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平成２７年度 第３回 四街道市ごみ処理対策委員会議事録 

 

開催日時  平成２８年２月２５日（木）１４：００～１５：５０ 

会  場  四街道市保健センター３階 第２会議室 

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

日和委員、古川委員、森田委員、永野委員、山口委員 

欠席委員  櫻井委員、福田委員、森委員 

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：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    ０名 

 

≪会議次第≫ 

１ 開 会 

２ 諮 問 

  「四街道市における一般廃棄物処理施設の施設整備について」 

３ 議 事 

１）専門部会の設置について 

２）専門部会委員の選任について 

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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１ 開 会 

 

〇事務局 定刻となりましたので、ただいまから平成27年度第３回四街道市ごみ処理対

策委員会を開催いたします。本日は11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しておりますが、一般廃棄物処理基本計画素案と資料１と２、

それから本日追加でお手元に資料３をお配りさせていただいております。資料が不足

している委員さんがおりましたら、お手数ですが事務局まで申し出願います。 

  それでは、本日お配りいたしました会議次第によりまして進めさせていただきます

ので、よろしくお願いを申し上げます。 

  まず、会長より一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

〇荒井会長 皆さん、こんにちは。今朝の天気予報を見てみましたら千葉のほうが雪で

あるという報道がされていまして、寒いのかなと思って確認してきたのですけれども

雪はなくて寒いことは寒いのですけれども梅の花が咲いて、あるいは河津桜が咲いて

いるというような、春に向かっているというような状況を見て安心したところであり

ます。この委員会も同様に、やはり一つの方向に向かっているわけですけれども、よ

くわかる点、よくわからない点があって、行きつ戻りつしながらだんだん前へ進んで

いくのかなという気がいたしております。 

  そういう意味で、事務局で手際のよい説明をいただいて皆様の理解を深めたうえで

前に進めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、本日の会議は次第の２項目に諮問事項がございますので、事務局よりお

願いします。 

 

２ 諮 問 

〇事務局 それでは、本日の諮問事項でございます。四街道市長より四街道市ごみ処理

対策委員会に諮問をさせていただきます。 

 

〇市 長 それでは、四街道市における一般廃棄物処理施設の施設整備につきまして諮

問させていただきます。 
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  四街道市ごみ処理対策委員会設置条例第２条の規定により、下記の事項について諮

問いたします。 

  記の１といたしまして、廃棄物処理施設整備基本構想について、２といたしまして

廃棄物処理施設の機種選定について。 

  四街道市ごみ処理対策委員会会長、荒井喜久雄様、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

〇事務局 それでは、ここで四街道市長より一言皆様のほうにご挨拶を申し上げます。 

 

〇市 長 ただいま四街道市における一般廃棄物処理施設の施設整備について諮問をさ

せていただきました。去る１月17日に四街道市の吉岡区におかれましては、次期ごみ

処理施設の建設を認める前提で四街道市と協議に入ると、そのように決定をしていた

だいたところでございます。そして、２月12日には吉岡区と四街道市は施設建設や地

域振興事業等につきまして協議を行うために基本合意書を取り交わしました。そして、

「次期ごみ処理施設等に関する連絡協議会」を設置したところでございます。 

  新しい施設は今後の四街道市のごみ処理施設をさらに効果的かつ効率的に進めてい

くうえで重要なものでありますとともに、全市民にとりましても良好な生活環境を維

持していくうえで必要不可欠なものでございます。 

  さらに、施設整備を行う上で、環境を保全し、公害を出さない、そして環境負荷の

少ない安心安全な施設の整備が求められておるところでございます。従いまして、本

日諮問させていただきました施設整備構想、これは四街道市のごみ処理行政にとりま

して大変重要なものでございますので、委員の皆様におかれましては、それぞれのお

立場からさまざまな視点で貴重なご意見を賜りますようよろしくお願いを申し上げま

す。 

  皆様方、これから慎重審議ぜひともよろしくお願いをします。どうぞよろしくお願

いします。 

 

〇事務局 ありがとうございました。 

  市長は、所用のためにここで退席させていただきます。委員の皆様、ご了承のほう

をお願いいたします。 

  それでは、これより議事に入らせていただきます。 

  それでは、荒井会長よろしくお願いをいたします。 
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３ 議 事 

〇荒井会長 それでは、これより会議に入ります。 

  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

いたします。今回の会議については、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、今回の会議は公開で行います。事

務局につきましては、傍聴人の方がおられましたら、入室を許可してください。 

 

〇事務局 傍聴はございません。 

 

〇荒井会長 傍聴はないということでございますので、引き続き議事に移ってまいりた

いと思います。 

  お手元の会議次第の３の議事の１点目「専門部会の設置について」事務局より説明

をお願いします。 

 

３‐１）専門部会の設置について 

 

〇事務局 それでは、先ほど市長より諮問がございました「四街道市における一般廃棄

物処理施設の施設整備について」の諮問文書の写しが皆様のお手元にあると思います

が、これから市が新ごみ処理施設整備をするに当たりまして、施設整備基本構想等を

策定する必要がございます。施設整備につきましては、資料３をご覧いただきたいと

思います。先ほど市長の挨拶の中にもございましたが、去る２月12日に吉岡区と施設

整備の前提となる基本合意書を取り交わすとともに、施設建設や地域振興事業等につ

いて協議を行うため「次期ごみ処理施設等に関する連絡協議会」を設置いたしました。

皆様には今後、施設整備構想等についてご議論をいただきたいと思いますが、施設整

備につきましては専門性を有するため、施設整備についての専門部会を立ち上げてい

ただきまして、専門部会で検討いただけたらと考えております。 

  つきましては、四街道市ごみ処理対策委員会条例第７条に基づきまして、部会の設

置をお願いしたいと存じます。 
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〇荒井会長 ありがとうございます。ただいま事務局より説明がありましたが、新ごみ

処理施設整備に関するさまざまな検討を行うために、新ごみ処理施設整備に関する専

門部会の設置についての提案がございました。皆さんいかがでしょうか。 

 

［異議なし］ 

 

〇荒井会長 ありがとうございます。それでは事務局提案のとおり、新しいごみ処理施

設の細部につきましては、専門部会に設置して検討してまいりたいと思います。 

  次に、引き続き議事の第２点目「専門部会委員の選出について」事務局より説明願

います。 

 

３‐２）専門部会委員の選任について 

 

〇事務局 専門部会に属する委員につきましては、四街道市ごみ処理対策委員会条例第

７条第１項の規定によりまして会長が指名するとなっております。荒井会長より選出

をお願いいたします。 

 

〇荒井会長 事務局よりメンバーについての何か案がございましたら、ご提示願いたい

のですが。 

 

〇事務局 事務局案といたしましては、これから名前をお呼びさせていただきますが、

副会長の矢澤委員、阿部委員、岡田委員、櫻井委員、古川委員、永野委員、それと加

えまして技術的なところからいろいろご意見等いただきたいということで、臨時委員

といたしまして全国都市清掃会議より林田耕作技術部課長、それから千葉大学名誉教

授の立本英機先生、本日はいらっしゃいませんが、この２名を加えまして、合計で８

名によりお願いしたいと思っております。事務局の案としては以上でございます。 

 

〇荒井会長 ありがとうございます。ただいま部会のメンバーについて事務局より具体

的なお名前がありましたが、この８人で進めていくということでいかがでしょうか。 

 

［異議なし］ 

 

〇荒井会長 特にご異論がなければ、このメンバーで部会を構成するということにいた
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したいと思います。 

  では、矢澤副会長、阿部委員、岡田委員、櫻井委員、古川委員、永野委員、林田課

長、立本教授の８名に当市の一般廃棄物処理施設の施設整備について検討いただきた

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  では、引き続きまして、次第の第３番目、一般廃棄物処理基本計画につきまして事

務局より説明をお願いします。 

 

３‐３）一般廃棄物処理基本計画について 

 

