
 58

第５章 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画検討委員会（委員会議事摘録） 

 

第１回一般廃棄物（ごみ）処理基本計画検討委員会 議事摘録 

日時 平成 19 年６月 18 日（月）13 時 30 分～15 時 20 分 

場所 四條畷市市民総合センター 1 階 展示ホール 

  

１．開会 

２．ごみ処理基本計画検討委員会設置要綱の説明 

３．委員紹介ならびに自己紹介 

４．委嘱状交付 

５．委員長、副委員長の選任 

 委員長 花嶋温子  副委員長 鈴木靖文 

６．委員長挨拶 

７．傍聴について 

８．管理者 田中夏木 挨拶 

＜案件＞ 

９．一般廃棄物（ごみ）処理基本計画について 

 ＜委員長から 近の動向等の説明＞ 

・計画を作る段階から市民に参加してもらい、さらに計画を作って終わりというのではなく、

計画が本当に実効性があるかのチェックも、市民の方にしていってもらうようになってきて

いる。 

・委員の方には、計画に行政とは違った視点を持込んでもらい、現実に即したわかりやすい計

画とし、計画策定後も、計画の実現を見守っていってほしい。 

10．年間スケジュールについて 

11.その他 

 ＜委員、委員長からの主な意見＞ 
・前回の基本計画が策定されてから、その計画の目標が、どのくらい達成されたかということ

や、うまく行っている点、いってない点について、まず確認する必要がある。できるだけ、

前回の目標と現状の比較について、データで示してほしい。 
・過去の評価も必要だが、今後どうしていくかが大切である。 
・計画でごみを減らす目標を設定して、その目標や目標達成に向けた具体的な方法について、

市民にどのような形で伝えてきたのか、明らかにしてほしい。 
・今、ごみ中でどのようなものが多いのか、示してほしい。まず、それから減らしていくこと

ができるのではないか。 
・委員は自ら、まわりに意見を発信して啓発していく必要がある。 
・傍聴者も、せっかくごみを減らそうとの意識できたのだから、資料を提供してほしい。 

以上 
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第２回一般廃棄物（ごみ）処理基本計画検討委員会 議事摘録 

日時 平成 19 年７月２日（月）13 時 30 分～15 時 20 分 

場所 交野市役所別館 ３階 中会議室   

 

１．開会 

２．傍聴者への配布資料について 

＜事務局からの対応＞ 

・傍聴者のごみへの意識を高めることを考慮し、今回より資料を配布する。 

３．副委員長 鈴木靖文 挨拶   

委員 宇治正行 挨拶 

４．配布資料の説明 

＜案件＞ 

５．アンケートについて 

＜委員、委員長、副委員長からの主な意見＞ 

・たくさん字があって紙、ページ数もたくさんある。全体の量とか難しさというところが市民

に負担があるのではないか。 

・回収率を 50％に想定するなら、枚数は 大 2枚。ミニマムに圧縮した方がいい。 

・20 代、30 代、40 代、50 代で按分した人数というが、ごみ自体は家庭から出すものなので男

性があたった時と女性があたった時の答えが違うと思う。質問を「あなた」ではなく「あな

たの家庭」としてはどうか。 

・この内容はすごくよく出来ている。食の安全衛生も良く考えていると思う。 

・アンケートを出しっぱなしはだめだ。無作為だが誰に出したかわかるはずだから、回収をき

っちりされてはどうか。 

（事務局）全員に催促とお礼の文章を出すことで対応します。 

・普通の人は、消費期限がすぐ切れるものは買わないが、私は消費期限がもうすぐ切れるもの

を買う。期限切れのものをおいていたらスーパーが捨ててしまうのでその前に食べるのであ

る。 

・一般市民として「循環型社会」という言葉になじみがないので、頭書きにその説明を入れて

もらいたい。 

・選択肢に「その他」で書けるようなところを作ってもらったら思いもつかないような意見が

出るかもしれない。 

・「わからない」は関心がないということと受け取れる。「その他」で意見を書いてもらう方

が良い。 

・文章の表現で気になるところがある。Ｑ２の設問は漠然すぎる。１３－１の設問には表現が

率直すぎてきついところがある。 

・キャラクターを入れたり、アンケートに答える人の心が楽しくなるものをとり入れたらどう

か。 

・以上の意見を踏まえ、 終的な文言等については事務局に一任します。 
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６．中田 交野市長 挨拶 

