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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１回枚方市廃棄物減量等推進審議会 

開 催 日 時 平成 30年８月 28日（火） 
午後４時 00分から 

午後６時 00分まで 

開 催 場 所 枚方市役所本庁別館４階 特別会議室 

出 席 者 

福岡  雅子   会長 

谷本 雅洋  副会長 

笠谷 昇    副会長 

大下 和徹  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 

藤下 秀次  委員 

前田 達也  委員 

松井 太   委員 

欠 席 者 

浅利 美鈴  委員 

小笠原 明子   委員 

田中 昭導  委員 

案 件 名 

報 告 

１．大阪府北部地震に係る災害廃棄物への対応状況について 

案 件 

１．枚方市生活排水処理基本計画に基づく取り組み実績及び 

平成 30年度枚方市一般廃棄物（生活排水）処理実施計画に 

ついて 

２．一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に基づく平成 29年度 

実績及び平成 30年度の取り組みの進捗について 

３．その他 

提 出 さ れ た 資 料 等 の 

名 称 

資料１ 大阪府北部地震に係る災害廃棄物への対応状況につ 

いて 

資料２ 平成 29年度までの枚方市生活排水処理の進捗につ 

いて 

資料３ 平成 30年度 枚方市一般廃棄物（生活排水）処理実 

施計画 

 会 議 録  
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資料４－１ ごみ処理量の実績値、目標値及び焼却ごみ量の 

推移等について 

資料４－２ 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画における主な 

施策の平成 29年度の実績 

資料４－３ 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 

参考資料１ 枚方市「食べのこサンデー」運動ロゴマークに 

ついて 

参考資料２ 災害廃棄物処理計画及び策定スケジュールにつ 

いて 

参考資料３ 東部清掃工場における灰溶融炉の検討について 

決 定 事 項 ・平成 29年度までの枚方市生活排水処理の進捗及び平成 30 

年度の取り組み実績及び今後の計画等を確認し、適宜検討を 

行いながら取り組みを進めていくものとした。 

・一般廃棄物（ごみ）処理基本計画における重点施策・事業 

の平成 29年度実績及び平成 30年度の取り組み内容を確認 

し、適宜検討を行いながら取り組みを進めていくものとし 

た。 

・枚方市「食べのこサンデー」運動ロゴマークの公募、当選 

結果を報告し、今後食品ロスの削減に向けた啓発手段として 

活用していくこととした。 

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、平成 30年度第１回廃棄物減量等推進審議会を始め 

させていただきます。審議に先立ちまして、事務局から報告がありますの 

で、お願いします。 

事 務 局： 本審議会の委員でございました枚方市工業会の環境委員長を務めておられ 

ます丸山幾代実様が、本年５月２２日付けで行われた役員の変更に伴い辞任

されましたので、後任委員として、枚方市工業会様よりご推薦をいただき、

高橋裕太郎委員にご就任いただくこととなりました。報告は以上でございま

す。 

福岡会長： よろしくお願いいたします。本日の出席状況についての報告をお願いしま 

す。 
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事 務 局： 本審議会につきましては、17名の委員で構成されております。ただいま 

