は、小型家電回収という名

前で同じものを集めますが、ちょっとそのＰＲの仕方を変えるということにな

るのでしょうかね。 

委員の皆様、ほか、よろしいでしょうか。 

小笠原委員： すいません。壊れたデジタルカメラや携帯電話からも、データの引き出しが 

できると聞いたことがあるのですが、回収に出した小型家電からの個人情報漏 

洩について不安に思う方もいると思います。リサイクルの過程で、個人情報が 

流出することなく、消去されることを示すことで、市民の方も安心でき、使用

済小型家電の回収量も増加すると思います。 

事 務 局： 実際、市民の方からの問い合わせでも、そういった不安の声が多いです。 

回収した使用済小型家電の分解工程やデータが抜き出されることがないこと

を説明する掲示等を検討したいと思います。 

福岡会長： お願いします。ほかはいかがでしょうか。 

では、３ページ目に進みます。委員の皆様、いかがでしょうか。 

國中委員： すいません。(1)分別排出ルールの徹底の平成 30 年度の取組実績の①につい

てです。分別状況が悪いごみ置き場の利用者に対して戸別訪問によるポスティ

ング・啓発指導を 14,600 世帯に行ったとありますが、反応としてはどうでし

たか。 

事 務 局： 戸別訪問させていただいて、在宅されていた場合は、分別の実施状況の聞き

取りを行いました。聞き取りしたときの反応としましては、自分は適正に分別

しているのに、なぜ訪問されたのかと、不満に思われている方がほとんどでし

た。ただ、市としましては、どちらの方が分別状況の悪いごみを出されたかわ

かりませんので、全戸訪問を行い、啓発指導させていただいていますというこ

とを伝え、対応しています。 

福岡会長： この件については、ほかの方はいかがですか。 

      私もちょっと気になりますね。個別訪問・ポスティングで改善がみられない

場合は、何か別の方法、例えば、ごみ置き場に抜き打ちで朝、確認に行くと実

効性があるのではないでしょうか。個別訪問・ポティングだけでは効果がなけ

れば、何か手だてを打たないといけないと思います。効果としてどうでしょう
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か。 