＜案件＞ 

７．ごみ組成調査について 

＜委員、委員長、副委員長からの主な意見＞ 

・レジ袋の取り扱いについては、全体組成のうちでも割合が大きめに出る可能性があること、

プラスチック容器包装なのか、ごみ袋として扱っているのかという使用用途も見ることも考

慮し別途項目で検討されたい。 

・おもちゃをプラスチック類にひとまとめにして入れてしまうことが懸念される。決して少な

くないと思われることから、どれだけ出ているかということを見たいため別途項目で検討さ

れたい。 

・ダイレクトメールは、新聞・広告・ちらし・ダイレクトメールでひとくくりとしているが、

受取側が封を開けずに拒否すれば、それはたちまちごみとして出されることとなるため減量

対象にあげられる。このことから排出量を見るため別途項目で検討されたい。 

８．施設見学について 

 ＜施設見学日程等決定事項＞ 

・７／１２（木）午後より四條畷市交野市清掃施設組合（焼却施設）、四條畷市（蔀屋中継所）、

交野市（交野市リサイクルセンター、寺作業所）の見学会。なお、都合の合わない委員につ

いては別日を設けて見学会を実施します。 

・８／１（水）京都市北部クリーンセンター見学会。 

   

 
以上 

 



 61

第３回一般廃棄物（ごみ）処理基本計画検討委員会 議事摘録 

日時 平成 19 年 7 月 12 日（木）13 時 30 分～17 時 00 分 

場所 四條畷市及び交野市の既存施設 

 

１．開会（委員長挨拶） 

２．既存施設見学 

（１）交野市リサイクルセンター 

（２）交野市寺作業場 

（３）四條畷市交野市清掃施設組合（エコクリーンセンター） 

（４）四條畷市蔀屋中継所 

３．閉会（副委員長挨拶） 

 

以上 
 

第４回一般廃棄物（ごみ）処理基本計画検討委員会 議事摘録 

日時 平成 19 年 8 月 1日（水）13 時 15 分～15 時 00 分 

場所 京都市北部クリーンセンター 

 

１．先進施設見学 

（１）京都市北部クリーンセンター見学 

（２）京都市北部クリーンセンターでの質疑応答 

 ○建設場所の決め方 

  旧北部クリーンセンターの建替え 

 ○創意工夫した点 

  敷地がせまいのでトンネルを用いた 

  自然エネルギー（太陽光等）、雨水利用 

 ○ごみの有料化 

  平成１８年１０月から実施し、そのとき「ごみ減量事典」を全戸に配布 

  今 15％くらいの減量効果 

 ○資源ごみの処理 

  業者に委託 

  資源は売却している。 

 ○びんの自動選別の精度 

  機械だけでは 95％。手選別もして 98 から 99％。 

 

以上 
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第５回一般廃棄物（ごみ）処理基本計画検討委員会 議事摘録 

日時 平成 19 年 9 月 10 日（月）13 時 30 分～16 時 00 分 

場所 四條畷市役所東別館 ２階 会議室   

 

