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平成２７年度第１回四街道市ごみ処理対策委員会議事録 

 

開催日時  平成２７年１１月１８日（水）１４：００～１５：４０ 

会  場  四街道市役所保健センター３階 大会議室 

出席委員  荒井会長、矢澤副会長、阿部委員、岡田委員、櫻井委員、菅谷委員、 

日和委員、古川委員、森委員、森田委員、永野委員、福田委員、山口委員 

欠席委員  奥山委員 

事 務 局  環境経済部：本田部長、宇田次長 

クリーンセンター：小出センター長 

廃棄物対策課：荒木課長、岩井主査補、上原副主査、日比野主事、池田主事、 

島﨑主事 

環境政策課：三宅主任主事、木村主任主事 

     オブザーバー：株式会社環境技研コンサルタント 石田技師長、菅原主任 

傍 聴 者    ２名 

 

≪会議次第≫ 

１．開 会 

１）委嘱状交付 

２）市長あいさつ 

３）委員紹介 

４）職員紹介 

５）会長選出 

６）会長就任あいさつ、副会長指名 

７）副会長就任あいさつ 

２．諮 問 

  「四街道市一般廃棄物処理基本計画について」 

３．議 事 

  １）議事録署名人の選出 

  ２）委員会会議の公開について 

  ３）一般廃棄物処理基本計画について 

４．その他 

５．閉 会 
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○事務局 市長は所用のためここで退席をさせていただきます。皆様ご了承のほうをお

願いします。 

 

○市 長 よろしくお願いいたします。 

 

３．議 事 

 

○事務局 会長、副会長が決定いたしましたので、これより議事に入らせていただきま

す。本日は13名の委員のご出席をいただいております。四街道市ごみ処理対策委員会

条例第６条第２項に規定する委員の過半数に達しておりますので、本日の会議は成立

しておりますことをご報告させていただきます。 

  本日の議題は、お手元に配付の会議次第のとおりでございます。また、資料につき

ましては、事前にお送りさせていただきました資料１から６まで、別添資料１から３

まで、その他、用語解説となっております。 

  なお、資料１につきましては差しかえとなりますので、本日お手元のほうに配布を

させていただいております。差しかえのほうをお願いいたします。 

  それでは、議事進行に入らせていただきます。議事進行は荒井会長にお願いいたし

ます。 

 

３－１）議事録署名人の選出 

 

〇荒井会長 それでは、お手元の次第に沿って議事を進めていきたいと思います。 

  まず、議事の第１項目め、議事録署名人の選出についてですが、事務局より説明を

お願いします。 

 

〇事務局 それでは、資料５をご覧ください。四街道市ごみ処理対策委員会運営要領第

６条に会議録の作成について規定してございます。第６条第１項には会長は会議終了

後、速やかに会議録を作成し、これを保存しなくてはならない。と規定がございます。

本規定により、議事録を保存するにあたり確認していただく議事録署名人の選出をし

ていただきたいと存じます。選出方法は特に決まってございませんので、会長に議事

録署名人２名を指名していただきたいと思います。以上でございます。 

 

〇荒井会長 それでは、ただいま事務局からご説明がありましたが、議事録の保存に当
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たり、署名人の選出について、会長の指名ということでございますので、私から議事

録署名人の方を２名選出させていただきたいと思います。 

  それでは、議事録署名人として永野委員さんと山口委員さんにお願いしたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

○永野委員・山口委員 はい。 

 

○荒井会長 それでは、永野委員さんと山口委員さんにはやっていただけるということ

でございますので、議事録署名人にお願いしたいと思います。 

  続きまして、議事の第２点目、委員会の会議の公開について、事務局より説明をお

願いします。 

 

３－２）委員会会議の公開について 

 

〇事務局 それでは、同じく資料５をご覧ください。四街道市ごみ処理対策委員会運営

要領第４条に会議の公開・非公開についての規定がございます。内容につきましては、

委員会の会議は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限り

ではない。とございます。今回の会議は事務局では要領第４条第１項第１号及び第２

号に該当しないと考えてございます。同条第２項により委員会にお諮りくださるよう

お願いいたします。以上でございます。 

 

〇荒井会長 どうもありがとうございます。それでは、事務局から説明がありましたと

おり、運営要領第４条第２項に基づき、会議の公開・非公開について委員の皆様にお

諮りいたしたいと思います。今回の会議について、事務局提案のとおり公開でよろし

いでしょうか。 

 

［異議なし］ 

 

〇荒井会長 異議なしということでございますので、それでは今回の会議は公開という

ことにさせていただきます。事務局につきましては、傍聴人の方がおられましたら、

入室させてください。 

 

［傍聴人入室］ 
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３－３）一般廃棄物処理基本計画について 

 

〇荒井会長 それでは、議事の第３点目、四街道市一般廃棄物処理基本計画について、

事務局より説明をお願いします。 

 

〇事務局 それでは、私のほうから説明をさせていただきます。お手元に配付させてい

ただきました資料１をご参照ください。「四街道市ごみ処理対策委員会 一般廃棄物

処理基本計画審議内容（案）」についてご説明させていただきます。こちらにつきま

しては、本日「一般廃棄物処理基本計画の策定について」諮問させていただきました

が、答申に向けての各回の審議事項及びスケジュール案になります。予定では、本日

を含めて記載のとおり４回での審議、答申を考えております。 

  本日でございますが、第１回よりご説明させていただきます。第１回におきまして、

①ごみ処理基本計画について簡単にご説明させていただいた後、現在のごみ処理の状

況と現計画の施策の達成状況をご説明させていただきます。 

  次回第２回目は、来年１月ごろを予定してございます。①としては、今回説明させ

ていただく現計画の評価に基づく課題の抽出と、②課題解決に向けた施策の抽出、そ

して③施策による具体的なごみ削減目標を決定します。 

  第３回目につきましては、来年２月ごろを予定してございますが、第２回で決定し

たごみ減量への施策や削減目標を受けて計画の素案を提示させていただきますので、

改めて計画の基本方針を確認していただきます。 

  第４回目は、来年５月の上旬ごろを予定してございますが、第３回で頂戴いたしま

した皆様のご意見、これを反映した計画案をお示しします。こちらの計画案を再度確

認していただき、意見提出手続の案、いわゆるパブリックコメントの案を作成し、審

議内容は終了となります。 

  第４回終了後、出来上がりました計画案を市民の皆様に提示させていただいて、意

見の提出手続を行いまして、最終的に一般廃棄物処理基本計画を策定します。以上、

本日を含めまして、全４回で一般廃棄物処理基本計画について皆様にご審議いただき

たいと考えておりますが、ご意見の状況等によっては、第５回の開催も考えておりま

す。 

  続きまして、資料２をご参照ください。先ほど諮問させていただきました「一般廃

棄物処理基本計画」について改めてご説明させていただきます。お手元には平成21年

３月に策定したものを配付させていただいておりますけれども、この計画は「廃棄物

の処理及び清掃に関する法律」第６条に基づき策定したもので、平成19年度を基準年、
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計画初年度を平成21年度としまして、平成35年度を目標年度として策定したものでご