事 務 局： 地域場所によって効果がある地域と、何回ポスティングを行ってもなかなか

効果が出ない地域もあります。効果が出ていない地域としましては、単身で住

まわれています集合住宅等については、なかなか効果が出ていない現状です。

そこにつきましては、こちらだけでは何もできませんので、この部屋を貸して

おられる方であったり、管理されている方と協力しながら、取り組みを行って

いく予定です。  

福岡会長： この個別訪問した世帯件数については、件数が多いことがいいことではなく 

て、市民のみなさんが適性に分別を行うことで、訪問や指導を行う地域がゼロ 

になることが良いことですよね。このことを目標とすると、個別訪問世帯件数 

が減るほうが望ましいことだと思いますので、方向性を見きわめて、取り組ん 

でいただきたいと思います。 

 ほか、いかがでしょうか。 

高橋委員： (1)分別排出ルールの徹底の平成 30 年度の取組実績の③についてです。スマ 

ートフォンアプリを使った分別等の廃棄物に関する情報の提供というのは良 

い取り組みだと思います。例えば、災害起こったときの連絡ツールとしての応 

用等も期待できると思います。今、3,000 件ということですが、ぜひ推奨し 

て、ダウンロード数を増やしていくことで、業務の効率化に活かしてほしいと 

思います。 

福岡会長： 重要な情報については、アプリをダウンロードしていない、あるいはできな 

い方にも、ぜひお知らせくださいという、メッセージを付けてもいいかもしれ 

ないですね。 

ほか、いかがでしょうか。 

では、４ページに進みます。４ページの内容は今後ますます重要になるの

で、引き続き検討していくということでいかがでしょうか。 

 ご意見がなければ、資料１の後半５，６ページのご説明に進みたいと思いま

す。では、事務局からお願いします。 

事 務 局： それでは、事務局より説明させていただきます。 

（資料１の５，６ページに基づき説明） 

福岡会長： ありがとうございました。 

この２ページ分ですが、まず５ページ目ですね、基本方向２、事業系ごみの４ 

Ｒの推進に関しまして、ご意見ありますでしょうか。 

國中委員： すいません、(2)紙類のリサイクルの推進の３月までの予定と次年度の方向性

③のリサイクル可能な紙類の紙置き場での回収を廃止するということは、台貫

の手前にある置き場がなくなるということですか。 

事 務 局： はい、そうです。事業系一般廃棄物を収集していただいている事業者にご協 

力をいただきまして、紙ごみ等、リサイクルできるものについては、事前に別

枠で焼却をせずにリサイクルに回すということで、回収ボックスを置かせてい

ただいていたのですけれども、ここ何カ月間、回収量がほぼゼロになっている 
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ので、一定、役割を終えたということで今回、廃止とさせていただきたいと思

います。 

福岡会長： それぞれの収集運搬される方がもう独自にルートを開拓されたということで 

すか。 

事 務 局： 基本的には、排出事業者の分別が十分に徹底されてきた結果・成果であると 

認識しております。 

福岡会長： 排出元からもう出されなくなった、ごみに出されなくなったからもう必要な

くなったということですね。 

事 務 局： そのように認識しております。 

福岡会長： ということで、これは一歩前進の結果だということですね。 

ほか、よろしいですか。 

大下委員： 前も伺ったことがあるかもしれませんが、立入指導についてですが、これは

抜き打ちですか。それとも、この日に行きますよとか、今から行きますよと

か、事前に連絡をしているものなのですか。 

事 務 局： 基本的には事前に連絡をとらせていただいております。 

大下委員： 立入指導に行かれた際に、分別方法等に実際問題があって、指導された事例 

はありますか。 

事 務 局： 実際には、我々が立ち入りをさせていただく時間帯といいますのが、どうし

ても９時から 17 時の間になります。立入先の事業所は操業前に、ごみの収集を

されていますので、もう既に収集が終わられている状況の中で、我々は立ち入

りさせていただきます。ですので、保管場所で、適正に分別できるような仕組

みが整っているかどうか、もしくは、事前に提出されている計画書のとおりに

実施されているかどうかを確認させていただいております。 

大下委員： はい、わかりました。ありがとうございます。 

福岡会長： よろしいでしょうか。こちらは排出状況が非常に悪いからじゃなくて、事業

活動が盛んだから、たくさんごみが出る事業所もあるんですよね。 

      いかがでしょうか、事業系ごみについては、示された方向性で取り組んでい

くということで、よろしいでしょうか。 

そうしましたら、６ページ目ですね、収集・処理体制ということと、それか 

ら基本方向４も合わせていきましょう。環境に配慮したまちづくりということ

で、質問・ご意見お願いします。 

國中委員： 基本方向３(1)ごみ処理の広域化の推進の平成 30 年度の取組実績①について

なのですけど、京都府知事の意見を踏まえた環境調査ということですが、簡単

にどんなご意見が京都から出ているか教えていただけますか。 

事 務 局： 京都府知事からの意見の概要分につきましては、大気汚染・水質汚濁等の公 

害防止に努める、また、収集で交通渋滞が起こらないように、交通状況も十分

踏まえて検討・調査するようにというご意見をいただいています。 

福岡会長： 現在の手続きが方法書ということで、事務局から説明のありましたように、

これから環境調査を行いますという段階でのご意見ということだと思いますの
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で、また、１年ほど経って、環境調査の結果がでますと、またいろいろ意見が

入るかもしれません。 

よろしいでしょうか。それでは、案件１を終わります。 

 