１．開会 

２．配布資料の確認 

＜案件＞ 

３．平成 14 年度ごみ処理基本計画について 

（１）事務局、四條畷市、交野市からの説明 

・当日配布資料をもとに、前回計画（平成 14 年度策定）の目標と実績について説明。国の目

標は達成しているが、アクションプログラムを実行したときの目標は達成していない。ま

た、四條畷市、交野市での基本計画で掲げた各種施策の実施状況について説明。 

（２）委員、委員長、副委員長からの主な意見 

副委員長：交野市は資源ごみを減らす必要があるということか。 

事務局 ：既に達成しているということです。 

委員  ：国の目標を達成しているということは、何もしなくていいということか。 

事務局 ：さらに、減量化・資源化を進めていくために、今回新たに計画していきます。 

委員長 ：平成 14～15 年度にごみ量が減少しているのはなぜか。 

事務局 ：家電リサイクル法が浸透してきたものと思われます。 

委員  ：交野市では、パッカー車を学校に持っていって環境学習を進めるなど、よい試

みをしているので継続してほしい。四條畷市のコンポストは何基ぐらい補助し

たのか。 

事務局 ：貸与制度から補助制度に移行しました関係で、減少傾向にあります。正確な数

値は把握していませんが、貸与制度時には 1,000 基を越えています。 

委員  ：生ごみを燃やすと環境によくないので、堆肥化やバイオを進めていくべき。グ

リーン購入についてメーカーの講習会に出たが、ある会社では社内のごみ箱に

出し方の説明があった。こうした工夫も必要ではないか。 

委員  ：廃プラの（分別収集開始の）説明はどうするのか。急にやると混乱する。モデ

ル地区の方の話しでは大変だということだが。 

事務局 ：地域での説明会を実施します。モデル地区にアンケートをした結果、簡単との

回答は 85％あった。やり始めは大変だが案外できると考えています。また、分

別することで普通ごみが減ったとの回答は 90％あり、効果を期待しています。 

４．ごみ組成調査結果、アンケート結果報告 

（１）コンサルタントからの報告 

・事前配布資料及び当日資料をもとに、両市の比較を交えて説明。四條畷市は前回より分別

マナーが悪くなっているのに対し、交野市はよい分別マナーが定着している。また、アン

ケート結果は、両市とも回収率 50％を越えた。男性の回答率が 30％以下なのに対し、女性

は 70％以上だった。 

（２）委員、委員長、副委員長からの主な意見 

委員  ：前回委員会よりも調査項目が増えているが、どれが正解か。 

事務局 ：前回委員会のご意見を集約して調査項目を決定しましたので、今回提出分が正

解です。 

委員  ：交野市では、乾電池は資源ごみとしている。有害ごみと計上されているが。 
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コンサル：整理します。 

委員長 ：前回の調査結果との比較は。 

コンサル：整理します。 

委員  ：ごみを出すときにわかりやすいような工夫がいるのではないか。 

事務局 ： 近は、商品に材料表示マークがされているので、参考にしていただきたい。 

委員長 ：自治体ごとにごみの出し方が違う。例えば、資源としているところもあれば、

不燃扱いのところもあるし可燃もある。これは、地域特性で異なっているので

どれが正解という訳ではない。それぞれの自治体で判断している。だから、製

品段階では難しい。 

５．基本計画について 

（１）事務局からの説明 

・一般的なごみ処理基本計画の目次を例にして説明。このうち、減量目標と施策が本委員会

の検討対象。 

（２）委員、委員長、副委員長からの主な意見 

委員長 ：フリートークです。無限に費用がある訳ではないので、施策の優先順位をつけ

たい。ご意見を。 

委員  ：段ボールによる生ごみの堆肥化を実践・啓発・指導している。エコクッキング

は効果がある。電気式生ごみ処理機は、それ自体が 後にはごみになるのでダ

メ。 

委員  ：ごみの問題は地域モラルだし地域の文化でもある。ごみ処理施設の危機管理を

考えないといけない。コスト検討や費用対効果分析の検討をしたい。 

委員  ：いまの現状を何とかすべき。 

委員  ：環境教育に重点を置くべき。 

委員長 ：絵に描いた餅ではなく、できることをやる計画とすべき。そのためには現状に

合わせるべき。今よりも少しよくなるイメージを明確にしたい。 

委員  ：施策の啓発には、説明会を活用すべき。廃プラの説明会には多くの人が集まっ

ていた。また、地域の代表者も出ており、その人たちの後ろにも多くの人がい

ることを考えると、説明会を利用すべき。 

副委員長：計画はわかりやすいものを作ってほしい。文章になると難しくなる。市民の計

画としたい。市民がやってよかったなあ、一人ひとりの計画なのだと感じられ

てこそと思う。 

委員  ：ごみを減らす目標を達成しても環境が悪くなる場合がある。だから、目標と環

境項目がリンクできればわかりやすいのでは。 

委員  ：安全と安心は違う。 

委員  ：ＰＤＣＡは必要です。 

委員長 ：委員会では、他人の意見を批判せず、活発な意見が出るようにしたい。 

６．今後の委員会日程について 

  第６回委員会 10/1  13:30～ 交野市 

  第７回委員会 10/22  13:30～ 四條畷市 

  第８回委員会 11/5  13:30～ 交野市 

  第９回委員会 11/26  13:30～ 四條畷市 

７．閉会 

以上 
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第６回一般廃棄物（ごみ）処理基本計画検討委員会 議事摘録 

日時 平成 19 年 10 月 1 日（月）13 時 30 分～16 時 00 分 

場所 交野市役所別館 ３階 小会議室   

 