ざいます。計画期間を前期と後期の２期に分けまして、平成27年度までを前期、28年

度以降を後期としてございます。今回は、中間目標年度を迎えることを踏まえまして、

その間の社会情勢の変化や施策の進捗度合、ごみ処理の実績等の変化を踏まえまして

計画の見直しを行うものでございます。 

  それでは、具体的な内容に入らせていただきます前に、資料３の訂正をお願いしま

す。資料３の右側、平成27年度の欄の上から３行目、「上位計画であるにおける」と

いうふうに記載してございます。これ誤記でございまして、「である」を削除願いま

す。申しわけございません。よろしくお願いします。 

計画の策定に当たりまして、まず今現在の計画の策定の趣旨及び目標年度を定める

必要がございます。現行の計画では策定の目的といたしまして、「循環型社会形成推

進を意識し、『もったいない』という考え方を浸透させることによって、３Ｒの推進

を中心に廃棄物の減量化の実現を目指し、脱温暖化の実現に寄与すること」を目的と

して掲げておりました。平成25年度に環境省より報告されました「第３次循環型社会

形成推進基本計画」では、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできるだけ低減

していくためには、３Ｒですね。３Ｒというのは、皆さんご存じかと思いますけれど

も、リデュース、リユース、リサイクルでございます。発生抑制、再利用、再生利用

ということです。その中でも、いわゆる２Ｒ、リデュース、リユースを可能な限り推

進していかなければならないとされてございますので、当市といたしましても社会的

にも一般的になりましたいわゆるリサイクル、取り組みの若干遅れているリデュース、

リユースについての意識の浸透、それについての施策等も重要になってくると考えて

おります。 

  次に、計画期間につきましては、現計画では先ほどご説明させていただきましたと

おり、平成35年度までの15年計画としておりましたが、今回策定の計画では10年の計

画を考えております。その理由といたしましては、環境省ではおおむね５年ごとの見

直しを推奨していること、また昨今の社会情勢の著しい変化を鑑みますと、15年計画

の長期ということではなくて、前後期５年とした平成32年度を中間年とした10年計画

ということを考えております。 

  続きまして、大項目の２をご覧ください。ごみ処理基本計画に移りまして、お手元

の別添資料１、２、これも並行してご一緒にご覧いただくとよろしいかと思います。 

  まず、ごみ処理の現状についてでございますけれども、平成19年度はごみの分別を

別添資料１のとおり６種10分別15区分しておりました。平成27年度現在は、別添２の

ように６種11分別17区分と区分を増やしてございます。変更点といたしましては、赤
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い四角で囲まれた品目になりますけれども、平成21年度中より資源物の区分に新たに

雑紙、それと平成27年度より新たに廃食油の分別回収をしております。 

  続きまして、ごみ処理の状況等についてご説明させていただきます。ごみ処理量に

つきましてでございますが、先ほどの資料３の１ページにお戻りいただいて、27年度

の欄の一番右下の表のグラフでございます。家庭系ごみの総排出量、これはオレンジ

っぽいグラフでございます。その上の事業系ごみ量、これがブルーでございます。ご

み原単位につきましては、いずれも年々おおよそ逓減している状況でございます。グ

ラフより見てとっていただけると思います。 

  しかしながら、平成23年度は家庭系のごみの総排出量、ごみ原単位ともに一時的に

増加してございます。増加した理由は定かではございませんけれども、平成23年３月

に未曽有の大災害、東日本大震災が発生いたしました。市内では、大規模な被災はし

てございません。しかしながら、震災に伴って、何らかの市民行動ですとか、例えば

買い溜めですとか食料品備蓄ですとかということで、普段生活されている中でも普段

より多く購入したものの賞味期限が切れて捨ててしまったですとか、いろんな要因が

あるのかなという推測はしたところでございます。先ほど申しましたごみ原単位につ

きましては、なかなか聞きなれない言葉かと思いますけれども、ごみ原単位とはごみ

の年間排出量を人口と年間日数で除した数値、１人１日当たりどれだけごみを排出し

たかを表す数値でございます。ごみ排出量につきましては、一般的に人口が増えれば

増加しますので、単純に年間のごみ量だけを比較できませんけれども、そのためにこ

の数値を用いて比較する場合がございます。 

  続きまして、２ページ目をお開きください。27年度欄の上の表でございます。資源

回収状況をご覧いただきます。資源とは、新聞、雑誌、段ボール、缶、繊維類、ペッ

トボトルなどを言いますけれども、まず収集資源量、集団回収量につきましては逓減

している状況でございます。原因につきましては、社会のデジタル化と申しますか、

ペーパーレス化などによりまして資源物の多くを占める例えば新聞ですとか雑誌の回

収量、これが減ったことが考えられます。 

  また、資源物回収の今後の課題といたしましては、雑紙の回収を平成21年中より開

始はいたしましたけれども、これが可燃の中に含まれる再生利用できる雑紙につきま

しても、まだ混入があるというような状況でございますので、こちらに対しても分別

して排出していただけるよう周知徹底してまいりたいと考えております。 

  次に、リサイクル及び最終処分の推移の表でございます。リサイクル率につきまし

ては左の表になりますが、平成15年から19年度まではほぼ横ばいの状況でございまし

た。続いて、右の表を見ていただきますと、平成23年度に下がり始めて、現在は24.1
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％ほどになり、以後横ばいの状況でございます。減少した原因でございますが、平成2

2年度までクリーンセンターで発生しました焼却飛灰につきましてはエコセメントとし

て、セメントの原料としてリサイクルしてございました。しかしながら、平成23年11

月よりセメントへのリサイクル委託事業者が、先ほども申しました東日本大震災の影

響によりまして基準を超える放射性濃度が検出されたということで操業を停止してお

ります。そのため、飛灰につきましては現在埋め立て処分をしてございます。最終処

分量、最終処分率が平成23年度より増加しているということがそのグラフからもおわ

かりいただけると思いますけれども、原因につきましてはご説明のとおりでございま

す。 

  引き続き説明させていただきますけれども、ここまでで何か委員の皆さん、質問等

ございましたらお願いいたします。 

 