13名の出席があり、会議成立要件の過半数に達しておりますので、本審議 

会が成立していることをご報告いたします。 

福岡会長： お聞きのように定数に達しております。本日の審議会、傍聴の希望者はお

られますでしょうか。 

事 務 局： 本日は傍聴希望の方はおられません。 

福岡会長： わかりました。では、これより審議に入ります。本日は、平成 30 年度の第

１回目ということですので、事務局のほうから一言ご挨拶をお願いしたいと

思います。 

大倉部長： （挨拶） 

福岡会長： ありがとうございました。そうしましたら、資料の確認を事務局の方でお

願いします。 

事 務 局： 資料の確認をさせていただきます。 

（資料確認） 

福岡会長： 次に、事務局の方から事務局職員の紹介をお願いします。 

事 務 局： お手元の事務局職員の名簿をご覧下さい。本年度の人事異動によりまし 

て、昨年度から一部職員が変更となってございます。本日は時間の都合上、

本名簿での紹介とさせていただきまして、個々の紹介は省略させていただき

たいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。なお、事務局につき

まして、本日欠席の職員もございますけれども、名簿のとおりでございます

ので、よろしくお願いいたします。事務局の紹介につきましては、以上でご

ざいます。 

福岡会長： ありがとうございました。今年度もよろしくお願いいたします。本日は

ワークプレイス改革、つまり働き方改革の一環として、次第にありますよう

に終了時刻を５時 45 分ということにさせていただいておりますので、委員の

皆様には会議進行にご協力いただきますようお願いいたします。 

報告１．大阪府北部地震に係る災害廃棄物への対応状況について 

福岡会長： 報告１「大阪府北部地震に係る災害廃棄物への対応状況について」、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に基づき説明） 

福岡会長： ありがとうございました。皆様のご近所は大丈夫でしたでしょうか。今の

事務局からの報告に関して、ご質問、ご意見などございますでしょうか。 

前田委員： 災害ごみについて、市役所へ相談の電話をしました。電話の対応が非常に

良かったです。それから、現地に持込んだところ、現場の職員の方々にお手

伝いいただき、とても対応が良かったと思います。ありがとうございます。 

福岡会長： ご経験談をありがとうございます。他にご意見などございますでしょう

か。 

橋本委員： 各種件数のところが、912 と 791 と 418 と記載されていますが、これはど
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のように見ればいいですか。912 というのが総数であれば、足して 912 にな

らないのは、重複しているものがあるか、受付をしながら収集済みではない

ものがあるということですか。 

事 務 局： ごみの受付件数の 912件は実際に電話等で収集依頼を受付した件数でござ 

います。そのうち、収集済み件数は受付したものを収集したものです。下段

にあります持込件数については工場で持込みを受付けたものとなっておりま

す。 

橋本委員： では、約 100 件は受付したけれども持ってこられなかったか、これからの

話ということですか。 

事 務 局： 収集済み件数に含まれていない部分については、８月中には全部を回収予 

     定です。 

橋本委員： ありがとうございます。 

福岡会長： 他によろしいですか。 

谷本副会長： 一般家庭のごみ受付件数について報告していただいたと思いますが、お店

などのごみというのはここには全然含まれていないのですか。 

事 務 局： 一般家庭からのごみだけとなります。 

福岡会長： お店にはどういう対応をされているのですか。 

谷本副会長： 飲食店からも結構ごみが出ていると思いますが、それは別扱いですよね。 

福岡会長： それが持込に一部入るのですか。お店から持ってこられるような場合があ 

ると思いますけども。 

事 務 局： お店からのごみにつきましては、事業活動をそのまま継続される場合があ 

りましたら、事業系ごみとしての処理でお願いしております。 

福岡会長： 例えば、割れ物とか、プラスチックとかですね。 

事 務 局： 補足させていただきますけれども、この災害廃棄物の処理に当たりまして 

は、環境省の担当職員の方も見に来られまして、対応状況を確認いただいて

おります。その中で、やはり事業活動に伴って出てくるものにつきまして

は、事業者の責任で適切に処理いただかないといけないというお話がありま

した。中身につきましても、産業廃棄物に該当するものにつきましては、産

業廃棄物として適正に処理していただき、一般廃棄物につきましても、事業

者の責任で適正に処理いただく。一般の自宅で営業されており事業活動に伴

う事業系ごみと家庭系ごみが混在し、分別できない状況のものにつきまして

は、回収もやむを得ないというようなお話がありましたけれども、基本的に

は事業者の責任で適切に処理いただきたいということで、今回は受付をせず

に事業者自身で処理いただきました。 

福岡会長： よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。災害ごみについては引

き続きリサイクルを中心として順次処理いただきたいと思いますので、また

後日最終的な状況をご報告いただけたらと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

案件１．枚方市生活排水処理基本計画に基づく取り組み実績及び平成 30 年度枚方市一
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般廃棄物（生活排水）処理実施計画について 