１．開会 

２．配布資料の確認 

＜案件＞ 

３．アンケート調査結果報告 

（１）コンサル、事務局からの説明 

・事前配布資料をもとに、「四條畷市交野市アンケート集計結果」「アンケート調査結果、

ごみ組成調査結果をもとにした施策の提案」「アンケート調査結果自由意見まとめ」につ

いて説明。 

・当日配布資料の、アンケート調査の「その他意見」「自由意見」については、取り扱い注

意・コピー不可であることを説明。 

（２）委員、委員長、副委員長からの主な意見 

委員  ：Ｑ５の３、生ごみの堆肥化に関する質問で、電気式処理機で乾燥して出すよう

な場合だと「全くやっていない」になるのでは。 

副委員長：Ｑ８で生ごみ処理の方法を聞いていますから、こちらでカバーできます。 

委員  ：人づくりを施策の中心とすべき。 

委員  ：他の委員会で５Ｒの提案、決めたことを変えない、環境学習のインストラクタ

ーを作るべきということを提言してきた。分別は処理も考えて、 もよい方法

を考えるべき。また、生ごみの処理について計画に入れるべき。 

委員  ：リターナブルびんの出し方を周知すべき。 

委員長 ：それは酒屋さんでやるべきでは。 

委員  ：牛乳でも、びんと紙パックがあるが、どちらが環境にやさしいとかリサイクル

しやすいとかわかりやすくすればよい。 

委員  ：量販店でも引き取ってくれる（デポジット）。 

委員  ：住居形態によって、ごみの出し方を変えてもよいのでは。 

委員  ：廃プラの説明会はよかった。自治会へ入っていない人にはどのような説明をす

るのか。 

交野市 ：広報で、個別説明や市民全体を対象とした説明を実施するとしています。 

４．基本計画について 

（１）事務局からの報告 

・前回（第５回）委員会で、施策に関する意見を委員に求め、その意見を集約したものを事

前配布資料「基本計画についての委員意見の整理」で説明。はじめに、基本理念、４つの

方向性に整理して説明。 

（２）委員、委員長、副委員長からの主な意見 

委員  ：わかりやすい資料だ。基本計画では、この資料に追加するだけでよい。 

委員  ：カタカナ、英語はわかりにくい。 

委員  ：自分の意見が全て入っている。 

副委員長：幅広い意見が出されていて、非常によいと思う。４つの方向性のうち、１番目

について、「システムづくり」だと何とでも取れる表現なので、みんなでやる

んだ、そのために情報提供するんだとした方がよい。 
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委員  ：地域（自治会）をからませるべき。啓蒙は、啓発に変更してください。 