〇事務局 それでは、説明の前に申しわけございませんが資料の訂正をお願いしたいと

思います。一般廃棄物処理基本計画（素案）の冊子の１ページ目の１．１「現行計画

について」の４行目でございます。お手元の素案では「生活排水所利率100％」となっ

ているところの漢字を間違えておりまして、正確にはごみ処理とかの「処理」の漢字

になっていますので、こちらに訂正させていただきたいと思います。こちらで訂正と

いうことでおわび申し上げます。申しわけございません。 

  それでは、引き続き説明をさせていただきます。本日お配りいたしました会議次第

の内容説明に入る前に、前回の会議で岡田委員のほうからご質問がございました町田

市の粗大ごみリユース事業につきまして、お答えを保留させていただいた箇所がござ

いましたので、その点につきましてまずご回答を申し上げたいと思います。 

  岡田委員からのご質問は、「町田市の粗大ごみの修理、販売を行っている市の外郭

団体であるまちだエコライフ公社につきまして、この事業に関する費用はいくらぐら

いかかっているのか」ということでございました。まちだエコライフ公社は前回ご説

明しましたように排出された粗大ごみの修理、販売をシルバー人材センターに委託を

しておるわけでございますが、このシルバー人材センターへの委託契約というのが少

し特殊でございまして、委託料というのが明確には決まっていないということでござ

います。では、一体どのような契約になっているのかと申しますと、シルバー人材セ

ンターは売り上げの４％をまちだエコライフ公社に還元するということと、おおよそ

でございますが2,000万円以上で売り上げをしてくれるという契約内容になっていると

いうことでございます。 

  実際の経費についてでございますが、26年度の実績では売り上げが2,352万円でござ

います。そして、歳出は人件費が2,082万円、修理材料費、粗大ごみを修理して販売す

るわけでございますが、その材料費が164万円、あと事務費が106万円、こちらについ

ては公社に、先ほども申し上げました４％の還元費が含まれているということでござ
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います。以上でございます。 

 

〇荒井会長 ただいまの説明について、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。 

  私のほうから教えてもらっていいですか。とにかく売り上げはその年その年によっ

て違うけれども、それはそのうちの４％をエコライフ公社のほうに上げれば、あとは

シルバー人材センターのほうの収入となって、シルバー人材センターで働く人の人件

費、あるいは材料費に充てられるというふうに考えていいわけですね。 

 

〇事務局 おっしゃるとおりでございます。 

 

〇荒井会長 ありがとうございます。お金が入るというのは、毎年毎年違うということ

ですね。 

 

〇事務局 そうです。 

 

〇岡田委員 これを足していくと、全部2,352万円になるということで、プラス・マイナ

スゼロということでよろしいですか。できたような数字ですけれども。 

 

〇事務局 こちらは、私どもが実際に問い合わせて聞いた数字なのですけれども、この

人件費については内部事情により上げたり下げたりというのはあるのかもしれないの

ですけれども、こちらの公社さんではプラス・マイナスゼロでやっていらっしゃると

いう、これだけではなく、ほかの事業も当然やっていますので、この事業に関しては

こういう収支になっているということだと思います。 

 

〇荒井会長 シルバー人材センターを維持していくためのお金は残したいということで

すね。 

 

〇事務局 そうです。この事業に関しては94万円が還元費で、106万円が事務費となって

いますので、多少差はあるのですけれども、その事務費がどういうふうになっている

のかはこちらでお聞きはしていないのですけれども、一応そういう趣旨になっている

ということでございます。 

 

〇岡田委員 そうすると粗大ごみの手数料400円でしたっけ。その手数料収入は。 
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〇事務局 それは市に入るお金です。 

 

〇岡田委員 それはどこに行ってしまうのですか。 

 

〇事務局 市が歳入として。これをやっているエコライフ公社というのは市の組織では

ないところなので。 

 

〇岡田委員 その400円は、市に入るということですが、いくらになっているのですか。 

 

〇事務局 市の粗大ごみの歳入ということですか。 

 

〇岡田委員 400円掛ける何件。 

 

〇事務局 そのデータは今持っていないので、町田市に確認しないといけないのですが。 

 

〇荒井会長 粗大ごみを収集した収入は、市の収入400円ですと100個あれば４万円です

か。 

 

〇事務局 こちらでは今データとして持っていないので、町田市に問い合わせて収集し

た歳入を確認しないといけないので、すみません。 

 

〇荒井会長 その集めた粗大ごみのうち、ちょっと直せば使えそうなやつはエコライフ

公社に持っていってシルバー人材センターがきちんと直して販売していくと。販売し

たお金は、このシルバー人材センターが自分たちでやれば人件費としてほとんどなっ

ているという、そういう感じですか。 

 

〇事務局 おっしゃるとおりです。 

 

〇荒井会長 では、次回で結構ですから、どのくらいの粗大ごみが出ているのか。 

 

〇事務局 はい、わかりました。 

 

〇荒井会長 お金ではなくて数で、どのくらい売っているのか調査をお願いします。 
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〇事務局 はい、こちらで調べておきます。 

 

〇荒井会長 ほかに今の町田市の件について、何かご質問よろしいでしょうか。 

 

［発言する者なし］ 

 

〇荒井会長 では、ないようですから一般廃棄物基本計画（素案）について説明を願い

ます。 

 

〇事務局 それでは、資料の一般廃棄物処理基本計画（素案）についてご説明させてい

ただきます。 

  お配りいたしております素案につきましては、若干記載事項等につきまして検討中

の箇所がございますので、これからご説明いたします計画の内容とともに、そのあた

りにつきましてもご意見を賜りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

  では、まず素案の１枚目をめくっていただきまして、目次のほうで本素案の構成内

容を確認していただきたいと思います。まず、第１章の１ページから６ページで、一

般廃棄物処理基本計画につきまして、現行の計画と計画策定後の社会状況の変化の検

証を行うとともに、本計画の基本事項につきまして策定の目的や計画期間、対象廃棄

物、計画の位置づけなどを記載してございます。 

  次に、第２章が７ページから67ページで一般廃棄物処理基本計画となっております。

２．１、ごみ処理の現状では分別区分や処理方法、排出量、施設の状況、処理経費等

のごみ処理の現状分析及び現行計画の取組状況とそれを踏まえたごみ処理の課題等を

まとめてございます。 

  続きまして、２．２、ごみ処理に関する計画が46ページから67ページとなっており

ますが、この部分が今回策定する計画の主要部分となっておりまして、策定する計画

の目標年度の平成37年度までのごみ処理の基本方針ですとか目標数値、またごみ処理

予測と取り組んでいく各施策をまとめてございます。 

  続きまして、内容に関して現計画から主な変更点を中心にご説明させていただきま

す。まず、３ページの１．３．１、基本計画策定の目的をご覧ください。策定目的に

つきましては、循環型社会の形成推進を意識し、３Ｒの推進を中心に廃棄物を減量、

削減していくというのが現行の計画と同様ではございますが、加えまして３Ｒの中で

もリサイクルより優先して２Ｒ、つまりリデュース、リユースの取り組みを、廃棄物

の発生の上流から減量するという考えを取り入れて策定しております。 
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  続きまして、47ページをご覧いただきたいのですが、こちらは一般廃棄物処理基本