〇荒井会長 長くなりますので、ここで質問を受けたいと思います。委員の皆様から何

かご質問、ご意見ございましたら。 

 

〇森田委員 まず、ごみの種類の、今の分けた内容を確認したいのですが、資料３の１

ページのほうにごみの処理というのがありますね。ここで家庭系ごみ、集団回収及び

事業系ごみというのは、これはリサイクルしないごみを指しているのですか、それと

も、その中からリサイクルされるごみがまたこの中から選んでいけるのでしょうか。 

 

〇事務局 こちらにつきましては、全て数に資源物、集団回収はもちろん全部資源にな

るものですけれども、それも含まれた数字となっております。 

 

〇森田委員 そうすると、その次の行でリサイクル率の表がありますね。このリサイク

ル率とは燃やした灰のリサイクルですか。それとも例えばリユースとか、何か使える

ものはそこでどういう統計の中で処理がされているのですか。 

 

〇事務局 ２ページの一番上の表ということでよろしいですか。 

 

〇森田委員 いや、今言っているのは２ページの下のほうです。リサイクル率が下がっ

ているという話でしたね。そのときに、焼却灰をセメントの原料で持っていった、こ

れがリサイクルできなくなったということで、平成23年から下がり始めているという

お話でしたね。 
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〇事務局 はい。 

 

〇森田委員 このリサイクル率がどうしてこんなに減っているのかというのが問題にな

るわけです。リサイクルしたいわけでしょう、本当は。 

 

〇事務局 はい。 

 

〇森田委員 だから、この内容として、どんなものをカウントしてこういう数字が出て

いるのかというのをちょっと確認したい。 

 

〇事務局 こちらにつきましては、資源物として回収された資源物、それですとか、プ

ラビニとして回収して、その中から容器包装リサイクルとして資源化したプラスチッ

ク、そのようなものが含まれております。 

 

〇荒井会長 よろしいですか。資源回収の容リ法上でリサイクルされていますよね。と

にかく30％あったものが、今24.1％になっている。これは焼却飛灰のセメント化とい

うことで捉えていいのか。 

〇事務局 はい。 

 

〇荒井会長 そういうことでよろしいでしょうか。 

 

〇森田委員 はい。それで、大体数字としてはあるわけですね。30％が24％になったと。

この６％のマイナス部分がされている場合も再利用として合うということですよね。 

 

〇事務局 そうです。22年度なんですが、ちょっと資料にはないんですけども、焼却飛

灰としてエコセメント化していたトン数が1,433トンと大きいものですから、それが今

現在全くなくなってしまったもので、減っているという現状がございます。 

 

〇荒井会長 そのほかに。 

 

〇永野委員 今焼却灰、エコセメントということで再利用されていたと思うのですが、

今は、最終的に焼却灰はどういう形で処分をされているのかお聞きしたいのですが。 
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〇事務局 焼却灰につきましては、東日本大震災が起こる前は、銚子市のほうの民間事

業者に委託して最終処分を行っていただいておりました。先ほどご説明したように、

東日本大震災以前は焼却飛灰の一部をエコセメント化していたわけなのですけれども、

そちらができなくなりましたので、銚子市のほかに北茨城市のほうの民間事業者にも

お願いして、今埋め立て処分をしていただいておりまして、現在銚子と北茨城の２市

で最終処分をしていただいている状況になります。 

 

〇日和委員 先ほど森田委員からありましたけれども、２ページ目、27年度のリサイク

ル及び最終処分の推移というところのパーセンテージですが、この数字は30.5から24.

1となっていますよね。この数字のもとになる数字、年間量は上に書かれている数字で

すね。例えば26年度6,744トンですか。このパーセンテージは何かというのと、それか

ら環境省が今求めているリサイクル率との数字がありますよね。その数字との関係は

どうなっているか。それから、最終処分量は増えていますけれども、あと最終処分地

の許容量はどのぐらいあるか、ちょっとそれを教えてください。 

 

〇荒井会長 今３点のご質問がありましたけれども、よろしいでしょうか。 

 

〇事務局 まず、１点目のパーセンテージの出し方ということでよろしいですか。リサ

イクル率につきましては再資源化した総量をごみの総処理量と集団回収量で除した割

合でございます。 

 

〇日和委員 要するに年間排出量全体のリサイクルされたものの割合ですよね。それで、

今減っているわけですね。 

 

〇事務局 はい、減ってございます。 

 

〇日和委員 何で減っているのかよくわからないのですが。リサイクルを進めているわ

けでしょう。 

 

〇事務局 主なもので、先ほど申し上げました焼却飛灰のエコセメントとしてのリサイ

クルができなくなったものがありまして、23年度以前はそちらもリサイクルされたも

のということで、リサイクルの量に含めていたのですけれども、そちらが全部抜けて

しまいましたので、それのためにリサイクル率が下がっているという状況になります。 
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〇日和委員 では環境省の目標値ありますよね。 

 

〇荒井会長 今の質問は、環境省が立てている目標値を出して、この四街道市はどうか

ということなのですが。 

 

〇事務局 環境省の目標数値は24％というふうになっておりまして、大体おおよそ当市

の今のリサイクル状況と同じぐらいというふうに認識しております。 

 

〇日和委員 そうすると、これからこれを上げていきたいという考え方はもちろんある

わけですね。 

 

〇事務局 ございます。 

 

〇日和委員 わかりました。 

 

〇荒井会長 もう一つ、最終処分場の残余容量というのですか。 

 

〇事務局 現在銚子市のほうに約1,800トンから、そして北茨城市に約500トンからとい

うことで最終処分をかけております。年数につきましては、銚子市は約10年未満とい

うことで伺っております。北茨城については約30年からという残量でございます。 

 

〇荒井会長 銚子市については約10年未満、それから北茨城市については約30年という

ことで、銚子のほうがそんなに長い期間ではない。全部で埋め立て処分場の残容量、

大体15年から16年ぐらいですから、配置すればそのぐらいになるかなと。リサイクル

率と同じように残余容量も汲み取っていく必要があるんじゃないかなと思います。 

 

〇日和委員 ちょっとつけ加えると、平成25年に閣議決定されたやつは、リサイクル率

は26％になっていますよね。それから、最終処分場の残余年度数は20年分を維持する

と、こういうふうな目標が出されていますよね。 

 