委員長 ：スローガンに関して、「もったいない」「１人の 100 歩より 100 人の１歩」は

あるが、何か他にありますか。 

委員  ：ラグビーの精神などは（One for all  All for one）。 

委員  ：地区ごとに現在の施設の視察を義務づけている。４Ｒ市民会議と連携すべき。

また独自に環境家計簿をつけている人もいるし、こうした取り組みをしている

ひとを表彰（紙だとごみになるからステッカー）してはどうか。 

委員  ：未来は変えられるというような前向きなスローガンがいい。 

委員長 ：してはいけない、しなければならないというのが多いが、未来を変えられると

いうのはいい。 

委員  ：自治会ごとに、環境委員を入れてはどうか。 

委員長 ：有料化について、前回計画では「する」としていますが、実際はしていない。

今回、計画を作るにあたって精算しておくべきと考えますが、どうしますか。 

委員  ：現状のごみ処理費用にムダがないかを検証してからではないか。 

委員  ：大阪府下の有料化実施の状況は？ 

事務局 ：平成 19 年 3 月末の状況を説明。 

委員  ：アンケートでも女性の回答率が高かったので、女性にアピールする施策を。 

委員  ：以前は、四條畷市や交野市は、市民のごみに関するレベルは低く見られていた

が、いまは違う。 

委員  ：委員会提出意見に、有料化はすべきと書いた。有料化は増税ではなく、袋代な

のでは？排出時の考えるきっかけになる。 

委員  ：不法投棄につながる（大型の粗大ではなく家庭ごみ）。マナーの悪い人がいる。 

委員  ：新聞で、有料化の袋代が 45 円以下だとリバウンドしているというのがあった。

60 円以上だとない。大阪は有料化の取り組みが遅れている。 

委員  ：市全体で考えたときに、あらゆる所得層についても考えておかないと。理論武

装した上での有料化なら反対しないが。 

委員  ：有料化は、この委員会で簡単に決まることではないが、検討していかなければ

ならない。 

委員  ：不法投棄する人は、恥ずかしいという感覚がない。 

委員  ：モラル向上に努めて、その後に有料化をすべき。 

委員  ：ごみを減らす努力をした後に、有料化の議論がある。 

委員長 ：有料化は、する／しないではなく、検討するぐらいにとどめておくべき。 

委員  ：アンケートの意見で「資源化しているか疑わしい」というのがあったが、こう

いう人を減らすべき。また、この委員会ではマイコップで。 

委員長 ：委員会に提供されている水は、非常時に使う水だが、消費期限がせまっている

ので、こうした委員会で使って新しいのを備蓄するということなのでは。今後

は、マイコップ持参にしましょう。 

委員  ：ゆるやかに変えていけば抵抗はないのでは。 

５．今後の委員会日程について 

  第７回委員会 10/22  14:00～ 四條畷市 

  第８回委員会 11/5  13:30～ 交野市 

  第９回委員会 11/26  13:30～ 四條畷市 

６．閉会                                     以上 
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第７回一般廃棄物（ごみ）処理基本計画検討委員会 議事摘録 

日時 平成 19 年 10 月 22 日（月）14 時 00 分～16 時 20 分 

場所 四條畷市役所本館 ３階 委員会室   

 

１．開会 

２．配布資料の確認 

＜案件＞ 

３．案件について 

（１）事務局からの説明 

  ・案件（１）の減量化目標については、現在スローガン方式にて資料をまとめている段階で

あるが、日程が切迫している関係上、先に基本計画について議論した上、次回減量化目標に

ついて議論する予定で進めることを報告。 

（２）委員  ：異議なし。 

４．基本理念について 

（１）事務局からの説明 

・基本計画の基本理念については、当日配布資料の「基本理念」についての委員意見から決

定する方針とすること、本日中に基本理念を決定することを説明。 

・基本理念を決定づけるための前提として、基本計画の基本方向（2頁）の説明。 

（２）委員、委員長、副委員長からの主な意見 

委員長 ：この基本理念の決定について、出ている意見の中から選ぶのではなく、2 つ 3

つを組み合わせてという考え方もある。 

委員長 ：前回の意見の中での有料化をどうしようかということについて、四條畷市、交

野市では有料化ではない方向でやっていこう（有料化をした方がいいという意

見もあった）というのが特徴的である。目先のお金を払うのがいやだからした

くないとかいう話ではなくて、そういう町ではない町づくりをしたいというと

ころを聞いて感心した。そういうところを前面に出していくと他とは違うここ

の町、ここの基本理念はというものが出てくるんじゃないかと思う。 

副委員長：基本理念について、どうやったら他の人に伝わりやすいか、こんなふうにした

いんだよみたいなことを、一言で表せることが大きなことだと思う。 

委員  ：４Ｒは大変良いと思う。３Ｒは今までやってきたことだからそれに一つ付け加

えて一歩進んでますよという意味を兼ねて２番なんかがいいと思う。 

委員  ：みんながおもしろいな、楽しいな、と思えるようなしかけが重要だと思う。チ

ャレンジするような形の目標を設定する。それによって全体の中の一つの当面

の目標みたいなものを立てることが必要だと思う。 

副委員長：めざせ日本一！みたいな。 

委員  ：ごみゼロ日本一！みたいな。 

委員  ：４Ｒをしないといけないということを訴えるキャッチがいいのか、実際に数値

で何％というものがいいのか、４つの基本方向を総括して誰にでもできるよう

な、人づくりをするために、未来をこうしたいために人づくりが必要なんだ、

発生抑制をすることは自分達の未来にとって、こういうことをしなければなら
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ないから必要なんだ、抽象論でいいのか具体的なものがいいのかよくわからな