案件２．平成 31 年度枚方市一般廃棄物（ごみ）処理実施計画（案）について 

そうしましたら、次に案件２に進みます。ただいま案件１で次年度の方向性 

について委員の皆さんにいろいろご意見いただいていますので、それも踏まえ

て、事務局の説明をお願いしたいと思います。 

事 務 局： それでは、案件２、平成 31 年度枚方市一般廃棄物（ごみ）処理実施計画 

（案）について、事務局より説明させていただきます。 

（資料２に基づき説明） 

福岡会長： ありがとうございました。 

資料２の全般に関しまして、ご意見等ありますでしょうか。 

小笠原委員： ３ページの(2)リデュース・リユースの推進の取り組み②で、イベント時に、

持込ごみ・臨時ごみで原形を保持している物品を市民に提供するとありますが、

原型を保持しているということは、特別な方法で収集されているのですか。 

事 務 局： 基本的に、大型ごみについては、証紙を貼っていただきますので、適正に処

理ができるかどうかを審査することになります。審査の中で、リユースすること

が可能なもので、排出者の了承がとれましたら、原形のまま残すようにしていま

す。持ち込みごみの場合も同様に了承を得ています。 

小笠原委員： その持ち込みごみのことですが、持ち込みごみは手数料がかかるのですか。 

事 務 局： 基本的には、荒ごみで言いますと、市が収集する場合、６点まで無料です 

が、持って来られる分については、５点で 300 円の処理手数料が必要です。 

小笠原委員： 例えば、リユースが可能なごみについては、処理手数料はなくてもいいので

はないでしょうか。 

福岡会長： リサイクルショップ業の圧迫になる等の問題も考えられますので、すぐ結論

は出せないですね。参考意見として、またご検討いただければと思います。 

ほか、いかがですか。 

大下委員： 廃溶融炉の停止の話があったと思います。参考資料をつけていただいている 

ので、少し詳しくご説明いただければと思います。 

      現在、溶融灰の山本還元されているのですけども、これを止めることによっ

て多分なくなるだろうということと、あとは溶融しなくなりますので、スラグ

が出てこない、焼却灰の量もふえるだろうと。そういったところも含めまし

て、少し参考資料１つけていただいていますので、少し御説明をお願いしま

す。 

事 務 局： それでは、参考資料１をごらんください。 

 （参考資料１に基づき説明。） 

先ほどおっしゃられた、山本還元につきましても、処理方法が変更となりま

すので、今まで溶融飛灰を山本還元処理していたところを、今回、処理方法を
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変更することによって焼却灰として出てきますので、それにつきましては薬剤