福岡会長： 案件１「枚方市生活排水処理基本計画に基づく取り組み実績及び平成 30 年

度枚方市一般廃棄物（生活排水）処理実施計画について」、事務局の方から

説明お願いします。 

事 務 局： それでは事務局からご説明いたします。 

（資料２、３に基づき説明） 

福岡会長： ありがとうございました。今の件に関しまして、どこからでも結構ですの

でご質問等がありましたらお願いします。まず、私からよろしいでしょう

か。ここのし尿処理に関しては、地震の影響で被害はなかったのでしょう

か。 

事 務 局： 基本的には大きな損傷などなく、平常どおりの業務ができました。ただ、

薬品タンクの接続部分が少し破損して漏れた部分がありましたが、応急復旧

で対応させていただきましたので、収集等への影響は特にございませんでし

た。 

福岡会長： それはし尿施設の話だと思うのですけれども、取りに行っているお宅とか

の被害はなかったのでしょうか。 

事 務 局： 収集世帯におきましても支障はございませんでした。 

福岡会長： 同じぐらいの量が恒常的に、地震のときにすごく減ったとか増えたとか、

そういうことはないですか。 

事 務 局： そういうことはございません。 

福岡会長： 避難所だと、どうしても仮設トイレになるため、し尿処理量が増えたりす

る場合があるのですけれども、そういうことがないことはわかりました。皆

様からは、いかがでしょうか。 

谷本副会長： 細かい話ですけれども、資料２の３ページの受け入れ量の推移の平成 29年 

度の値と、資料３の２ページの収集運搬計画の収集量の値について教えてい

ただければと思います。例えば、平成 29年度のし尿は 2,734 キロリットル受

け入れていて、30 年度は 2,308 キロリットル収集する計画になっているので

すけれど、この数値の大小関係というのはこういうことでいいのでしょう

か。浄化槽汚泥は、少し多めの許可量の計画になっているのですけれども。 

事 務 局： し尿については、30 年度の計画数値が 2,308、29 年度の実績が 2,734 で差

があるというのは、本来なら 29 年度の実績がもっと低くなっていればよ

かったのですけれども、実際は少し高い数値でしたので、当初の基本計画か

ら算出した 30 年度の数値と乖離があるというか、開きがあるということだ

と思います。浄化槽汚泥については、当初の削減目標の計算でいくと 30 年

度は 12,788 ですけれども、29 年度は、それを上回って減少している実態が

あるので、逆転現象が起こっていると思います。それについては、また確認

させていただきたいと思います。 

竹安委員： 浄化槽汚泥は、当初の計画よりも下水道への接続は進んでいないというこ 

とですか。 
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事 務 局： 実際は下水道整備が進んでいるということです。下水に繋がると浄化槽汚