〇荒井会長 事務局、いかがですか。 

 

〇事務局 先ほど説明でも申し上げましたように、リサイクル率につきましては、雑紙
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の回収を周知徹底していき、さらなるリサイクルを進めたいというふうには考えてお

ります。なかなか難しいところがありますが、行政といたしましてもできる限りのこ

とはしていきたいと考えております。 

 

〇荒井会長 今回つくる基本計画の中で、そういったリサイクル率を上げる方策につい

て検討するのでしょう。 

 

〇事務局 はい、していきます。 

 

〇荒井会長 ということで、この委員会の中でそういった議論していきたいので、よろ

しくお願いします。 

 

〇森田委員 もう一つ、新しく廃油のリサイクルが新しい表に入りましたね。現在どう

いうサークルかわかりませんけれども、実際に廃油の回収をやって、いろいろ活動し

ている地域があるわけですが、今このトータルの中には、それに対してはどういう数

値として入っているのか、または全然入っていないのか、それを説明してください。 

 

〇事務局 本日お出しした資料につきましては平成26年度までとなっておりまして、廃

食油の回収を行いましたのが平成27年度からでございますことから、現資料の中では

入ってございません。ただ、27年度以降はリサイクルしておりますことから、そちら

についてもリサイクルとして計算に含めていきたいと考えております。 

 

〇森田委員 廃油みたいなもののリサイクル、再利用の、どういうような評価というか。

出された廃油の液体量をはかっていくのですか。 

 

〇事務局 出した先の処理の仕方ですか。インクですとか、そういうものにリサイクル

しております。重さはリットルです。 

 

〇森田委員 体積でいくわけですね。 

 

〇事務局 はい。 

 

〇森田委員 それで、ただ廃油の回収ということをやっているサークルはもう何年も前
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からやっていて、それは今まではほっぽっておいたということになるのでしょうか。 

 

〇事務局 すみません、ちょっと訂正いいですか。先ほどのは重さでした。トンです。

申しわけありません。 

 

〇森田委員 重量でどのぐらい排出されたかと。ですから、それを市が今度は回収する

ということですか。27年度から始めたというのは、そういう回収日を設けて回収して

いるのですか。 

 

〇事務局 今集積所のほうにペットボトルですとか、そういうもので出していただいて、

集積所回収、一般のごみと一緒に資源物として回収を行っております。 

 

〇森田委員 そうですか。ちょっと気がつかなかったのですが、わかりました。それと、

今まで別のサークルが自主的にやっていた廃油の処理というのは、今の行政の中のど

ういうルートとつながっていたのですか。それとも全然別個なのですか。 

 

〇事務局 集団回収の話と、以前の話ということですか。 

 

〇森田委員 はい。 

 

〇事務局 以前は集団回収といって、行政回収ではなく各自治会ですとか子ども会とか、

そういう団体さんの活動として集めていただいていたものなのですけれども、平成27

年度からは行政回収、普段の可燃ごみとかと一緒に市が回収するというルートもつく

ったということでございます。その中に廃食油が入ったということでございます。 

 

〇阿部委員 こういう新しい資源回収なんかをなされるという、非常に細かく分別され

ていますけれども、本当にこういうのがＬＣＡとか、そういうことできちっと環境負

荷を低減するということは証明された上でやっていらっしゃるのですか。 

 

〇事務局 私どもはできる限り環境に配慮したごみ処理ということを考えておりまして、

現在はリサイクルを進めることが環境にいいごみ処理ということで、配慮したごみ処

理ということでは取り組むべき事業だと考えております。 

 



- 13 - 

 

〇阿部委員 もちろん環境に優しいようになさるというのは当然のことだと思うのです

けれども、その裏づけですね。こういうことをやったらどれだけやるのか、あるいは

場合によったら手間ばかりかかって、ＬＣＡやってみると、かえって環境負荷がふえ

る場合だってなきにしもあらずなわけで、その辺の根拠というのは、例えばどこか国

の機関がやったから大丈夫とか、そういうことでなさっているわけですか。 

 

〇事務局 正直なところ、そこまでは国の比較とかというのはしてございません。私ど

もといたしましても、ごみを全てリサイクルしていけばいいというふうにはもちろん

考えてございませんし、費用対効果というのを考えて、全てリサイクルするのではな

く適正な処理というのは適時考えてごみ処理のほうは行っていきたいというふうに考

えております。 

 

〇阿部委員 ぜひともそれをお願いいたしたいと思います。何となく気分的にエコだと

いうような格好で、特に市民の側からはそういう要望が出る場合が少なくないので、

客観的な基準に基づいてやっていただきたいと思います。 

 

〇荒井会長 どちらにしろ、阿部委員さんのご指摘は、ＬＣＡを考えたリサイクルをや

っていくべきだというご主張ですので、今後この委員会の中でリサイクルルートにつ

いて、もうちょっと何かルールが必要かなというふうに思います。 

 

〇森委員 少し研究でＬＣＡをかじったことがある立場からということで、ＬＣＡもな

かなか万能のツールではなくて、どこからどこまでを評価の範囲にするかとか、あと

廃食油ですとかなり地域性で、車がどれぐらいのルートを通って、ガソリンを使って

回収するかとか、かなり細かな前提条件をたくさん置いて計算する必要が出てきます

ので、極端に言うと設定を一つ前提条件を変えるだけで結果が変わったりするもので、

なかなか万能ツールではないのですけれども、考え方の一つとして皆さんの労力をど

ういう単位で換算するかは、ちょっとまだ学術の世界でもすごく難しいところなので

すが、単純に回収するのにガソリンをどれぐらい使ったとか、それに対して排気量が

どれぐらい大気上に出ていったかとかという、そういう計算は一応できることはでき

るのですけれども、なかなか研究ベースでもまだまだ発展途上のツールでして、なか

なか難しいところもあるかなというところで、ちょっと補足です。 

 

〇荒井会長 どうもありがとうございました。限界があるという話ですけれども、そう
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いったアドバイスも含めて今後検討委員会の中でぜひお願いしたいと思います。 

それでは、前半の基本計画の構成等については以上とさせて、後半の部分を事務局かr

ら説明願います。 

 