いが、ごみだから全面に出すことがいいのか、ちょっと変わった切り口もいい

のではないのかなと思う。 

委員長 ：理念の前にまずキャッチコピーで、みんなを巻き込むような、全体を統括する

ような文言が一言あるといいのではないか。 

委員  ：ごみ減量化は５Ｒで！ 

委員  ： 初のうちは軽いのりでいいだろう。それでキャッチコピーはなんでやねん！

というのは市民だけじゃなくても、マスコミ関係とか国とかに報じられること

によって、市民がチャレンジしたろかと思える。 

委員  ：マスコミを巻き込むと何でも成功するとのこと。 

委員  ：一般の主婦として３Ｒも知らなかった。リサイクルは知ってても。 

委員  ：循環型という言葉は一般的にはなじんでいない言葉だと思う。もったいないと

いう言葉を生かしてはどうか。 

委員長 ： 初のキャッチコピーは、あんまり長くなく、かつみんながわかるようなもの

がいい。 

委員  ：それってもったいないんちゃうん！！みたいなキャッチフレーズを言ってもい

いと思う。 

委員  ：生活に密着できるようなものがいいのでは？ 

     心が変われば態度が変わる。態度が変われば行動が変わる。行動が変われば習

慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。運

命が変われば人生が変わる。人生が変われば私が変わる。私が変わればあなた

が変わる。というふうに自分達が何かしなければいけない時期に来てるという

ことを強く思う。ごみ問題なんだけれども温暖化だと思う。 

委員  ：基本理念の方をもったいないとか３Ｒとかに統一して、キャッチコピーの方を

精神論的な部分でという話で分けて、みんなでやりましょう！という形にして、

一部分だけ温暖化入れるなりしたらどうかと思う。 

委員長 ：基本理念はもう少し長い文章で格調高くいこう。その後の基本方向の中で温暖

化の話も入るという感じになるかと思う。印象に残るような言葉を一つ発信し

ようとか、市民に受けるもったいないとかいうのがしみじみ受けるとか、私が

変わればあなたが変わるというような話も一つである。 

５．基本計画について  

（１）事務局からの説明 

・事前配布資料「基本計画」で説明。基本方向に沿った各種施策、循環型社会を形成するた

めの人づくり、ごみの発生抑制及び再生利用の取り組み、環境への負荷が少ない適正なご

み処理の取り組み及び計画推進のための取り組みについて説明。 

（２）委員、委員長、副委員長からの主な意見 

副委員長：事業者の対策について、オフィスや事業所から出てくるごみも一般廃棄物とし

て処理をするということで、基本計画の範囲内かと思う。紙のリサイクルを徹

底するであるとか、基本的なことについて事業者、市民、行政と協力しあって

いくという形のことも入れてはどうか。 
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委員長 ：施策という言葉が市民、事業者のところでなじまないかなという気がする。 

委員  ：7 頁生ごみに対する助成について、生ごみ堆肥化器具にかかる助成というが具

体的にコンポストとかか。 

四條畷市：コンポスト容器とＥＭボカシ容器です。 

委員  ：使用実態について追跡調査をしていますか。 

委員長 ：進行管理のところで、今後、追跡調査していくということで加えてはどうかと

思う。 

委員長 ：7頁「ごみ減量化の手法である有料化の調査検討」の順番を下げた方がよい。 

委員  ：文言の修正をお願いしたい。8頁施策Ⅲ-1 取らずに→「収集せずに」に修正。 

委員  ：粗大ごみについて四條畷市は申し込み制を導入するということになっているが、

交野市の現状を踏まえて考えてはどうか。 

四條畷市：年 3 回で申し込み制にしようと考えています。それによって、排出抑制につな

がると考えている。 

委員  ：不法投棄について、監視システムづくりが必要ではないか。 

交野市 ：不法投棄については、多発地帯に看板を掲げ見つけたら連絡することと、かつ

今後は防止カメラをつけることを検討中です。 

６．基本理念について（再討論）  

委員  ：8 頁に「分ければ資源 混ぜればごみ」といういい言葉があるではないか。 

委員長 ：非常によく使われている言葉で、むしろ「それごみちゃうやん！」の方がおも

しろいと思う。 

委員長 ：キャッチコピーを宿題として考えるということもありと考える。方向としては

一致してきているのではないかと思う。事務局案も出していただく。次までに

一つ以上考えてくる。 

事務局 ：委員長、副委員長と事務局で案を作成し、委員会で承認という形でさせていた

だきたい。また、いきなり決定ではなく、事前に審議し、文章を作る形とさせ

ていただきたい。 

委員長 ：では、基本理念は事務局で整理する。キャッチコピーは 3つくらいまで委員長、

副委員長で絞らせていただきます。1 週間以内に一つ以上必ず事務局の方まで

連絡いただくように願います。委員長、副委員長一任とさせていただきます。 

７．今後の委員会日程について 

  第８回委員会 11/5  13:30～ 交野市 

  第９回委員会 11/26  13:30～ 四條畷市 

８．その他 

  第 6 回委員会摘録内容については異議なし。 

９．閉会 

以上 
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第８回一般廃棄物（ごみ）処理基本計画検討委員会 議事摘録 

日時 平成 19 年 11 月５日（月）13 時 30 分～15 時 20 分 

場所 交野市役所別館 ３階 小会議室   

 