泥がなくなり、下水に直接流れますので。 

福岡会長： このあたりを再度確認していただきますのと、来年度実施計画を検討する

ときは現状とあわせた予測をしていただきますようにお願いします。 

竹安委員： くみ取りが４年間ずっと数字が段階的に下がっていますけど、市としては

やはり予定を持っているのか、これ以上は下げられないのかというのは、そ

の辺はどうでしょうか。これだけ生活水準が進んできているのに、いつまで

たってもくみ取りでいくと、くみ取りの作業は悪臭が漂いますが、近隣住民

は納得されているのですか。 

福岡会長： ただ、どうしてもいろいろな理由で接続できないご家庭があるというよう 

な。 

竹安委員： それでは、せめて単独の浄化槽でも進めていくというのはどうでしょう

か。 

福岡会長： よくありますのは、「借家だからいじれない」という話は聞きますけれど

も。事務局の方いかがでしょうか。 

事 務 局： くみ取りから変えるということになると、下水の接続という形でお願いす

ることになります。また、単独浄化槽というのは現在、市では認めておりま

せん。浄化槽であれは、合併浄化槽になりますが、下水道区域ですと、下水

への接続をお願いすることになります。それに関しては、相手の住民さんの

いろんな事情がありますので、市単独での取り組みだけでは対応できないも

のがあります。啓発等で下水への接続を促して、接続いただいているのが実

態でございます。 

福岡会長： それも含めて、資料２の２ページの下段に解消のための主な取り組みを示

していただいています。 

竹安委員： １ページ目の３河川のＢＯＤの関係で、船橋川が他の２河川に比べて結構

まだ数値が高いというのは、このあたりで生活されている人の下水が下水道

へ流すのではなく、そのまま河川に流すというような関係があるのですか。 

事 務 局： ＢＯＤの環境基準が３というのは厳しいので、現状は、かなり低い状態と

いうふうには思っております。上の表を見ていただくと、かなり低いところ

でずっと推移しているというところです。この 0.7 程度の差が下水の接続と

未接続によるものかという因果関係までは判断しきれないというところで

す。 

福岡会長： よろしいでしょうか。そうしましたら、これで生活排水に関しての検討を 

終わりたいと思います。では、生活排水関連の方は退出をお願いします。 

案件２．一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に基づく平成 29年度実績及び平成 30年度の 

取り組みの進捗について 

福岡会長： 引き続きまして案件２「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に基づく平成 2 

9年度実績及び平成 30年度の取り組みの進捗について」、事務局の方から説 

明をお願いします。 
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事 務 局： それでは事務局からご説明いたします。 

（資料４－１に基づき説明） 

福岡会長： 一旦、これについて確認していきたいと思います。ご質問とか、ご意見と 

かありましたら、お願いします。まず、資源化率、ごみの焼却量が達成でき 

ていないと１ページ目の最初でありましたが、これに関しては約 500ｔ達成   

できていないということですが、平成 28年度と比較するとより達成できたと 

いうことになるのですか。 

事 務 局： はい。 

福岡会長： 集団回収量について３ページ目の一番左下に数字が載っていますけれど 

も、新聞紙が 700ｔぐらい減っていますね。原因は新聞の購読者数が減少し

たということでしょうか。雑誌等も少し減少していますね。資料の見方がわ

からないなど、疑問がありましたらお願いします。 

橋本委員： 聞き逃したのかもしれませんが、３ページ目のところの資源化の①は何で 

したか。 

事 務 局： 溶融スラグや溶融飛灰の再資源化です。 

國中委員： すみません、１ページ目の（２）の最終処分量というのと、一番右のごみ 

焼却量があると思うのですけれども、これはどういう意味ですか。 

福岡会長： 最終処分量は埋め立てた量です。焼却量は達成していないけれども、ごみ

処理施設で焼いて量を減らしたというようなことでしょうか。最終処分には

燃やした灰だけではなくて、破砕してそのまま埋め立てるというのがありま

すよね。３ページ目の図でいえば、粗大ごみ処理施設から埋め立てされてい

るとかですね。ここでリサイクルをすれば、最終処分量は減少していくのか

もしれないですね。 

國中委員： ごみの排出量が目標よりも下がったけれども、ごみ焼却量は増えたという 

ことですか。 

福岡会長： そうですね。１ページ目の上の方の表で 28 年と 29 年のごみの焼却量を見

ていただきますと減っているのだけれども、目標値に対して少し達成できて

いないということが分かりますね。 

國中委員： 目標設定の根拠は何ですか。 

福岡会長： 現計画を作成したときに、平成 37年の最終目標があってということです 

ね。ごみ焼却量はしばらく横ばいでしたのが、平成 29 年度は事業者の皆さん

がごみについて、今まで以上に考えていただいたということなのか、新聞な

どが減ったかで大きく減少していますね。他に何かありますか。 

谷本副会長： 資源化率が「％」で焼却量が「ｔ」になるから、よくわからないからかも 

しれないです。ごみ焼却量は資源化率の「×」と関連性はあるのですか。 

福岡会長： それはないと思います。 

谷本副会長： ないのですか。これが予想より資源化できなかった分、焼却量が増えてい 

るということではないのですか。 

福岡会長： これは全部目標値に対してのものでありますので。 
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谷本副会長： 目標の設定のときにそう考えていたけれども、結果的に資源化できてない 