計画の基本的方針の部分でございますけれども、基本方針１につきましては、現計画

では「３Ｒの推進」となっておりましたが、今回策定する計画ではご覧のように「２

Ｒを意識した３Ｒへの推進」としまして、今ご説明しましたように２Ｒをより意識し

た取り組みに向けてというように変更をしてございます。 

  次に、48ページの目標数値についてご説明させていただきますが、今計画における

具体的な目標としまして、記載の４つの指標を定めることといたしました。１つ目が

１人１日当たりのごみ排出量、２つ目が家庭系ごみの排出量、３つ目がリサイクル率、

そして４つ目が最終処分率でございます。これらの指標の具体的な設定根拠等につき

ましては、49ページ以降に記載がございます。 

  では、51ページをご覧ください。まず、この指標を定めるにあたりましての前提に

ついてご説明させていただきます。将来人口につきましては、平成28年１月に策定さ

れました「四街道市人口ビジョン」を使用してございます。こちらは、2023年の９万3,

000人を当市の人口のピークといたしまして、その後は国や県の計画と同様の合計特殊

出生率を2.07と見込んだうえで、人口が徐々に減少していくという推計になってござ

います。そして、2030年には人口は９万600人と推計されております。 

  また、目標値を設定するに当たりましては、49、50ページに記載しておりますが、

環境省の「第３次循環型社会形成推進基本計画」及び「廃棄物の減量その他その適正

な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」を参考に

しております。 

  それでは、目標について１つずつご説明させていただきます。再び48ページにお戻

りください。まず、１点目の１人１日当たりのごみ排出量につきましては、平成26年

度現在842グラムであるのを、平成37年目標年度までに１人１日当たり789グラムに減

らすことを目標としております。 

  ごみ排出量予測につきましては、トレンド予測というのを使いまして算出しており

ます。資料の２をご覧ください。トレンド予測と申しますのは、過去の当市のごみの

排出原単位をもとに描かれた関数と資料２に記載があります等差級数、等比級数等複

数の関数を比較いたしまして、過去の当市のごみの排出原単位をもとに描かれた関数

に最も近い関数を将来推計の関数として採用し、今後の目標値を設定するものです。 

  通常は資料２の下から２行目でございますが、相関係数が１に近いほど過去の当市

のごみの排出原単位をもとに描かれた関数に近いということになりますが、今回は当

市のごみが近年、年々減少傾向にあることから、相関係数が１に最も近い相関係数0.9

40278の２次曲線を採用しますと、上の折れ線グラフを見ていただきたいのですが、２
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次曲線は急激な減少を示す×の折れ線グラフとなっておりまして、こちらを採用しま

すと、将来のごみ排出量予測として、とても現実的ではございません。 

  そこで、残りの関数を見ていただくと、折れ線グラフはおおよそ同じ値での傾向を

示しておりますので、この中で生活系ごみについては、今計画では減量値に最も無理

のない、すなわち減量の程度の最も少ない修正指数の関数を採用することといたしま

した。 

  今申し上げましたように、将来予測で採用した関数は最も無理のないものを採用し

たというご説明をさせていただきましたが、先ほど49ページで見ました国の目標値に

ついては、その値をクリアしている目標値となっておりますので、そのことをご承知

いただきたいと思います。 

  次に、資料２の裏面をご覧いただきたいのですが、こちらについては、今生活系ご

みのご説明をさせていただきましたが、今度こちらは事業系ごみの将来推計値につい

ての記載でございます。こちらも生活ごみ同様にトレンド予測というのを用いて将来

ごみ量を推計してございますが、事業系ごみも生活系ごみ同様、平成23年度以降大き

く減少しておりまして、過去の当市のごみの排出原単位をもとに描かれた関数とさま

ざまな関数を比較いたしましても、全ての関数が引き続きごみが減少の一途をたどる

という関数になっておりまして、こちらについても現実的ではございません。 

  そこで、当市の事業系ごみの排出原単位は、前回の資料でもお示しはさせていただ

きましたが、全国的にも千葉県内でもかなり少ない値となっていたことと、また事業

系ごみの適正排出の励行による生活系ごみの移行も考えられますので、目標値につい

ては現状を維持していくということで、将来値を推計してございます。 

  また、ごみ排出量予測と原単位の前提の話になりますが、51ページの（３）の②に

もございますとおり平成33年度に家庭ごみ、具体的には可燃ごみと不燃ごみの有料化

を実施したものとして推計を行っております。 

  そして、48ページの平成37年度の目標値の１人１日当たりのごみ排出量789グラムに

ついてですが、ごみの有料化先進自治体の事例を参考に、家庭系ごみの有料化実施に

つきまして、可燃ごみが10％、不燃ごみが５％削減したことを想定し、その減量があ

った後に若干のリバウンドがあったと想定しまして、目標年度には有料化の減量効果

が当初の80％を維持しているとしました。 

  なお、先進自治体では15％以上の削減効果があったという報告もございますが、当

市におきましては安全側といいますか、そういう立場に立った考え方を採用したとい

うことになります。 

  次に、53ページにはごみの排出量とごみの排出原単位の推移をお示ししてございま
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す。平成33年度よりごみの排出量とごみの排出原単位がともに減少しているのを見て

いただけると思うのですが、こちらは今ご説明させていただいたごみの有料化の実施

を見込んだため減っているということになります。上の折れ線グラフになりますが、

平成33年度から２つに分かれていますが、下の折れ線グラフが有料化を実施した場合

の数値でございまして、上が有料化を行わなかったらこのぐらいの値で推移するとい

う数値を載せてございます。 

  資料の１をお開きください。こちらの表につきましては、一般廃棄物処理基本計画

の資料編として掲載予定のものでございます。数値につきましては、今ご説明しまし

たとおり、「四街道市人口ビジョン」の将来人口の推計を前提といたしまして、トレ

ンド予測によりごみの排出量とごみの排出原単位を算出したものでございます。可燃

ごみ、プラスチック・ビニール類等の分別品目別の原単位につきましては、過去の当

市の実績値からごみ総排出量に占める各分別品目の割合をもとに按分した数値となっ

ております。 

  今ご説明してきましたごみの排出量や排出原単位につきましては、第１回の会議に

おきまして日和委員のほうから１年ごとの目標値を設定したほうがいいのではないか

というご意見もいただきましたが、環境省等の計画につきましても、例えば32年度ま

でに平成12年度比で25％削減というような目標値の設定を行っていることと、また、

ごみ減量の施策につきましては即効性の有無などもございますことから、ある程度、

長期的なビジョンで取り組ませていただきたいと考えておりますので、目標年次につ

きましては平成32年の中間と37年の目標年度ということにさせていただければと存じ

ます。 

  しかしながら委員がおっしゃられますようにごみの減量に向けてある程度の数値的

な目標の見える化というのは有効だと考えておりますので、資料１にもございますよ

うに、目標年次や計画年次に向けまして、各年の推計値を設定しまして策定する計画

の資料編に掲載予定ではございます。また、市といたしましても各年度の実績を把握

し減量に向けて取り組んでいきたいと考えておりますので、ご理解いただければと存

じます。 

  一度こちらで質疑、ご意見等賜ればと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

〇荒井会長 私から聞きたいのですけれども、まず一般廃棄物処理基本計画の素案にな

るものを今日の検討だけで決めてしまうのか、また今日の検討をさらに手探るのか。

それからもう一つ、ごみの排出量が非常に問題になっているわけですけれども、行政

的にはごみの排出量というのはどんな意味を持つのか、その２点を教えてください。 
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〇事務局 このごみ処理基本計画の検討につきまして、今回と次回は案になろうかと思

いますが案についても検討はいただきたいのですが、第１回でご提示しました今後の

スケジュールのとおり答申も行いたいと考えておりますので、あらかじめ今日の段階

でおおよそお認めいただければ、案の段階でもご審議はいただきたいとは考えておる

のですが、具体的に大きくこうしたほうがいいのではないかという点については今回

ご意見等を賜ればなと考えております。 

 

〇荒井会長 ごみ量の推計というのは、どんなことに使われているのか。 

 

〇事務局 ごみの推計値は今後ごみ処理施設を建設していきますので、ごみ処理施設を

建設するに当たりまして当然どのぐらいの量が出るか、どのぐらいの規模の施設をつ

くるとかという前提にもなってきますので、そちらを把握していくことは今後のごみ

処理施設で先ほど諮問もございましたが、整備に関しまして具体的な数値、建設につ

いての大もととなる数値となろうかと思います。 

 

〇荒井会長 それ以外にも、例えばごみの収集とか運搬体制をきちんと決めるためには

ごみはどのぐらいですとか、わからないとできないと。 

 

〇事務局 おっしゃるとおりです。 

 

〇荒井会長 まちにごみを残さないためにはきちんとした計画をして、きちんとした車

両の整備なり施設の整備をしていくということが必要だと考えていく。 

 

〇事務局 おっしゃるとおりです。 

 

〇荒井会長 はい、わかりました。それではそういう条件のもとに今まで説明あった内

容について何かご質問ありましたらお願いします。 

 

〇阿部委員 個々の問題等に入る前にごみ量についての市の考えをちょっと知りたいの

ですが、ごみの量というのはある意味では生活水準を反映するものでもあって、みん

なの生活が向上すれば増えるというところがあるわけです。ですから、減ればいい、

減ればいいというのは、どんどん貧しくなっても減っていいのかですね。 

  それからもう一つは、市民にとってみるとごみというのは出したくて出しているわ
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けではなくてやむを得ず出るものであると。そういう意味では、閣議決定なんかのよ