の処理をして、大阪湾フェニックスで埋立て処分いうことになります。 

大下委員： ありがとうございます。細かいところは、また来年度詰めていくということ 

ですね。 

福岡会長： ほか、いかがですか。 

稲森委員： 灰溶融炉の停止、廃止することで、焼却灰として最終処分するごみの嵩が増

えることになるので、枚方市は、これまで以上に減量を進める方針に転換され

ていくのでしょうか。 

事 務 局： それにつきましても、焼却灰のセメント原料化ですとか、有効利用もありま 

すので、今後、検討を進めていきたいと考えております。 

福岡会長： さまざま議論があるところではありますが、今後、慎重かつ早急に検討して

いただきますようお願いします。 

      ほかに、よろしいでしょうか。資料に載っていないことでもけっこうです。 

小笠原委員： この前、たまたまテレビで見たのですけれど、香川県の三豊市が、ごみを焼

かないで処理する、トンネルコンポスト方式というごみ処理方式を導入してい

ました。これによって、生ごみが固形燃料原料として資源化されているそうで

す。 

      何かそういう他市で行われている、いい取り組みも参考に考えていけるとよ

り良いと思います。 

福岡会長： ありがとうございました。新しい取り組み、あちこちでされていると思いま 

すので、そういう情報は常に入れておいていただきたいと思います。 

例えば、今、注目されているマイクロプラスチック等への対応も研究いた 

だければと思います。 

      ほか、いかがでしょうか。 

前田委員： いわゆるごみ袋の有料化っていう問題。市民としては単純にお金がかかるの

で、反対だと思っていたのですが、ごみ減量に関しては、とても有効だと思い

ます。有料化が始まっている他市の主婦の方に話を聞いたことがあるんですけ

ど、その市はごみ袋有料が大、中、小となっていて、大は価格が高くて、中、

小となっていく程安い。ですので、紙は、資源ごみも持っていって、ペットボ

トル、トレイはスーパーに持っていってと、一主婦が完璧に減量化を行ってい

るみたいで、その話を聞くと、枚方市で導入しても同じように効果があるので

はと思います。 

福岡会長： はい。これも議論があるところですね。今後、情報収集等をしていただけた

らと思います。 

時間も大分経っていますので、お一人お一人にお聞きしたいところですが、 

控えさせていただきます。 

 

案件３．ごみ収集業務体制見直し実施計画の策定について 

福岡会長： そうしましたら、資料２に関しましては、この辺でよろしいでしょうか。 
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      続きまして、案件の３番目、「ごみ収集業務体制見直し実施計画の策定につ

いて」ということで、事務局、説明お願いします。 

事 務 局： それでは、事務局より説明させていただきます。 

     （資料３に基づいて説明。） 

福岡会長： ありがとうございます。これは、業務体制の委託化を今後、進めていかれる

という話でした。それと、収集品目を決め直すというようなことで、行政内部

でご検討されたということの資料であると思いますが、委員の皆様、ご意見あ

りますでしょうか。 

      業務体制の委託化は、すでに一部行われていて、それをもうちょっと拡大し

ようということですね。 

      よろしいでしょうか。この件は、こういうことであると認識して、来年度以

降、しっかり計画に基づいて実施されることを、審議会として適宜注目すると

いうところだと思います。 

大下委員： １点だけ教えてほしいのですが、この会場建物に入ってきたときに、チラシ

が張ってありまして、収集時間が２年置きに変更になるということでした。こ

のこととは関係ありますか。 

事 務 局： 収集時間帯の入れ替わりとは、関係していません。 

大下委員： わかりました。 

福岡会長： 収集時間帯の入れ替わりですが、いいシステムだと思います。午前午後が入

れかわるっていうのは、市民のみなさまにとって、すごく公平ですよね。 

では、この件はよろしいでしょうか。 

 

案件４．その他 

では、案件４のその他ですけれども、事務局から何かありますでしょうか。 

大倉部長： その他のところで、廃溶融炉の停止の話を予定していましたので、特にあり

ませんが、今回は、今年度の廃棄物減量等推進審議会の最後の回ですので、ご

挨拶申し上げたいと思います。 

     （挨拶） 

福岡会長： ありがとうございました。 

      実はですね、私も５期１０年ここでお世話になりまして、一応任期満了に 

なって、これで退任させていただくことになりました。まだまだ決まっていな 

いこととかもあると思いますので、続けてやっていただく委員の皆様には、ぜ 

ひともよろしくお願いいたします。どうも長いことありがとうございました。 

      あと、事務局から何か連絡とか。 

事 務 局： どうもありがとうございました。来年度の審議会につきましては、新体制と 

いうことで６月ごろに開催をさせていただく予定としておりますので、引き続

きご就任いただく方につきましては、よろしくお願いしたいと思います。 

      以上でございます。 

福岡会長： ほかに、委員の皆様から何か伝達事項ありますか。 
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田中委員： すいません。私も５期 10 年させてもらいまして、ありがとうございました。 

國中委員： ちょっとすいません。私ごとを。すいません。１期だけなんですけども、今 

期でちょっと退任ということで。新しくうちの組合のﾃﾞﾝさんという、専務理事 

ですけど、返り咲きますので、またよろしくお願いいたします。 

福岡会長： ということで、また新体制でよろしくお願いいたします。 

笠谷副会長： どうも。私、副会長として４年間、皆さんにはお世話になりました。どうも

ありがとうございました。 

福岡会長： ありがとうございしました。 

そうしましたら、これで本日の審議会を終了させていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

 

 