という認識でよいのでしょうか。 

福岡会長： 新聞紙や雑誌の排出量が減少したので、資源化率が減っているということ 

だと思います。ごみ焼却量が減ったのも、それらの紙類をごみとして出す人

が減ったからかもしれないですよね。 

事 務 局： 会長からお話のあった新聞の購読量についてですけれども、日本新聞協会 

のデータによりますと平成 20年度で 67,207千部の発行部数であったのが、 

平成 29年度は 51,829千部となり年々減少している状況です。同じく今年度 

につきましても、減少していくと予測しています。 

福岡会長： 新聞紙などをリサイクルせずにごみに出している人ですら、今後新聞紙な

どを読まなくなることによって、ごみとして出てこなくなるかもしれないで

すね。 

事 務 局： 28 年度から 29 年度にかけてのごみの焼却量が大きく減少しております。

この内訳について、細かい数値までは申し上げませんが、多くは事業系の一般

廃棄物の減量に伴うものでございまして、例年ずっと増加傾向でありました事

業系ごみにつきまして、本市の許可業者の皆さんの協力を得て、排出事業者に

対してリサイクルの推進や適正な分別を指導させていただいた結果、29 年度

については大幅な減少に至ったと考えております。30 年度につきましても、

引き続き、そのような啓発指導を実施させていただいた上で、家庭系のごみも

含めまして目標達成に向けて取り組んでいきたいと考えております。 

福岡会長： 事業系ごみの方で取り組みを頑張っていただいたということですね。 

前田委員： 昨年の審議会にて「とても平成 28 年度までの横ばいの線が下がるわけな

い」という指摘をさせていただきましたが、大変失礼しました。目標値に対

しては確かに若干の誤差があるけれども、これほどまでに下降線になるとは

思っていなかったです。お疲れ様でございます。 

福岡会長： ありがとうございます。適切に質問していただいたから頑張られたのかも 

しれないですから、よかったなと思います。そうしましたら、この件はこの 

くらいにさせていただきまして、引き続き事務局より資料４－２の説明をお 

願いしたいと思います。 

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４－２に基づき説明） 

福岡会長： ありがとうございました。この資料については、前年度３月に開催した審

議会で報告していただいた時点までの取り組みからの変更点を説明していた

だいたということです。ただ、初めてご覧になる委員もいらっしゃるかと思

いますので、何か質問などありましたらお願いします。本年度の取り組みに

ついては、この後資料４－３で報告いただいて、また意見を述べるというこ

ととなります。 

      この件は、これでよろしいですか。先に資料４－３をお聞きして、必要に

応じ、改めて確認したいと思います。 
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      そうしましたら、次の資料４－３の平成 30 年度の取り組みについてです