うな国の施策としては減らすということは大きい問題だと思いますけれども、市のレ

ベルではあまりできることが少ないのではないか。例えば大規模な製造業者に対して

包装を簡単にするようにとか、そういうことはなかなか指示しがたいだろうし。そう

すると、何か市民に対して減らせ、減らせという精神論だけで竹やり論みたいなこと

のように満ち満ちていると、私はこれを拝見して思ったのですけれども、そこら辺に

ついてどうお考えですか。要するに市民の生活を貧しくしてでも減らしたほうがいい

ということですか。 

 

〇事務局 委員おっしゃられる趣旨は理解しました。ただ、貧しくなってもいいという

ことでは決してなくて、最近の社会情勢というのでしょうか、使い捨ての社会とかっ

て、やっぱり100円ショップですとかそういうものが、私も実際個人的には利用してし

まうのですが、そういうものというのはやはり傘にしても何にしても壊れやすくて、

１回使ったらもう使わないみたいな風潮が若者を中心に、そういう時代というか、社

会になってしまっているような気がします。そういうのを多少なりとも見直していた

だいて、昔はいいものを買って修理なんかをして長く使ったというのを私の親なんか

は言っていましたし、貧しくなってもいいということではなくて、そういう生活のち

ょっとした考え方を変えていただいて何でも使って捨てればいいよという、安ければ

買ってというのはちょっとどうなのかなというふうには感じていまして、貧しくなく

てもいいということを決して考えているわけではございません。 

 

〇阿部委員 わかりました。 

 

〇事務局 今、上原が説明したとおり、一つは物を大事にする、あるいは物を長く使っ

ていく、そういう視点も大変重要だと思います。それからもう一点、やはりごみはど

んな形をとっても消えてしまうということはないのです。例えば燃せば灰が残る。日

本というのは非常に国土が狭いわけですので、最終的には最終処分に至るわけですけ

れども、その最終的に処分する最終処分量を総じて減らしていこうと、これが国の大

きな方針なわけです。ですから、その中には当然リサイクル、あるいはリデュース、

リユースがあると。従いまして、阿部委員さんの貧しいというところを目指している

わけではなくて、ごみに投じられるお金というのは当然限りがあります。限りがあり

ますけれども、やはり最終処分という量を減らしていくという視点も非常に私どもは

重要であろうと考えております。決して市民生活が貧しくなればいいということを考
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えたわけではございません。 

 

〇矢澤副会長 計画実現のための取り組みというメニューが後でご説明ありますよね。

その中に例えば貧しい暮らしを目指すとかそういうのは恐らくないと思いますので。

その目標値に向かってこういう施策を展開していきますというものが、こういう施策

でそれが本当にいくのかどうかというところは議論が必要ですし、今言った追跡が必

要だと思います。 

  ついでに質問してよろしいでしょうか。先ほど資料２のトレンド予測でロジスティ

ックを採用しましたと説明がありました。等差級数や直線、等比級数とかは何となく

わかるのですが、ロジスティックというのはどういう手法なのでしょうか。 

 

〇事務局 こちらにつきましては、ちょっと数学的というかコンサルさんにおいでいた

だいていますのでコンサルさんのほうから説明を。 

 

〇コンサルタント ロジスティックとは推計手法の一つでございまして、時系列分析に

よる推計ということで、今回お示しした資料には、推計式が書いてございませんけれ

ども、式といたしましては正確には最小二乗法ロジスティック曲線といいまして、や

はり指数関数の一つの式でございます。例えば、y＝１－ｅｘｐ(a－bx)分のＫが分布

に来まして、それに乗数がかかって、ちょっと言葉で言うとなかなか表現しづらいの

ですけれども、いずれにいたしましても指数関数の一つの式でございまして、資料と

して改めてご提示させていただきたいと思います。これは、２次曲線、べき曲線、ロ

ジスティック、それから直線、指数曲線、修正指数ございますけれども、全て最小二

乗法の曲線ないしは直線への回帰式でございます。 

  ロジスティックは上限の値をちょっと設定いたしまして、例えばこれ以上大きくな

らないような形で推計するときによく使われております。ですから、今回もロジステ

ィックの上限値としては、例えば四街道市さんのごみ処理の最大値を入れたり、ほか

の手法としては最大値に20％割り増しをしたような値を入れて計算をしております。

改めて式をご提示させていただきます。 

 

〇矢澤副会長 多分式を見てもわからないと思います。 

 

○岡田委員 ロジスティックの用語の意味を言ってくれればわかりますか。ロジスティ

ックというのは、日本語で何というのか。 
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〇コンサルタント ロジックというのが論理的という意味もございますけれども、日本

語で考えたことがございませんので、ロジスティックという形で通常使っておりまし

た。 

 

〇荒井会長 次の時点で、その辺の説明含めてクリアにしていただけたらと。 

 

〇矢澤副会長 資料２のほうで相関係数を出していただいていますが、これは過去の実

績のパターンをそれぞれ例えば等差級数とか等比級数とかに当てはめてみたという、

そういう理解でいいですか。 

 

〇コンサルタント そういうことです。相関係数も算出式がございますので、それに従

って計数が算出されております。 

 

〇矢澤副会長 過去何年分ぐらい見ているのでしょうか。 

 

〇コンサルタント 今回は過去５年の実績で出しております。ですから、先ほど事務局

さんからのご説明にもありましたように、著しく下がってしまうものがありますと、

例えば曲線式によってはそれを反映したものがあります。ですから、よく２次曲線で

すと本当に双曲線の形できれいに載っておりますので、１に近い値になっているので

すけれども、本当に現実的ではございませんので、そういったものは省いて、その中

から採用値を今回は選んでご提案させていただきました。 

 

〇森田委員 今のシミュレーションに関してお聞きしたいのですが、通常こういういく

つかのデータからシミュレーションするという場合は、どの式を使うかという数学的

にいくつか式があったにしても、やっぱり物理的な背景がないと説得力ないのですよ

ね。だから、例えば２次曲線使ったらどうだ、等比級数、等差級数を使うと、それは

使ったということはどういう要因にして、それが適当だとかその式はあまり適当でな

いとかという判断をしないと本来は意味がないですよね。今回はあまり差がないとい

う言い方はあると思うのですが、ただシミュレーションする場合にはどのファクター

をどういうふうに、どういう因子をどういうふうに強化したかというそのモデルの背

景がないとほとんど説得力ないと私は思っています。ですから、例えば等差級数使っ

たら、どういうことの説明にはぴったり合うのですよというような、これまでのほか

のところでもいいのですが、予測と実際の結果がどういうふうに一致するかというよ
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うな説明があるといいと思うのですが。 

 

〇荒井会長 ありがとうございます。中身をちゃんと精査してから説明すべきであると

いうご意見でございました。ほかの委員さん、いかがでしょうか。 

  

○阿部委員 私もそういう修正、予測方法についてはよく知らないのですが、ほかに修

正指数というのがあって、これを採用されているということのようですけれども、こ

の修正指数というのは、ほかのシミュレーションのどれとも全く関係がないに近い、

つまりほかのシミュレーションなんかやってもやらなくても一緒というように見える

のですが、これはどういうふうにして出されたのでしょうか。 

 

〇コンサルタント 修正指数の曲線値といいますのは先ほどのご質問にもあるのですけ

れども、現段階ごみは大体減る傾向にありますので、こういう趨勢予測に当てはめま

すと右下がりの傾向を示す。ただ、それをどこまで下げていいかとか、そういったも

のは恣意が入ってきてしまいます。今使っていますこういった式は、前回、前々回ぐ

らいの環境省から出しているごみ処理の指針等にも掲載されている式ではございます

けれども、大体上昇的な曲線をベースとして式がつくられております。今回ロジステ

ィックといいますのは、例えば水道ですと、大体人口はどれぐらい増えて給水率がど

れぐらいで頭打ちになるだろうかという、そういう先ほどロジスティックのところで

は上限値を決めますということを申し上げましたけれども、修正指数というのは普通

の一般的な指数の予測に対しまして、そういうこれぐらいで頭打ちになるであろうと

いうファクターがあらかじめ入ってつくられた式という形で理解して使っております。 

 