〇事務局 では、引き続き資料のほうを説明させていただきます。お手元の資料、引き

続き資料３と、現計画書、冊子になっているものでございますが、こちらの46ページ

をあわせてご覧ください。現計画では、計画の目標を実現させるための基本理念とい

たしまして、「循環型社会形成推進に向けての市民・事業者・行政が協働で取り組

む」ことを掲げてございます。そして、この理念のもとにごみの減量の実現に向けて

の取り組みを１つ目といたしまして３Ｒの推進、２つ目としまして市民・事業者・行

政の協働、３つ目といたしまして適正処理の構築、この３つの方針により行うことと

してございます。 

  方針の１つ目の３Ｒに関しましては先ほどご説明したとおりでございますけれども、

基本方針２の市民・事業者・行政の協働につきましては、ごみの排出者である市民、

生産・販売を行う事業者、そして行政がそれぞれの立場で、それぞれの役割を担い、

協働して取り組むことがごみを減量する上で不可欠なことであると考えてございます。 

  基本方針の３、３つ目の適正処理の構築につきましては、環境と安全に配慮したご

み処理を行っていくには、ソフトの面とハードの面の両面に配慮が必要という考えで

ございます。 

  この３つの基本方針に基づくごみ減量に向けての具体的な施策の取り組み状況につ

きましては、別添資料３をご覧ください。施策の取り組み状況といたしまして、施策

を継続またはさらに推進しているものを◎、継続して取り組んでものを○、遅れた取

り組みとなっていますが、今後重点的に取り組む施策を□、縮小傾向にある取り組み

を△、施策を廃止したものを×として評価いたしまして、評価欄に記号で記載してご

ざいます。このうち評価が△、×、□のものについて主にご説明させていただきます。 

  資料が前後して申しわけありませんが、先に△と×の評価の施策の説明後、□の評

価の説明とさせていただきます。別添資料３の１ページ、（１）の②、環境家計簿使

用の奨励につきましては、用語解説①にございます。こちらにつきましては、特段の

取り組みはしてございませんが、この環境家計簿自体一般的に浸透していないこと、

また日々の生活の中でこの環境家計簿作成には、各個人で作成するには負担が大きい

ことなどを理由といたしまして、施策の廃止を考えてございます。 

  次に、３の２ページをご覧ください。（５）の②、生ごみ処理機の設置助成、これ

につきましては購入設置助成金について平成22年度に行われました事業仕分けで不要
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の判定を受けまして、23年度限りで廃止となってございます。しかしながら、ごみを

削減していく上で生ごみの減量の重要性、こちらは市といたしましても認識してござ

いますので、平成25年度には市民団体のダンボールコンポストの会と共同いたしまし

て、ダンボールコンポストによる生ごみ堆肥化の説明会の開催や産業まつりを通して

ＰＲをいたしました。生ごみ減量施策につきましては、先ほども質問の中でございま

したが、費用対効果というのをこちらも考えまして、有効な施策というのを今後検討

してまいりたいと考えております。 

  次に、同じページの（５）の⑥、数値目標の達成評価、公表につきましては、毎年

度当初に毎年の廃棄物処理量の見込みを実施計画として公表してございます。翌年の

決算確定後、実際にどのぐらい処理したのかという実績値を公表してございます。そ

のほかに特段ごみの削減目標というのは毎年設定しておりませんが、削減目標はある

程度の期間を見据えて取り組むことが望ましいと考えておりますことから、一般廃棄

物処理基本計画にございます中間目標年度ですとか、計画目標年度の目標値を達成で

きるように引き続き有効な施策というのを実施してまいりたいと考えてございます。 

  次に、３―４ページをごらんください。（12）の⑬、一般廃棄物会計基準の導入、

ごみ処理単価の他自治体との比較評価の実施、こちらにつきましては、一般廃棄物会

計基準というのは余り聞きなれない言葉かと存じますので、用語解説④のほうにござ

います。一般廃棄物会計基準は、入力に関して明確なマニュアルがございませんので、

数値の入力に按分等が必要な場合に、こちら一般廃棄物会計基準を作成している担当

者のある程度の裁量になるなど、画一的な作成ができないこと。また、燃えるごみ一

つとりましても、各自治体ごとに燃えるごみの定義というのは違います。例えば、四

街道市では、プラスチック製品を全てプラスチック・ビニール類として、燃えるごみ

とは別の回収をしてございます。しかしながら、自治体によっては、四街道市以外に

なりますけれども、プラスチック製品の一部を燃えるごみ、可燃ごみとして回収して

いる自治体もございます。以上のようなことから、分別品目ごとの処理経費を他自治

体と単純比較ができないという問題点がございます。 

  以上のような理由によりまして、積極的な運用には至っておりませんが、平成24年

度に四街道市のごみ処理手数料というのを改定しまして、このときに市民の皆様にご

負担いただく手数料の算出根拠というのを明確にしておく必要がありましたことから、

一時的にこの一般廃棄物の会計基準というのを使いまして、数値を代入してごみ処理

原価を算出したという経緯はございます。 

  次に、３―５ページをお開きください。（19）の①、焼却飛灰のエコセメント化、

こちらにつきましては先ほどご説明したとおりでございます。 
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  次に、３―６ページをお開きください（21）の①、ごみ処理事業について、一般廃