１．開会 

２．配布資料の確認 

＜案件＞ 

３．キャッチフレーズと基本理念報告 

（１）事務局からの説明 

・委員からの多数のキャッチフレーズ、基本理念を出していただいたことのお礼ならびに前

回の委員会を踏まえ委員長、副委員長一任で決定したキャッチフレーズと基本理念の説明。 

・キャッチフレーズ、四條畷市については、「もったいないやん！みんなの３Ｒでなわてが

変わる」、交野市については、「もったいないやん！みんなの４Ｒでかたのが変わる」。

「もったいないやん」の説明。基本理念は、『「もったいないやん」という一人ひとりの

気持ちと行動が、本市を先進的な環境負荷の少ない循環型都市に変えていくことを認識し、

市民・事業者・行政・地域組織が協力して、着実に３Ｒ／４Ｒの実践を進める。』を読み

上げ。 

（２）委員、委員長、副委員長からの主な意見 

副委員長：基本理念の決定にあたっては、「もったいないやん！」という市民としての気

持ち、みなさんのそうした大切にしようという気持ちを入れていく必要がある

ということ、社会が変わっていくんだということ、普通こうした行政計画だと

型ばったようなものが作られがちなところなんですが、みなさんが意見を出し

ていただいたことを出来るだけ尊重して作ったつもりです。 

委員  ：前回の資料と比べて、優しくて親しみが持てる、好感が持てる文章だと思う。 

４．基本計画について 

（１）事務局からの説明・報告 

・文章表現について前回の訂正箇所の報告。（4-5 頁、4-6 頁、4-7 頁、4-8 頁） 

 4-7 頁の行政による３Ｒの推進については追加。よって、直上の有料化の内容については

修正します。 

・基本計画全体の説明。 

・減量化目標について説明。排出量の削減率３％、資源化率（再生利用率）２４％以上と提

案。 

（２）委員、委員長、副委員長からの主な意見 

委員  ：３％という数字がえらく少なく見えるが、しんどい数字だと。こういうもんで

すか。 

委員長 ：ただ、その３％が少ないかどうかは後で議論するとして、こういう表し方にす

るのか、あるいはリサイクルしたものも減らしたものとして込み込みでいって

しまうのか、国も 2 つの方向で表しているので、ただ、事務局としてはやっぱ

り大量リサイクルになってしまうのはいかがなものか、発生抑制とリサイクル

について別々に目標を立てよう、リサイクルが多いからえらいんじゃなくて、
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リサイクルするものがなければその方がもっとえらい。ただ見かけは地味だけ