〇荒井会長 ありがとうございます。昔、30年、40年の高度経済成長時ぐらいですとご

みの量といわゆる国民総生産ですか、あれとが大体ほぼ同じ動きをして国民総生産が

１割増せばごみも１割。先ほどの生活の程度下げるかという、そういう議論だと思う

のですけれども、最近は合致する指標がなかなか見つからないというような状況にな

ります。一時大騒ぎになったレアメタルの問題があって、要するに日本は資源が少な

くて資源を抑えられてしまうと、もうにっちもさっちもいかないということで、やは

り資源の無駄遣いはやめるということが一つの目標になって、そのためにごみの減量

をしようというような観点もいっぱい出てきている。なるべくもう一回使えるものは

再利用しようよと。それがリサイクルなりリユースなりという形でなっているわけで、

やみくもにごみをどんどん、どんどん出しているような生活が果たして将来ずっと続
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けられるのかということがあって、やはりごみを減らして自分たちの子孫に少しでも

資源を残そうではないかと、それが循環型社会という言い方をしているところなので

すけれども。 

  そういう意味から見て、資料２で相関係数というのが出ているのですけれども、事

務局の説明ですと、相関係数というのは１が非常に関係が強いという。１に近くなれ

ばなるほど２つの間の関係が強いということで、今回採用している修正指数というの

は0.396108ということで非常にほかと比べて低いですね。だから、そういう意味で、

先ほどもちょっと議論ありましたけれども、５年のデータということではなくて、も

う少しスパンを広げて10年ぐらいのデータを見て比較してみたらいかがでしょうかと

思うのですけれども、いかがでしょうか。 

 

〇事務局 今回採用させていただいたのは修正指数ということで、ご指摘の相関係数が0.

396108という非常に低い値になってございますので、会長おっしゃられましたように、

もう少し長いスパンでもう一度検証を行わせていただきたいと思います。 

  ただ、ご留意いただきたい点なのですが、10年スパンでトレンド予測をした場合に

目標値が先ほど今私のほうでご説明した48ページに載っているところが少し変わって

きてしまう可能性がありますので、その点をご留意いただいて、もちろん10年のトレ

ンド予測はおっしゃられるとおりでしたので比較してみようと考えております。 

 

〇荒井会長 先ほど、この数値は何に使うのといったごみの収集車の台数を決めるとか、

分別の作業の方法を決めるとか、あるいは施設の大きさを決めるとかいう話が出てき

たわけですけれども、施設の大きさを決める際にいわゆる減らし過ぎてしまうと、今

度施設の処理能力が足りなくなって、ごみがまちにあふれてしまうということもあり

ますし、かといって減らさないでいると実際に減った場合は施設が遊んでしまうとい

うことがあるので、なかなか悩ましいとは思うのですけれども、次回そういった形で

やっていただけたらと思うのですけれども、よろしくお願いします。 

 

〇事務局 はい、わかりました。 

 

〇荒井会長 ほかに何かご質問ありますでしょうか。 

 

〇阿部委員 これ非常に分厚いので、ページごととか、チャプターごととかで質疑とか、

そういうことをやっていただけるとありがたいのですが。 
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〇荒井会長 先ほど冒頭に私言いましたけれども、なるべく手際よく、さっきのロジス

ティックではないですけれども、なかなか理解しにくいので皆さんにわかるように説

明をしていただけたらと思います。考え方として章ごとに分けるというのも一つの方

法でしょうし、ほかの考え方があれば、先ほどごみの量に絞って説明をされたと思う

のですけれども、そういった形で手際よく、わかりやすく説明していただけたらと思

いますのでよろしくお願いします。 

 

〇事務局 では、説明に戻らせていただきます。 

続きまして、48ページをご覧いただきたいのですが、今、将来目標数値の１番目の

１人１日当たりのごみ排出量についてのご説明をしましたが、続きまして２番目の家

庭系ごみの排出量についてご説明させていただきます。 

  49ページの※２をご覧ください。こちらに家庭系ごみ排出量の説明がございますが、

こちらの目標値、指標につきましては、本計画から新たに指標として取り入れたもの

になっていまして、集団回収量や資源ごみ等を除いた家庭から出る１人１日当たりの

ごみ排出量、資源物は除いたものの排出量の指標となってございます。本計画は、３

Ｒの中でも優先的に２Ｒを取り組むこととしましたことから、家庭系ごみの中から資

源ごみや集団回収という資源物をとった、そういうもの以外のごみがどれだけ減量で

きるかというのを明示するために採用した指標でございます。 

  目標値については、49ページの参考の１に記載がございますが、平成37年度、一番

右側の下から３段目、503になっております。こちらが前の48ページの目標値と一緒な

のですが、国の計画では500となっておるところなのですが、こちらについては503と

いうことで目標値として設定させていただいてございます。 

  続きまして、48ページ３段目の目標値の３つ目、リサイクル率についてご説明させ

ていただきます。こちらについては、現在は24％ほどでございますが、第１回、２回

でもご説明させていただきましたが、可燃ごみの中に含まれている雑紙をもう少し分

別の徹底などによりまして、そちらを資金に回そうという考えを採用しまして、現在2

4％であるリサイクル率を26％まで高めることを目標として設定いたしました。こちら

の数値につきましては、第２回の会議でリサイクル率については千葉県平均や全国平

均の数値も参考にお見せいたしましたが、四街道市の値につきましてはそれよりも高

い数値でありましたことから、26％、多少現況の措置より上乗せはしておりますが、

若干高いと。大体今でも横ばいの数値ということで設定をしてございます。 

  最後に、48ページの一番下の最終処分率でございますが、こちらにつきましては詳

しい説明は49ページの※４に用語説明が載ってございます。ごみの排出量に占める最
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終処分量の割合になります。こちらも前回の資料でお示しはいたしましたが、現在の

当市の値は、全国の人口が四街道市と同規模の自治体と比較した場合に低い数値とな

っておりましたことから、現在の数値を現状維持していこうということで、およそ11

％ということで処分率の目標値を定めております。目標値についての説明は以上にな

ります。 

 

〇荒井会長 それでは１人１日当たりのごみ排出量とか家庭系ごみ排出量、リサイクル

率、最終処分率の目標値、それから49ページには国の同様な目標値が書いてあります

ので、これらについて何かご質問ありましたらお受けいたします。 

 

〇阿部委員 今のところで家庭ごみの排出量ですけれども、540グラムから503グラムに

減少するのが目標ということになっていますが、それとこのリサイクル率の24.3から2

6％というのは、これが増えることによってごみ処理の排出量がこれだけ減るというふ

うに解釈していいのですか。それとも、それ以外にも減量する要素を入れているので

しょうか。 

 

〇コンサルタント 今のリサイクル率に関しましては、事務局さんからの説明にもござ

いましたけれども排出量は排出抑制で503に抑えます。現状は１人１日553グラムです

けれども、この中にはまだ資源物、紙ごみが混ざっております。そのため資源物とし

て排出されますので、それはカウントしてございません。それが503グラムになってお

ります。今までごみとして出ておりました紙類が資源物として排出されますので、そ

の分の資源量が多くなりますので、リサイクル率は少し上がるという想定のもとでこ

の数字が出てきております。 

 

〇阿部委員 そうしますと、この540から503グラムへの減少全てがこのリサイクルによ

って賄われるということではないわけですね。 

 

〇コンサルタント はい、540から503の減少は、有料化による減少分でございます。排

出抑制になります。排出は量のほうでございますので、これは552から540グラム、資

料１をちょっとご確認いただけますでしょうか。こちらで排出抑制量としてグ下のほ

うにグレーのラインで可燃ごみ有料化の効果という覧がございますけれども、これで

平成33年度、有料化初年度、これが家庭系可燃ごみに対しまして10％の削減期待とい

いますと、その期待量が45.6グラムでございます。ですから、ここで大体この量が減



‐21‐ 

 

って540グラムが503グラムぐらいになるという形になってございます。 

 