棄物処理会計基準の視点から経費を分析し、適正な事業経営の判断資料とするにつき

ましても、先ほど一般廃棄物会計基準のところでご説明させていただいたとおりでご

ざいます。 

  続きまして、（22）の①、一般廃棄物処理システムを10の指標で評価し、事業経営

分析につきましても、一般廃棄物会計基準と同様に画一的なマニュアルというものが

ございませんことから、同じ理由で評価を△とさせていただいてございます。 

  資料が前後して申しわけありませんが、同じ別添資料３の３―２ページお戻りくだ

さい。□の評価となっております遅れた取り組みとなっているが、今後重点的に取り

組む施策についてご説明させていただきます。３の２ページ、（４）の⑦、家庭ごみ

の処理手数料の導入、こちらにつきましては、今後市といたしまして、特に先ほどご

説明しましたが、２Ｒ、ごみの発生抑制、あとリデュース、こちらに向けて市といた

しましても重点的に取り組んでいきたいと考えております。 

  まず、ごみの有料化につきましては、用語解説⑤に説明が書いてございますが、統

計では全国の自治体のうち約60％以上の自治体で既に有料化のほうを実施してござい

ます。四街道市に隣接する千葉市におきましても、平成26年２月より有料化を開始し

ておりまして、可燃ごみが前年比8.4％削減されたという実績がございます。このこと

から、四街道市におきましてもごみの発生抑制に有効な施策だというふうにごみの有

料化を捉えております。ごみの有料化につきましては、過去にこのごみ処理委員会で

も審議検討していただきまして、有料化は有効ということで審議は終わってございま

す。 

  次に、３―５ページをお開きください。（14）の①、効率的な収集場所の調査・検

討につきましても、今ご説明した有料化の実施と並行いたしまして、現状の集積所回

収にかわる、各家の前にごみを排出していた戸別収集、こちらにつきましても有料化

と一緒に検討していきたいと考えております。 

  次に、同じページの（16）から（18）、こちら一緒に説明させていただきますけれ

ども、こちらの中間処理施設の整備につきましては、今後皆様ご存じだと思うのです

けれども、早急な施設の整備を行うために皆様のご了解がいただければ、専門の検討

委員会を立ち上げたいと考えております。そのため、ここでの詳しい説明というのは

控えさせていただきますけれども、市の重点施策といたしまして積極的に進めてまい

りたいと思っております。本日は、地元吉岡区選出の委員の方もいらっしゃいますけ

れども、施設建設をお願いしております吉岡区での新施設建設に向け、市といたしま

して鋭意努力してまいりたいと考えております。 
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  続きまして、お手数なのですが、３―１ページにお戻りください。最後になります

が、評価は○、継続する取り組みとして位置づけておりますが、今後の検討が必要な

施策としてご説明させていただきます。（２）の②、発生抑制・再使用の推進のため

の制度の継続、充実、導入、こちらにつきましても良質な粗大ごみを補修・販売する

リユース工房の設置、こちらに関しましても新施設の整備と並行いたしまして検討を

していこうと考えております。 

  続きまして、同じページの（４）の③、エコショップの側面支援でございますが、

エコショップについては用語解説の②にございます。こちらにつきましては、広報等

で周知や未加入店舗への勧誘というのを積極的に行ったところなのですけれども、認

定店舗がここ数年増加してございません。原因といたしまして、市政だよりでエコシ

ョップとして、市のほうは広報しているのですが、そのほかに認定店舗に特別なメリ

ットがないことに加えまして、年度末の活動報告というのが市にしていただく必要が

ございますので、そういった事務量を増やしてしまうことなどが増えていかない要因

として考えてございます。今後、（４）の②、買い物袋持参運動との施策統合という

のも視野に入れて見直しを検討したいと考えております。 

  続きまして、（４）の②、買い物袋持参運動についても併せてご説明させていただ

きますけれども、こちらについても用語解説③に説明がございます。買い物袋という

か、一般的にマイバックと言われていますけれども、マイバッグというのは昨今ごく

一般的となっておりまして、四街道市で行っている買い物袋持参運動に加盟していな

い小売店舗独自にもノーレジ袋を行っている店舗もございますことから、行政主導の

事業としての必要性が薄れてきているのではないかというふうに感じております。 

  先ほどご説明したエコショップと一緒に統合とか、どういう施策にしていったらい

いのかというのを検討してまいりたいと考えてございます。別添資料３の説明は以上

でございます。 

 

〇荒井会長 ありがとうございました。ただいま事務局から現計画の評価と施策の取組

みについて、特に遅れた取り組みとなっているが、重点施策として検討しているもの、

縮小傾向にある取組み、廃止の検討をしている取組みという説明でした。これを精査

して次期の計画を立てていくことになると思いますけれども、何か委員の皆さん、ご

質問ありますでしょうか。 

 

〇阿部委員 ごみの有料化についてお尋ねしたいのですが、現在四街道市は、ごみは有

料化していないという意識のようですけれども、市民からすれば、特別な袋を買わな
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ければ、回収をしてもらえないわけですから、市が儲けをとっているかどうかは別と

して、有料化されているという意識だと思うのです。それで、具体的にこの専用の袋

を買わなければならなくなった時点で減少があったのかどうかというような、そうい

うデータはございますか。 

 

〇事務局 専用の袋ということでございますが、現在黄色い可燃の袋で、その前は実は

紙の袋でございました。導入したのが非常に古くて、大変申しわけございません。当

時の資料がもう残っておりませんので、その時点でごみ、分別も違っておりましたけ

れども、ごみが減ったかどうかというのは、大変申しわけございませんが、定かでは

ございません。 

 

〇阿部委員 わかりました。ただ、有料化、有料化というけれども、それはあくまで市

の観点であって、市民からは既に有料化されているというイメージがあるということ

だけはご承知おきいただきたいと思います。 

 

〇荒井会長 袋が有料だから有料化という意識があるということで、適正な水準に袋の

値段を入れる、例えば１枚、２枚でももう少し高く設定することも必要と考えられる

し、今小売店舗としても見られます。ほかにいかがでしょうか。 

〇日和委員 ３―２ページ、（５）の⑥番ですけれども、数値目標の達成評価、公表が

ありますけれども、これは先ほどの年度末に公表しているということで、目標値につ

いては今まで全く定めていないのですか。今言われたから、そういうふうに思います

けども、過去から環境省は目標値を設置していますよね。それから、今後はどうする

のか聞きたいと思いますけれども。 

 

〇荒井会長 事務局お願いします。 

 

〇事務局 ご説明いたします。目標値を設定していないのではございません。目標値に

つきましては、こちらのお手元にございます一般廃棄物処理基本計画につきましても

中間目標年度とか目標年度を置きまして、そこまでにごみを減量していこうという目

標値を定めております。先ほどご説明させていただきましたのは、毎年毎年ここまで

減らそうという目標は特別設けていないということで、一定のスパンでの目標はこち

らの計画でもございますが、それに向けて行政としても取り組んでいるところでござ

います。 



- 19 - 

 

〇日和委員 これは、要するに環境省が言っている毎年年度末にどれだけ達成できたら、

次どうするかというための指標ですよね。公表するというのは。だから、これはやは

り毎年度の目標値を設定したほうが、環境省が求めている数値以上の目標を達成する

原動力というか。長いスパンで見ていかないと。例えば５年とかの目標値だけでは確

実な達成率は少なくなるのではないですか。 

 

〇事務局 毎年の数値につきましては、行政といたしましても把握はしてございます。

ただ、その毎年毎年の数値に向けて何か特別な施策をやるという形で行っているとい

うものではございません。毎年の数値というのはもちろん把握はしてございますし、

その目標年度でありますとか、中間目標年度に向かっていろんな施策を取り組んでい

るというのは事実でございます。 

 

〇荒井会長 日和委員さんのご質問は、目標値を定めて取り組まないと、その達成状況

が評価できないでしょうということだと思うのです。それが市のほうは５年に一遍と

いうことでやっているけれども、もう少しピッチを細かくしたらいかがでしょうかと

いう、そういうご質問だったと思いますけれども。 

 