が、昨年度の最後に内容を決定したものですけれども、その取り組み実績、

今後の予定を説明していただきたいと思います。それでは事務局お願いしま

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４－３、参考資料１に基づき説明） 

福岡会長： 少し長くなりますので一旦切らせていただきます。この資料４－３につい

て、資料の基本方向については家庭系ごみの４Ｒということで、今まで説明

をしていただき、「食べのこサンデー」運動なども実施いただいているとい

うことですが、今までの説明についてご質問とかご意見などありましたらお

願いします。 

前田委員： ロゴマーク、とてもすばらしいと思っております。でも先ほど、マグネッ 

トシートっておっしゃられたのですけれども、平成 29年 12月 22日開催した

審議会において、冷蔵庫にはマグネットは使用できない、ガラストップに

なっていますよっていうお話をさせてもらったのですけど、どのような改善

をされるのでしょうか。 

事 務 局： 前回そのご意見をいただきまして、電気屋さんに少し確認をしにいったと 

ころ、表面はガラストップですが、サイドはスチール製というところで、サ

イドで使っていただけるのかなという点と、検討した内容としましては、マ

グネットで吸盤タイプのものを作成し、ガラストップの冷蔵庫にも対応して

いきたいとは考えています。 

      今後、必要な費用面を確認しながら引き続き検討していきたいと考えてお 

ります。 

前田委員： ありがとうございます。 

福岡会長： 皆さんが欲しいなと思われるようなものであればいいのですけれども、実 

績づくりであれば、不要かもしれませんので、十分に検討して下さい。 

事 務 局： 使用していただくというのが一番の目的ですので、冷蔵庫にプリント類を 

貼られているという方々は、そのようなやり方で使われているので、ロゴ 

マークを採用した内容で検討していこうと思っております。 

福岡会長： 他に委員の皆様からご意見などありましたらお願いします。今の件でも、 

他の件でも結構です。 

國中委員： いわゆる平成 37年に向けて、8,000トンものごみを減らすという目標を掲 

げる中で、ごみの資源化も必要ということだと思うのですけど、その中で紙 

ごみを１つのターゲットにあげていこうという話があったかと思います。先 

ほどのお話で新聞発行部数が減っているとか電子化されているという時代の 

変化の中で、さらなる紙ごみの減少に向けた検討状況はどうなっています 

か。 

事 務 局： 新聞の発行部数は減っている状況ですけれども、また紙製容器包装の増加 

など、未だに組成分析では 8,000 トン以上の紙、リサイクル紙が含まれてい
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るという状況ですので、やはりこの 8,000 トンという紙類に対しては、行政

として取り組んでいく必要があると考えています。 

福岡会長： 今のお話で、古紙の行政回収をされるとなれば、次回の審議会までにある      

程度内容を決定の上、実施方法などを検討していくこととなるのでしょう 

か。 

事 務 局： 31年度の取り組みとしては、まだ不確定な部分が手続上ありますので、手 

続完了後、実施の方向性が見えればまたご報告させていただきたいと思いま 

す。 

福岡会長： その方向でお聞きして、内容について指摘する機会は、あるのかなと少し 

疑問に思いました。 

事 務 局： そうですね。ただ大きい部分として仕様書についてはある程度契約行為の 

中で確定していくものですので、例えば、具体的な回収方法というところは

本日ご意見をいただければと考えますが、現時点で手続中でありますので。 

福岡会長： そうですね。 

事 務 局： 大きい変更はできないという段階です。ただ、もちろんご意見いただいた 

内容で反映させられるところがあれば反映させていきたいと思っておりま

す。 

福岡会長： 古紙の行政回収については、行政で責任をもって決定し、市民への周知な 

どしていただくということになろうかと思いますが、ご意見がありました 

ら、また事務局までおっしゃっていただけたらと思います。 

      他はいかがでしょうか。 

笠谷副会長： 古紙回収は各自治会とか町会でやっていますけれども、回収した古紙につ 

いては、先ほどのリサイクルの数量には入ってないのですか。 

事 務 局： 今回の取り組みにつきましては、自治会とかで行われている古紙回収と並 

行して実施するというところですので、未だに自治会などが古紙の集団回収

を取り組まれている状況においても 8,100 トンもの紙類がごみの中に入って

おり、そこを行政として回収していくというところで、古紙の集団回収につ

いても、引き続き推進していくということになります。 

笠谷副会長： それともう１点。自社でコピーを失敗した際に重要書類ではないのですけ 

どシュレッダー処理しています。シュレッダー処理後は、一般ごみとして出 

すので、古紙の場合であれば、それをリサイクルできる。だから特に機密性 

のものでなければ、古紙として残しておいて出したほうがいいのかといつも 

疑問に思っています。 

事 務 局： リサイクルという観点から言えば、裁断しないほうが繊維が切れませんの 

で良いのかなと思います。 

笠谷副会長： 古紙として、例えば、印刷を失敗した場合に、それが重要な資料でなけれ 

ば、古紙として出す。機密性の高いものであればシュレッダー処理する。 

一般的には、何でもシュレッダー処理して出してしまうという傾向があるの 

で、その辺の見極めというのはどうかなという気がしているのですけど。 



 