〇阿部委員 もしそうでしたら、このリサイクル率が向上したことによって減る分はど

こに行ってしまうのですか。今のは要するに排出抑制だけでこれだけ達成されている

のだとしたら、その中から資源ごみとしてさらに減る部分についての数値はどこに行

ってしまったのですか。 

 

〇コンサルタント この下に処理量のほうは各年度の細かな数値予測がございまして、

今回の排出量のほうの目的ということで、こちらの資料１をおつけしておりますけれ

ども、それらもあわせてまたご提出いたします。リサイクル率に関しまして、排出抑

制量はもう計算の値には載ってこない量でございます。この出たものの中から、例え

ば540の中に、紙が２グラム移行するものがあれば、それは538になるのですけれども、

その２グラムが資源量としてカウントされます。その分がリサイクル率としてカウン

トされます。ですから、リサイクルした分の減量化量という意味合いといいますか、

そういう表現は今回使ってはございません。排出抑制はあくまでも排出抑制、それか

ら家庭系ごみの中のリサイクルの中への移行分という形での計上になっております。 

 

〇阿部委員 要するに503グラムになるという中では、基本的にはこれは排出抑制で３グ

ラムになると。それ以外にリサイクルに回った分は、それだけ、さらにプラスに儲け

るボーナスであると、そういうふうに解釈してよろしいですか。 

 

〇コンサルタント 全て含めて503グラムになっています。ですから、おっしゃるように

503の中にはリサイクルの中で従来排出量として出ておりましたのですけれども、それ

は排出量としてカウントはされておりますけれども、抑制量にはならないわけです。

ただし、家庭系ごみの503グラムの中には入ってきておりません。 

 

〇荒井会長 どちらにしろ、この503グラムというのは目標値であって、これになるよと

いうことではないというのは理解しておくべきだと思うのですけれども、それでこれ

に向けてみんなで努力しましょうよと。その一つが、有料化することによって、それ

ぞれの家庭から出るごみを減らしてくれるのではないかとか、有料化すれば当然、例

えばごみを減らすために食べ残しを減らすとかいろいろ努力してくれるから、そうい

う有料化することは有効だと。例えば変な話ですけれども、このネクタイ、実はフリ

ーマーケットで買ってきたのですけれども、これは捨てられればごみになるわけです
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けれども再利用すればごみとして出ない。それから今言ったように、こういうペット

ボトルを戻してまたこれを材料として使うという、そういう排出抑制と再使用すると

いうこととリサイクルするということによって、とにかく今553グラム出ているのだけ

れども37年までには503グラムにしようよと。それでいろんな計画をつくろうよという

ことが提案になりますので、ちょっと厳密に考え過ぎてしまうとわからなくなってし

まうのですけれども、その辺わかるような説明を次回お願いしたいと思います。 

 

〇森田委員 細かい数字のことをちょっとお聞きしたいのですが、家庭系ごみの排出量、

平成26年553グラムとありますね。この数値の出どころが今まで前のほうにあります数

字で、例えば家庭系ごみとして671.1という数字があるのですが。要するに資源ごみと

かが何グラムあるという、そういう数字が前のほうの前半部分で、資料もないのです。

ですから、どうして急にその上の段で842グラムという数字から資源物を除くと553グ

ラムになるという根拠がこの前半の資料編からは、どの数字を引けばいいかというの

が見えてこないのです。19ページの表で平成26年度家庭系ごみとして671.1という数字

が出ているのですが。表の４の１に671という数字があるのですが、そこから今説明の

ように資源物とかそういうものを除こうとしても、それに相当する数字が出てこない。 

 

〇事務局 ご指摘は素案のほうに載っていないということですよね。資料に553という数

字自体は載っていないのですが、按分してあるところを足していただくと553になりま

す。資料１の26年度のところを見ていただきたいのですが、上の可燃ごみ、プラスチ

ックごみ、不燃ごみ、粗大ごみを足すと端数の関係で１ずれてしまうのですがその値。

そのほかは四街道市では資源物と集団回収、乾電池はリサイクル。乾電池は北海道に

持っていっていますので、それを抜いた値が目標値比較。合計値が載っていないもの

ですから少しわかりにくくなってございます。 

 

〇荒井会長 原単位と出ていて、原単位系のベース予測というのが真ん中辺にあります。

842グラム、これが全体像ですね。それから事業系の原単位、要するに事業系のものを

除いたものが家庭系になるという考え方で842から136を引く。さらに、集団回収や乾

電池、資源物というのもごみではないのでごみから外す。842からこの136、35、1、11

7を引くと553になる。こういう計算になります。 

 

〇事務局 おっしゃるとおりです。 
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〇荒井会長 反対に言えば上原さんが説明したように、可燃、プラスチック・ビニール

類、不燃、粗大、これを合わせたのが553。 

 

〇事務局 はい。そのところ自体は足し上げないと出てこないので申しわけありません。 

 

〇森田委員 この数字というのはこの案のどこかに載っているのですか。例えばこの冊

子だけで今の数字を追っていこうとすると出てこないから、そこをもし誰かが読んだ

ときに、その数字はどこから出たのか根拠がなくなってしまいますよね。それをこの

資料の前半のところかどこかに入れていただければいいのですが。 

 

〇事務局 資料だけではなくてということですよね。本編にということですよね。 

 

〇委員 そうです。これだけ読む人がいるわけでしょう。 

 

〇事務局 今回はついていないですけれども、先ほどご説明したとおりではございます

が、これも資料編としては載せますが、委員ご指摘のとおり当然本編に載っていたほ

うが、もちろん見る方は見やすいと思いますので、そちらについては検討させていた

だきたいと思います。 

 

〇荒井会長 ※２として49ページですけれども、家庭系ごみ排出量（資源物除く）とい

うことで資源ごみを除いた家庭から１日１人当たりごみの排出量をいいますだけでは

なくて、例えば可燃ごみ、プラスチック・ビニール類、不燃ごみ、粗大ごみの合計、

そういう注釈してやったらどうですか。そうすればわかるかなという。 

 

〇事務局 推移ということではなくて、そういう注意書きを。 

 

〇荒井会長 注意書きがあってもいいのではないか。 

 

〇事務局 わかりました。検討させてください。 

 

〇荒井会長 定義が曖昧で中身がわからないというご指摘だから、定義をきちんとして

やればいいと。 
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〇事務局 注意書きのところに。はい、わかりました。 

 

〇荒井会長 いかがでしょうか。 

 

［発言する者なし］ 

 

〇荒井会長 そこういった形で37年度のごみの排出量の予測をして、いろいろな計画を

立てていくという、そういうことの説明を求めます。 

  それでは、引き続き中身の説明をお願いします。 

 

〇事務局 今目標値のお話をさせていただいたので、67ページを先に説明させていただ

きたいと思います。目標値から設定される新ごみ処理施設の概要を、こちら表２．２．

５―３でお示しさせていただいております。新たな施設につきましては、今後部会等

でご審議いただくことにもなろうかと思いますが、ごみ処理基本計画では、ごみ処理

の推計等を勘案いたしまして、新たな施設としまして、①エネルギー回収型廃棄物処

理施設と②マテリアルリサイクル推進施設を考えております。エネルギー回収型廃棄

物処理施設の規模につきましては、おおよそ１日の処理量は75トン程度、マテリアル

リサイクル推進施設については、５時間で10トン処理できるもの程度のものを現在は

想定してございます。あわせまして、66ページにつきましては今後のごみ処理に関す

る基本的事項としまして、ごみ処理に関する方針的なことをお示ししてございます。 

 

〇荒井会長 今のごみ量からこういったごみ処理主体を決めたり、分別処理を決めたり、

収集・運搬計画を決める。それから、中間施設計画を決めますと。その中で、今日諮

問のあった廃棄物処理施設については75トンと10トンを予定していると。 

 

〇事務局 そうです。 

 

〇荒井会長 このところについて、何かご質問ありましたらよろしくお願いします。 

  ごみ処理施設の大きさについては、部会でまた検討するということですので、とり

あえずの市の考え方として、こういう程度を考えているということであります。 

 