〇事務局 そういうご意見いただきましたので、市といたしまして検討していきたいと

考えております。 

 

〇荒井会長 議論するのは全然構わないですから、そういう目標値をどういう形で設定

して、どう評価していくというのが、やはり委員会の中での議論ですから、いいと思

います。次回のときに検討してみてください。 

  ほかに何かご意見ございますでしょうか。山口委員さん、女性の立場からいかがで

しょうか。菅谷委員さんも女性の立場からいかがですか。あまり分別したら大変だと

いうところとか、いろいろなご意見があるかと思いますけれども、よろしいですか。 

 

〇山口委員・菅谷委員 はい。 

 

〇荒井会長 ほかの委員さんで何かご質問ございましたら。 

 

○森委員 先ほどの目標値に関してなのですけれども、市全体の大きな全体の数字をぼ

んと出されて、何千トンを何千何トンにしましょうという目標値を出されても、一市
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民としては恐らく何をどうすればいいのかぴんとこないというか。数字を１年ごとに

出すのか、５年ごとに出すのかというよりも、どちらかというとどういう単位で出す

のかの全体の数だけ示されても、なかなかそれに向けて頑張ろうと言われても、ちょ

っと困る方のほうが多いというか。目標値をもし市民の方に提示するということであ

れば、それをどういうふうに達成するために、どういう手段があり得るのかというこ

ともあわせて広報をしないと、数字だけ見せられても多分皆さん途方にくれてしまう

かなと思います。 

 

〇事務局 森委員のおっしゃるとおりだと思います。それにつきましては、私どもとい

たしましても考えてございます。例えば産業まつりの際に１人、あとどれぐらいごみ

量を減らせば目標値を達成できるかというゲームを行いました。バケツいっぱいに入

れた石を使って目標を達成するための重さがあとどれくらいかというのを、実際に目

測で目標値の重さ分の石をとっていただき、はかりに載せてはかっていただいて、あ

とこのぐらいで目標値を達成できるという広報を行った経緯はございます。 

 

〇荒井会長 資料３―１ページ目に原単位が出ていますよね。１人当たり今842グラムで

すけれども、例えば今年の１年で10グラムですか、20グラムですか、その具体的な目

標を立てて取り組んでいったらいかがですかという委員さんのご提案だと思いますけ

れども。 

 

〇阿部委員 今のお話に関連してですけれども、ごみというのは市民が好きで出してい

るわけではなくて、生活上やむを得ず出るわけです。したがって、市民の恣意で減ら

すとかなんとかというのは、例えば生活水準を下げなさいとか、そういうことを言う

なら別だけれども、そうでない限りはそう簡単にいかないので、こういうようなもの

は、ごみを増やさないような包装だとか、むしろ上流のほうでもうちょっとやるべき

で、何となく市民の道義心に訴えるというのは聞こえはいいけれども、戦時中の竹槍

訓練と同じで、私にとっては少し有効ではないような気がするのですけれども。 

 

〇荒井会長 今のご指摘についてはいかがでしょうか。この資料３を見ていただくとわ 

かるのですけれども、循環型社会推進が、もともとは３Ｒと言っていたのですが、最近

では２Ｒが多くなってきて、その辺の背景について、森委員さん、ちょっと把握され

ていたら、解説をしていただけますか。 
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〇森委員 少し国のお仕事をさせていただいている関係で、３Ｒ、どちらかというと当

初は３Ｒ、それぞれ頑張っていこうという理念で訴えられたかと思うのですけれども、

いざふたをあけてみると、どうしてもリサイクルにかなりやっていること自体は偏っ

ているのではないかという。国の中でもそういったご批判があって、皆さんごらんに

なったことあるかどうかわからないのですけれども、ごみは先ほどおっしゃったよう

に、出したくてみんな出しているものではもちろんないわけです。水道の蛇口に例え

ると、じゃんじゃん水が上から出ていると。出てきたものを、幾ら頑張ってリサイク

ルで、下流のほうで回しても、あの上の蛇口をもうちょっと閉めないことには、もう

もはやリサイクルもシステムとして回らなくなってきているのではないかという。そ

ういう話が業界の中でも出ていまして、そうするとやっぱり上流の対策として減らす

というリデュースと、もう一回使う、それを結局リデュースにつながるのですけれど

も、リユースをすることで、上の部分の蛇口をもうちょっと締めましょうというほう

がコスト的にも労力的にも、ずっと効果があるのではないかということで、２Ｒがい

いのではないかというふうに今国全体としてそういう議論になってきているかなと思

います。 

  先ほどおっしゃったように、もちろん上流の対策として、企業自体が包装紙を減ら

すとか、そういった取り組み、詰めかえパックなんかもあるかと思うのですけれども、

当然そういった上流のメーカーさんの努力というのももちろん必要で、一方でそれを

きちんとやっぱり選んで買ってもらわないとメーカーさんもずっとそれができないと

いいますか、そのシステムを支えるために、市民の方にも環境にいいものを選んでも

らうという、ちょっと賢い目を養っていく必要があるのではないかというような、そ

んな話も出ているかと聞いています。 

 

〇荒井会長 ごみの排出抑制等、リユース、例えば私が子供のころ、普通に兄からのお

さがりを着ているということをやっていたのですけれども、そういったリユースをや

って、ごみの排出を減らす。よくリサイクルショップと言っていますが、あれはリサ

イクルではなくてリユースなのです。リサイクルというのは原料として戻すこと。例

えばペットボトル、これ排出されると、容リ法で回収をして、それをまたフレークに

して、繊維にしたりとか、ペットボトルにするとか、原材料に、それをリサイクルと

呼んでおります。だから、リサイクル、先ほど阿部委員さんがＬＣＡ考えたら、ライ

フサイクルコストを考えていかないと、リサイクルしたから費用がかかってしまった

ということもあるわけで、その辺に対する見直しが３Ｒでは２Ｒになってきたという

状況もありますけれども。とにかく適正に処理をして、やはり人々の環境美化、エコ
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支援者の確保と言っていますけれども、エコ支援者の確保をして、なおかつ限りある

資源をなるべく次世代に残していこうよということが役割だと思いますので、ぜひ知

恵を絞っていきたいと思っております。よろしいですか、そういうことで。 

  ほかに何かご質問がありましたら、よろしくお願いします。議論はどんどんしたほ

うが、よりいい計画ができると思いますので、なるべく。こんなこと言うと笑われて

しまうとか、そんなこと気にしないで、どうぞおっしゃっていただければと思います。

今日は初回ですので、このぐらいにしていきたいというふうに思いますけれども、何

かご意見ございますでしょうか。 

 