－11－ 

事 務 局： 基本は新聞紙、雑誌等、雑がみということになっていますので、今後シュ 

     レッダー処理後の古紙についても回収の対象とする検討を行う必要はあると 

     思いますけれども、今現時点で古紙の行政回収の品目については、新聞、雑 

     誌、雑がみというところではあります。 

福岡会長： 雑がみはシュレッダーくずは入らないということですね。 

事 務 局： そうですね。 

福岡会長： できればそういうのもいけるような方法を今後ご検討いただくというの 

と、それからシュレッダー処理せずに古紙の行政回収へ、という啓発も考え

ていただきたいなと思います。 

事 務 局： わかりました。 

福岡会長： 時間の都合もありますので、先に進ませていただいてもよろしいでしょう 

か。４ページ以降の説明をお願いします。 

事 務 局： それでは引き続き事務局からご説明いたします。 

（資料４－３の４ページ以降、参考資料２に基づきを説明） 

福岡会長： ありがとうございました。 

最初に言っていた終了時間になっていますが、少し延長させていただいて 

よろしいでしょうか。 

         今のご説明、資料４－３や今までの説明に関してでも結構ですので、ご意 

見とかご質問などありましたらお願いします。 

谷本副会長： ２つあります。29年度の５ページに事業系ごみの４Ｒ活動の推進のところ 

で、昨年度は大阪府の説明会に出席して、事例の収集を行ったと記載されて 

います。 

福岡会長： 資料４－２の５ページですね。 

谷本副会長： はい。本年度の計画のほうには、４ページの基本方向２事業系ごみの４Ｒ 

の推進の一番上のところで全国おいしい食べきり運動ネットワークに参加と 

ありますけれども、大阪府には余りよい事例がなくて、全国にされたのかな 

という単純な質問が１つ、もう一つは最終ページ、５ページ、これも昨年度 

と比較して、東部清掃工場の売電量と収入額が４分の１より、年間で割り算 

するとかなり少なくなっているような数字に見えるのですけれども、私の計 

算間違いかもしれませんが、多分４、５、６月を見れば３カ月分なのかなと 

思いますが、とても少なくなっているのは何か原因があるのかなという、そ 

の２点、質問したいと思います。 

事 務 局： 売電量の量が減っていることですが、今年度につきましては、ボイラーの 

蒸気管の更新工事を実施しておりまして、この間焼却炉を一炉ずつ停止し、 

工事を進めましたことが原因となり、売電量が減っています。 

福岡会長： あとは、食べきり運動の件についてお願いします。 

事 務 局： 食品ロスの関係ですけれども、事業系ごみの食品ロスにつきましては、既 

に会社として、そういったロスの出ないような経営なり運営をされている中 

で、さらにということになりますけれども、やはり飲食店とかですと、お客 
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さん相手の仕事ですので、提供する量を、適切な量ということで減らして提 