〇事務局 補足としまして、ただいま上原のほうでご説明したのは、単純に排出量に対

しまして、計算式に当てはめると75トン、それからマテリアルについては約10トンと
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いう数字が出てくるわけでございます。ただ、この大きさ等につきましては、先ほど

諮問させていただきました基本計画、基本構想、あるいは今後予定しております基本

計画の中で、さらに数字を詰めて見直して正確なものにしていきたいと考えておりま

す。これは、現在想定されているこの程度になるという数字だというふうにご理解を

いただければと思います。 

 

〇矢澤副会長 関連ですけれども今の山梨にある規模が165トンですよね。約半分になっ

てしまうというのは、規模はこれからですけれども、直観的というか感覚的にえらく

ちっちゃいなというイメージがあるのですけれども、みそらというか、山梨のほうは

かなり大き目につくってあるという理解でよろしいですか。 

 

〇事務局 これは平成４年に稼働しておる施設でございます。当時は、ごみも人口も増

えるという傾向にあったというのが１点。それから、当時地元自治会とのお約束でい

わゆる準連続運転という形をとっておりました。当時は１日16時間稼働ということで、

24時間稼働ではなかったのです。ですので、その16時間稼働で換算しますと110トンで

ございました。その後、地元の自治会さんとお話し合いを進めた中で連続運転しても

いいよということになりまして、現在は１炉の連続運転、交互に行っております。で

すので、１炉でいきますと82.5トンということになります。 

 

〇矢澤副会長 わかりました。ありがとうございました。 

 

○荒井会長 現在の規模と165トンと比べてちっちゃいから、処理できなくなってしまう

のではないか、まちにごみがあふれるのではないかということでご指摘でしたが、今

の施設が準連続炉、これは16時間動かしたらとめて翌日また16時間。今の75トンのや

つは24時間連続運転でということで１日８時間分ちょっと運転時間が多くなる。 

 

○矢澤副会長 １日の処理量で言えば、山梨のほうは当時110トンで設計しました。それ

は、将来の人口増が課題になったのかもしれませんけれども、110トンで設計はしてあ

りますということですけれども、110と75が同じレベル、１日の処理量としては。 

 

〇事務局 比較するということであれば、日量からいきますと110トン対75トン。ただ、

平成４年に稼働しておるわけでございますが、実際には建設に入ったのが昭和63年ぐ

らいだったです。当時の予測は、その前、62年とかに行っているわけでございます。



‐26‐ 

 

そうしますと、その当時は人口も当然増えるだろうと、それからごみも増えるだろう

失礼しました。建設は元年です。そのような予測であったのだろうと。ですので、こ

れ恐らく旧国庫補助の考え方ですので、稼働開始から７年後の処理量で設計をして、

実際につくったということでございます。 

 

〇荒井会長 どうもありがとうございます。そういう意味でごみの排出量の予測が日本

が人口減、これは社会的な環境で四街道市の責任というわけではないのですけれども、

社会的環境が出てきて人口が増えなくなって、それによって施設規模が少し大きくな

ってしまったというのが現状だということです。 

  いかがでしょうか。とりあえずこの部分については、また部会で検討するというこ

とですので、次に進みたいと思うのですが、よろしいですか。 

 

［発言する者なし］ 

 

〇荒井会長 それでは、次に進みたいと思います。事務局から説明願います。 

 

〇事務局 では、引き続きご説明させていただきます。 

  59ページから64ページのところになりますが、本計画で実施、これから実施いたし

ます施策を計算してございます。こちらの施策につきましては、前回までの資料でも

ご提示させていただいている内容でございますので、個々の施策の説明に関しまして

は省略をさせていただきますが、こちらの掲載方法につきまして、お手元の素案では

現行計画と同様のビジュアルと申しますか、掲載の仕方となっておりまして、実際に

行っていただいたりする施策でもございますので、文字を少し減らしたり、写真やイ

ラスト等を使いまして視覚的に市民にわかりやすい載せ方を検討しております。 

  その中で、最も注目していただきたい点といたしましては、先ほどから何回もご説

明させていただいております基本方針の１の２Ｒを意識した３Ｒということで、２Ｒ

をより施策として取り入れていくことを市としまして考えておるところでございます。

具体的には59ページ、１―１（２）で②の黒ポチの３点目になろうかと思いますけれ

ども、リユース品交換制度の充実、今、市では譲ってください・譲りますコーナーと

いうのがございますが、こちらの説明させていただいた充実ですとか、その下の良質

な粗大ごみの募集、販売制度の導入、こちらにつきましても町田市の事例を紹介させ

ていただきましたが、可能であれば四街道市でも行っていきたいと。この辺を中心に

施策としてまとめていきたいと考えてございます。 
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  関連がありますので、次に65ページをご覧ください。今ご説明させていただきまし

た本計画の中で位置づけた施策の中で取り組んでいただく、施策を21項目にまとめて

おるわけでございますが、そちらにつきまして、実施を行っていくスケジュールをま

とめていく予定でございます。まだスケジュールのほう入ってございませんが、施策

の実施につきましては、実質的な予算の確保等が必要であることもございますので、

個別の施策の具体的な内容までは本計画では詰めてございません。そのため、このス

ケジュールを見ていただくとわかりますが、年度という具体的な期間というか、そう

いうのは示さずに、65ページにございますように計画期間の前期後期という大枠で期

間をご提示しようと考えております。こちらにつきましては、実施の大体の目安とし

て捉えていただきたいと存じますので、今後もう少し詰めまして、大まかではござい

ますが作成していく予定でございます。以上です。 

 

〇荒井会長 どうもありがとうございました。今四街道市におけるごみの排出の状況を

把握した上で、目標を設定して今後の目標を達成するためのさまざまな取り組みにつ

いて、基本方針１、基本方針２、基本方針３という形のグループ分けをして、取り組

みの具体的な方法をここに整備したということで、なおかつ前期計画、後期という形

で、その施策全般での時期というのも、今後きちんと整理して提示したいということ

でございます。 

  この辺の施策について、何かご質問、ご意見ございましたらよろしくお願いします。 

 

〇永野委員 ２Ｒについてなのですが、リユース事業なのですけれども現在リサイクル、

これ民間業者結構あると思うのですが、これ行政と民間でその辺連携していけば、な

おさら推進できるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

〇事務局 民間企業のリサイクル業者というのも、近年は多く見かけるようになってお

りまして、民間企業のほうが行政よりノウハウを持っているという場合もあろうかと

思います。連携できるのか、もしできるのであればどのような点で連携ができるのか

というところを考えて、今後検討させていただきたいと思います。 

 

〇永野委員 私自身商工会のほうから委員に出ておるものですから、その辺はひとつよ

ろしくお願いをしたいと思います。 

  また、この資料の24ページの下のほうに、（２）で買い物袋持参運動というのがあ

るのですが、これ皆さんもご存じだと思うのですけれども、平成22年度 33店舗、平成
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26年度30店舗参加されているのですが、27年度現在、何店舗ぐらい参加されているか

お聞きをしたいと思います。 

 

〇事務局 現在29店舗が買い物袋持参運動の加盟店となっております。なお、補足でご

ざいますが、１店舗、３月末で加盟の辞退をするということで報告を受けております。 

 

〇永野委員 当初相当の数、大型店舗等であるヨーカドーさん等は、今個々にいろんな

施策、お客さんに対してのマイバッグとかいろいろやっていると思うのですが、四街

道でも小売店、小小売店というのですか、そういうところでひとつどんどんそのよう

に進めていただけたらと思います。そういうことでよろしくお願いいたします。 

 

〇荒井会長 大規模店舗のみならず小売店舗にも働きかけをしていくと。 

 

〇事務局 そうですね。減ってきている状況ですので、もう少しできれば働きかけてい

きたいと考えています。 

 

〇森田委員 今と同じように24ページなのですが、エコショップが平成26年で６店です

ね。それも含めて増えない理由というのはどういうところにあるのでしょうか。 

 