〇古川委員 私と吉岡の２人、合計３名が農村地帯の農家なのです。ごみの専門家の皆

さんの意見を聞いていまして、目からうろこが落ちたような感じで伺っていました。 

  ただ、農家はもともとがおっしゃるように３Ｒの世界なのです。もったいなくて捨

てるなど、そんなこともないし、もともと生ごみは堆肥にしたり、豚のえさにしたり

とか、紙は昔でしたらトイレに使ったり、メモ用紙に使ったり、ですから皆さんがお

っしゃる減らせ、減らせなんていうのは、農家では当たり前の話なので、我々そうい

うことで、まさに次世代の先端を行っているのかという感じがします。 

  ところが、その農家に対して、市のほうで皆さんプロがこういうふうに決められた

ことが厳しくなればなるほど、農村地帯の不法投棄が増えるのです。しかも、その皆

さんのおっしゃる計画そのものが大体農村に設置されるわけです。リユースを心がけ

ている農村地帯がそういう被害を、皆さんが進められるところで葬っていくと、そう

いうことをひしひしと今感じました。この辺も最終的な出口の討論としてぜひ吟味い

ただきたいと思います。プロの皆さんで、我々、百姓はそれぐらいしか言えません。 

 

〇荒井会長 江戸時代は究極のリサイクル社会だという。今のご指摘、ごもっともだと

思いますので、そういった議論も含めて、今後もうまくやってまいりたいと思います。 

 

〇古川委員 ごみの専門家ではないので、３Ｒだとか何だとかわからないのです。それ

はちょっと議論についていけませんので、私ども農村のこともお考えいただくという

ことで、トータルで減らさないと、原子炉ではないのですから、入り口で何かがちゃ

がちゃやったって、捨て場がないと困ってしまうのです。ですから、やってもらいた

いと思います。 

 

〇荒井会長 そういう議論を重ねていくということでよろしいですか。 
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〇事務局 はい、よろしくお願いいたします。 

 

〇荒井会長 忌憚のない議論をしていきたいと思います。 

 

○古川委員 百姓のたわ言だとは思いますが。 

 

○荒井会長 たわ言ではありません。立派なご意見です。 

 

〇荒井会長 ほかになにかご質問ご意見等がありますか。特にないようでしたら、用意

された議題はこれで終わりにさせていただきまして、その他について事務局からご提

案願います。 

 

〇事務局 会長、次回の導入になってしまうのですけれども、もう少しだけ資料をご説

明させていただいてよろしいですか。 

  資料３―３ページの最後になりますがご覧ください。大項目の２のごみ処理基本計

画の数値目標について簡単にご説明いたします。こちらについては、冒頭の今後のご

み処理対策委員会のほうの予定でもございましたとおり、第２回目の主な議題となる

わけでございますが、数値目標について簡単にご説明させていただきます。現計画で

は、先ほどお話しにありましたごみの排出原単位を中間目標年度までに19年度の実績

値から１人１日当たり145グラム減らすことを目標としてございますが、現在の数値と

いたしまして、１人１日当たり100グラム程度しか削減ができていない状況でございま

す。この状況を踏まえまして、次回以降になりますが、新たな施策の決定ですとか目

標値というものの見直しについてご議論いただければと思います。以上お配りした資

料の説明でございます。 

 

〇荒井会長 どうもありがとうございました。資料３―３ページ、数値目標として19年

から21年までに145グラムのごみの減量を目指すというような、現在は100グラムしか

達成できていない。その辺も含めて議論等があればいかがでしょうか。 

 

〇矢澤委員 今日のご説明で、実態の中で、例えば１日、四街道の場合、１人何グラム

とか、リサイクル率が24％とかというご報告をいただきましたけれども、これから次

回以降施策を決定していく中で、例えば四街道市の置かれている現状というのが、他

の自治体と比べて優れている点と劣っている点、優れている点は、とにかくやらなく
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ていいという意味ではないけれども、どの辺の頑張り具合があるということと、それ

からほかの自治体で優れているところ、ほかの自治体のほうが優れているということ

については、その自治体はどういう施策をとっているのか。それが四街道に当てはま

るかどうかは別にして、先進事例を参考にするとか、それから阿部委員が袋を決めた

ら上がったかどうかという話がありましたけれども、例えば最近では千葉市が大幅に

袋代を上げて、大分ごみが減ったという話を聞いております。そういう事例を集めな

がら、いろいろ施策を出されたらいかがかというふうに思います。 

 

〇荒井会長 先進事例、あるいはそれと比較して、今四街道市はどのようなまち、ある

いは千葉市の有料化の状況なんかも勘案して施策を出したらどうかということでしょ

うがよろしいでしょうか。 

 

〇事務局 はい、次回皆様にご提示できるようにしたいと思います。 

 

〇荒井会長 よろしくお願いします。それでは、議題１から３番までは以上としまして、

４番のその他について。 

 

４．その他 

 

〇事務局 その他について、次回の委員会の会議日程についてご案内させていただきま

す。第２回目の委員会の開催ですが、引き続き一般廃棄物処理基本計画の策定につい

て協議していただきたいと考えております。開催の日時ですが、来年１月22日の金曜

日、14時からを考えておりますが、ご異議はありませんでしょうか。 

 

〇荒井会長 第２回はお互いにやっとなれてきたので、濃く深い議論もできるのではな

いかなと思うのですけれども、１月22日金曜日、14時からということでいかがでしょ

うか。 

 

［異議なし］ 

 

〇荒井会長 それでは、１月22日金曜日、14時から第２回を開催いたしたいと思います。

どうもありがとうございました。 
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〇事務局 それでは、開催につきましては、改めまして通知を差し上げますので、よろ

しくお願いいたします。事務局からは以上です。 

 

〇荒井会長 それでは、委員の皆さん、何かその他ということでございましたらよろし

くお願いします。 

 

［発言する者なし］ 

 

〇荒井会長 ないようでしたら、これで議事終了ということで、事務局にお返ししたい

と思います。 

 

５．開 会 

〇事務局 長時間にわたりまして、委員の皆様におかれましては慎重審議大変ありがと

うございました。以上をもちまして平成27年度第１回四街道市ごみ処理対策委員会を

閉会といたします。 

  ありがとうございました。 

― 終了 ― 