供すると、言葉が悪いですけど、少し見た目が悪くなり、お客さんも敬遠し 

がちになってしまいます。そういった中では、やはり利用されるお客と事業 

者の方の両方が理解し協力し合ってやらないといけないということで、様々 

な手法を模索していたのが 29年度でございます。 

30 年度につきましては、これまでの検討でなかなか良い方策が見当たりま

せんでしたので、いろいろと調べる中では、このように全国の多くの方々が

食べきりのネットワークを通じて残さず食べきりましょうということを運動

としてされている取り組みがありましたので、そういった協議会に参加する

ことでいろんな情報を収集できるのかなというふうに考え、参加させていた

だきました。 

この食べきり運動ネットワーク協議会というのは、全国約 1,700 の自治体

の中で 350 ほどの団体さんが加入をされています。中核市でいいますと、54

市のうちの 32 市が参加しておりますので、６割程度の自治体が加入しており

ますので、横並びというのは変な話ですけれども、様々な取り組み、本市の

実情に合った取り組みをいろいろ引っ張ってこられるのかなというふうに考

えておりまして、参加させていただいたというような形です。 

府内では大阪市、堺市、豊中市、吹田市、近隣では、寝屋川市が参加され

ています。 

福岡会長： 以前、寝屋川市がコースターを作成されたということがありましたね。 

橋本委員： 焼却量を減らすということで、そのために生ごみと紙ごみをリサイクルす 

るかという話だったと思うのですけれども、来年からまた紙ごみを分別回収 

されるようになったときに、あるいはこういう食品ロスのキャンペーンなど 

いろいろやられている中で、可燃ごみの中の食品ロスがどのぐらいあると 

か、紙ごみをどのぐらい回収することができたとか、要するに組成調査です

けれども、実施の頻度というのはどれくらいですか。 

事 務 局： 組成分析につきましては、基本計画の見直しのタイミングでさせていただ 

いておりますので、概ね５年に一度させていただいていることとなります。 

前回も 27年度に実施しておりまして、27年度計画策定でございますので、 

32年度を目途にまた中間見直しを想定しております。 

またそれに向けては、組成分析の調査につきましても一定実施していく必 

要があるのかなというふうには考えておりまして、そのタイミングで食品ロ 

スの食べ残しの量にどのような変化があったかということを見ていきたいと 

思っております。 

橋本委員： 先ほど資料４－１で可燃ごみが減った理由として、事業系ごみが減ったと 

いうご説明がありましたが、何が原因で減っていっているかというのは、組

成調査結果も結構ばらつきますから、５年に一度ぐらいでしか見られないと

いうことなのですね。 

事 務 局： 事業系ごみの中で、どのようなものが減ったかというのは具体的には把握 
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しておりませんけれども、実際に事業者の皆さんに協力いただいていますの

は、そういった従来一般ごみとしてふさわしくないものにつきましては適切

に分別していただく、一番最初に開始しましたプラごみにつきましては、で

きるだけ分別していただきたいということで協力を求めまして、それ以外に

は、間違って混入されていたものにつきましても分別をして、いわゆる産廃

といわれるものについては適正処理するということを協力いただいた上での

結果として、今回減少したものですので、どのようなものがどれだけ減った

のかというところまでは把握しきれてはおりません。 

ただ、32年度の中間見直しに向けましては、またそういった組成分析をさ 

せていただこうと思っておりますので、そのときに５年前の結果と合わせて 

比較していければというふうには考えております。 

福岡会長： 他にありますでしょうか。 

大下委員： １点だけ済みません。震災の関係のごみの話が出てきたのですけど、豪雨 

とかいわゆる台風も頻繁に発生していて、いわゆる河川などの災害状況につ

いて、枚方市の状況はどうなのですか。特に、豪雨に伴うようなごみについ

てですが。 

福岡会長： 豪雨災害は、以前にもありましたよね。 

事 務 局： 台風が多かったときについては、ごみというのは台風による影響の分だけ 

が出てきます。 

福岡会長： また、それらについては恐らく災害廃棄物の基本計画で、水害について十 

分練っていただくことになるかもしれませんので、よろしくお願いします。 

      すみませんが、時間が過ぎておりますので、一旦、質疑については終わら 

     せていただきまして、最後、その他の案件ということで事務局よりお願いし 

     ます。 

案件３．その他 

事 務 局： 事務局より東部清掃工場における灰溶融炉の検討について説明させていた 

だきます。 

（参考資料３に基づき説明） 

福岡会長： こういうことをこれから考えていかれるということですので、これについ 

ては、今後検討していただいた結果をお聞きしたいと思います。最後に、事 

務局のほうから何かありますか。 

事 務 局： 事務局より災害時における廃棄物の収集運搬の支援に関する協定書の締結 

について説明させていただきます。 

（口頭にて説明） 

福岡会長： 災害ごみが出た場合に収集運搬を迅速に行うということで協定を結んでい 

ただきました。他に事務局より何かありますか。 

事 務 局： 最後に事務局からでございます。審議会の開催回数についてでございます 

けれども、例年４回の四半期ごとに１回ずつの、例年４回の開催とさせてい 

ただいておりましたが、地震の影響にもよりまして今回少し日程変更させて 
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いただき、この時期の１回目の開催となってございます。 

あと、日程の都合もございますので、あと２回が限度かなと考えておりま

して、本年度につきましては３回の開催にさせていただきたいと考えており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

なお、次回の審議会につきましては、12 月頃に開催を予定させていただき

たいと思っております。詳細につきましては、また決まり次第各委員の皆様

にご連絡のほうさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。以上でございます。 

福岡会長： 次回は 12月の開催ということでお願いします。本日は内容が盛りだくさ 

んとなってしまいまして、終了時間を越えてしまい申しわけありませんでし

た。これで、本日の審議会を終わらせていただきたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

 

                                 以 上 

 

 