〇事務局 エコショップは、市といたしましてももう少し増やしたいということで、ド

ラッグストアであるとかコンビニエンスストア、そういうところを加盟していただけ

ませんかというところで回った経緯はございます。ただ、これ当時だけではなくて、

千葉県の環境衛生促進協議会という他自治体との交流もございまして、そういうとこ

ろで当市から、加盟店舗が増えないのだけれども、同じような施策を行っている市の

皆様は増やすためにどのような施策等を行っているのですかということで質問を上げ

たことがございます。その中の話し合いであったのですが、この施策につきまして、

特段認定店舗等にはメリットがあまりないというのがございまして、四街道市の場合、

認定をした店舗に認定店舗である、環境に配慮したお店であるよという認定のステッ

カーを差し上げているのと、このお店はこういう環境に優しい取り組みをしています

ということをＰＲするために広報に載せたりとか、ホームページに掲載したりとか、

そういうことはさせていただいておるところではございますが、特段利益につながる

とか、そういうことがないのが１点と、事務的な話になって申しわけないのですが、

エコショップの場合、年度末に四街道市のほうに認定店舗としての活動報告というの
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を上げていただく必要がございまして、事務処理的にあまりメリットがないのに事務

処理だけ増えてしまうみたいなお考えの方というか、お店もあるようでして、なかな

か進まなくて、先ほど申し上げた千葉県環境衛生促進協議会のほかの市町村の皆様も

同じような悩みをお持ちいただいているなと。解決のいい回答というか、意見はいた

だけなかったところでございます。 

 

〇荒井会長 なかなか難しい状況があると。 

 

〇森田委員 全国的なエコマークがありますよね。エコマークがいろいろ、いろんな商

品ついてエコマークを認定して、それで企業イメージを高めたり、それから環境に優

しい製品をつくるとか、そういう組織があるわけですが、そういうものとの関係なん

かも少し考えて、だから何かメリットがないと、確かにこういう運動は広がらないで

すよね。だから、なるべく事務的なことはあまり大変な負担かけずに、何かメリット

があるような方策をどういうふうにして考えるのかということをやはりこれから検討

してもらって、個人的には例えばマイバッグ持っていくとか、そういう努力をされて

いる方が、例えば私どもの周りでは結構たくさんいるのです。だから、お店のやり方

として、例えば包装を簡単にすると、何か具体的に包装紙が減るだけではなくて、お

店側に何か特典があると。やはり補助金ですか。そういうものを、どういう形でやる

かわからないのですけれども、何か呼び水がないとなかなか広がらないと。だから、

６店ぐらいでは店が６軒しかないというのは、ちょっとやっているという意識は消費

者側としてはとれないですよね。何かうまい方法を考えていただきたいと思います。 

 

〇事務局 もう少し何か広げられるような方策を考えてはいこうと考えておりますので。 

 

〇荒井会長 そのように取り扱いたいと思います。なかなか大変だとは思いますけれど

も、経済的な動機がないと前に進まないことは事実ではありますから。頑張っていた

だけたらと。 

 

〇山口委員 今のことに関して、私は消費者友の会のほうから来ているのですけれども、

エコバッグ、袋のほうはもう25年ぐらい前から運動を始めていて、やっとここで定着

したというのですけれども、簡易包装や食べ物にパックをつけて売る売らないでは売

り上げが全然違うのです。見栄えもです。例えば切ったおつまみのスルメなんかも、

ただ簡易包装のためにビニール袋に入れて売ったのと、台紙をつけて袋に入れて売っ
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たのでは見栄えも売り上げも全然違うそうです。だから、あまりエコ、エコというの

も、結局消費者の感覚的なものもあるので、皆さんも少しこれは協力しなければいけ

ないのではないかなというところがあるのです。 

  それでまたご贈答用の包装なんかも、デパートなんかは大分エコということで簡易

包装をしてはいるのですけれども、やっぱり小売店舗なんかでは、きちっと包装して

いただけなければちゃんとしたところにお土産として持っていかれないので、無駄か

もわからないので、きちっと包装してくださいという回答がすごく多かったというこ

とをつけ加えさせていただきます。 

 

〇事務局 ありがとうございました。 

 

〇荒井会長 ほかに何かご意見ございますでしょうか。 

 

[発言する者なし] 

 

〇荒井会長 特にないようでしたら、今いろいろご指摘あって、なかなか政策絡みにな

っているところもあるので、それについては市の中で検討して解決策があれば取り組

んでいただけたらと思います。 

  それでは、もっと説明する内容があれば、説明をしていただきたいと思います。 

 

〇事務局 最後にこの計画を策定するに当たりまして、市の考えを少し述べさせていた

だきますと、今回策定する一般廃棄物処理基本計画は、廃掃法第６条に基づき策定す

るものとなるのですが、市民の皆様にとりましては、どうしても本来の計画の目的と

いうよりはむしろ身近な施策、今回計画の素案の中でお示ししたもので言えば、例え

ば有料化などの施策にどうしても注目しがちになると考えています。特に有料化など

はお金に関係してきますので当然ではございますが、本来より考えていただきたいこ

とは会長が先ほど質問の中でおっしゃられておりましたが、なぜごみを減らしていか

なければならないかとか、循環型社会の構築をなぜ目指していかなければいけないか

ということを知っていただきたいということでございます。 

  有料化の施策を今例に挙げましたので、有料化についてご説明させていただきます

と、ごみの有料化ということで確かにご家庭の支出は増えてはしまいますが、ごみが

削減されれば、市の全体のごみの収集量ですとか処理費にかかる費用というのは削減

されますし、また市の利益として皆様に還元されることになります。 
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またさらには、ごみの３Ｒといいますのは地球規模でいいますと、限りある資源を

有効に活用することとなりますし、環境を保全することにもつながります。今申し上

げたことは、まさに廃掃法第１条に記載されている法律の目的にも合致してくること

になってこようかと思います。 

  今申し上げましたようなごみ処理を広い視点で市民の皆様に捉えていただいて、全

体としての利益ですとか、全体としての経費がどうなるかなどの視点も、計画の内容

と、その内容についてご理解、ご協力いただけるように、市といたしましてもこの一

般廃棄物処理基本計画や施策の広報を通しまして取り組んでいきたいと考えていると

ころでございます。 

以上でございます。 

 

〇荒井会長 ありがとうございます。次回これを最終的に案として掲示するとのことで

すが、今いろいろご指摘事項があったと思うのですが、ご指摘事項を中に取り込んだ

形で、次回に事前に配付していただけるのかどうか。 

 

〇事務局 今考えてございますのが、今日いただきました意見を検討させていただきま

して、なるべく取り入れた形でご提示しようと考えております。次回につきましては、

できるだけ、現在はおよそ会議の開催される１週間前ほどに皆様のお手元に届くよう

に、資料のほうを送付させていただいているところではございますが、次回はもう少

し早く、できる限り早くお送りして読み込んでいただける時間をつくりまして次回の

審議に当たっていただけますように、こちらとしても政策を取り組んでいこうと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇荒井会長 そういうことで、基本計画の意義とか取り組みの方向とかの説明と、それ

から次回の変更までの手順が示されたけれども、以上のことについて何かご質問あり

ましたらお願いします。 

 

[発言する者なし] 

 

〇荒井会長 特にないようでしたら、事務局の説明を了承したいと思います。 

  それでは、本日の議事については以上ですので、最後のその他について、事務局よ

りお願いいたします。 
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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４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。開催の日時でございますが、５月17日火

曜日、同時刻程度を予定しております。ご異議はありませんでしょうか。 

 

[異議なし] 

 

〇事務局 異議なしということでございますので、時間帯につきましては改めまして通

知を差し上げます。よろしくお願いいたします。 

 

〇荒井会長 それでは、一通り用意された議題は終わりましたけれども、何か委員の皆

様からご意見、ご質問ありましたらお願いします。 

 

[発言する者なし] 

 

〇荒井会長 特にないようですので、事務局のほうにお返ししたいと思います。 

 

５ 閉 会 

〇事務局 長時間にわたりまして、委員の皆様には慎重にご審議いただき、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３回四街道市ごみ処理対策委員会を閉

会いたします。 

  なお、大変申しわけございません。先ほど専門部会の委員に指名をされました矢澤

委員、阿部委員、岡田委員、櫻井委員、古川委員、永野委員におかれましては自席で

そのままお待ちください。 

  本日は大変ありがとうございました。よろしくお願いをいたします。 

 

―  終了  ― 