れど．．． 

委員  ：表し方はこれでいいんじゃないか。 

委員長 ：事業系は総量で家庭系は 1人あたりで考えるということでＯＫとする。 

５．減量化目標について 

（１）事務局からの説明・報告 

平成18年度を基準として、家庭系ごみは10年後の29年度までに1人1日平均排出量を３％、

事業系ごみは総排出量を３％削減する。現在、交野市については 600g の３％で 18g、四條

畷市については、665g の３％で 20g を減らしていくのが一つの目標である。 

（２）委員、委員長、副委員長からの主な意見 

委員  ：18 年度から 10 年でたった３％減らすだけですか。廃プラを除いてのパーセン

テージはどれくらいですか。 

事務局 ：廃プラを除いたとしても、発生抑制にカウントしないという考え方である。リ

サイクルにまわしたとしても発生抑制ではない。それをカウントしてしまうと

焼却ごみを減らすという観点ではそうかもしれません。どんな施策があるかと

言いますと、組成調査結果では、36％が食べ残しとか調理くず、余った食品で

す。この中からなんとか減らさないことには数字に出てこないので、施策とい

うのはかなり難しい。他にはマイバック運動ですね。 

委員  ：３％ですか。国は５％と違うのか。 

事務局 ：府は３％です。国は５％です。こちらは一度、平成 9年度から 18 年度において、

５％は達成したという考え方で、次の目標をどうするのかということで、もうさ

らに一絞り３％とした。 

委員  ：私 1 人で３％やったら出来ますわ。全部に生ごみの減量を呼びかけて出さんと

こうやと言ったら、３％ぐらい 1年でいけると思いますが。 

委員  ：交野で４Ｒの推進の中で、断る（リフューズ）ということをやってますので、

そういうことになると、目標として３％は低すぎてなかなかしんどいんじゃな

いかと思う。４Ｒ市民会議で実践行動計画を作って、それでは、ごみの排出量

が平成 22 年度において、平成 16 年度実績に対して 10％削減する。この 10％と

３％とこのからみはどうなりますか。 

委員  ：実践行動計画の 10％というのは、平成 16 年度の実績をもとに削減をやってい

こうとしている。今、出していただいてる案では、平成 18 年度の基準で３％を

やっていくということなんですが、交野市の実践行動計画でも 10％というが、

実際すでに４％減量されている。あと６％ということなんですが、その 22 年ま

での間に６％やったらこの行動計画と一致する。もうちょっとあげてはどうか。

この計画と、４Ｒの実践行動計画で言っている数字と差があるんで、そこらが

おかしいんじゃないかと思う。 

委員  ：これから５年後まで５％の数字でいくとなれば、だいたい数字が総量として合

ってくる。 

委員  ：昨日交野市の文化祭がありまして、そのときにみんなに呼びかけて「あんたら

生ごみどないしてんの？」ということをすごく呼びかけた。そしたら、市が集
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めてくれるんやったらそこへ持っていくよと言ってくれる人がほとんどの人。

そんなんでけへんという人誰もありませんでした。生ごみをどうするかという

気持ちはないんでしょうか。 

事務局 ：4-5 頁が発生抑制の推進なんですが、「生ごみの水きりの励行」とか「ごみの

堆肥化の推進」とかですね、こういうような施策をあげて具体的に市民一人ひ

とりに協力を願うというのが施策でございます。 

委員  ：市民がんばれや！とういうことですね。 

委員  ：他市で例がないのなら難しいと思いますけれども、ほとんどそういうところが

多いわけですから、なんとか考えないとあかんのと違いますか。 

副委員長：先ほど配布された○○委員の生ごみの処理の方法資料ですが、生ごみって家庭

の 4 割近く占めているのでそれを家庭で取り組むことができれば、かなり大き

な削減策となるだろうということは、昔からも今もわかってるとこなんですが、

それをどこまで頑張るのかどうかというのが問われているところと思います。

やろうと思えば正直５％というのもそんなに難しい計画ではないんじゃないか

と私も思います。さきほどスローガンでかたのが変わる、なわてが変わると言

ったのに、３％だったら変わらないのかなっていうことが心配なんですが。 

委員  ：達成できるのは目標ではなく予定。目標というのは達成できるかどうかわから

ないということが目標なんで３％は多分予定なんだと思います。みなさんの話

からいくと、当然、こうしていったら出来る数字なんだろうと思います。○○

委員の話から聞くと、もっと、予定ではなく目標を設定するんであれば、今言

われたようにやっぱり５％もしくは６％という数字が必要なんじゃないでしょ

うか。 

委員  ：啓発、協力の方が大事なんじゃないかと思う。市民全体の協力する割合が四條

畷の方が悪いと思う。 

委員  ：四條畷さんは分別をもうちょっと守ってもらったらいけると思う。 

委員  ：焼却炉もいっしょだから、四條畷も交野に合わしていくのはどうだろうか。 

委員  ：22 年でだいたい、５％の目標設定で実践行動計画の 10％の目標を達成する。そ

れと、ごみの減量というのは、水切りをこれも交野も徹底は出来ていないが、

家庭から出す生ごみの水切りをするだけでも相当な減量になりますね。水切り

を毎日徹底して出してもらうだけでも数％は変わってくるだろうと思います。 

委員  ：交野市についてはどういう水切りをされているんですか。 

交野市 ：広報等で掲載させていただいてるのと、交野の場合、４Ｒ市民会議という組織

がありまして、そちらの方で実践行動計画を作っておりまして、施策の一つと

して水切りの徹底を地域の方にやっていただく形で啓発させていただいている。 

四條畷市：広報への掲載というのみで、団体を通じた取り組みはない。 

委員長 ：他にも意見はありそうですが、一応５％ということで実質５年間頑張って減ら

そうということで、５年間頑張ってみましょうでよろしいでしょうか。 

事務局 ：排出量の削減率３％から５％へ変更させていただきます。その資料につきまし

ては、本日用意できてませんので、次回 11/26 の検討委員会の時にそのパーセン

テージで試算させていただきたいと思います。 
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６．再生利用率について 

（１）事務局からの説明・報告 

（２）委員、委員長、副委員長からの主な意見 

委員長 ：内容がよくわからないので、出来れば次回までにもっとわかりやすくしていた

だきたい。 終的にリサイクルといっても市民が頑張ったことに対するリサイ

クルと、行政がその後の処理システムとして交野と四條畷がこんなに違うのは、

結局掛ける 90、掛ける 26 というところが大きく違うわけで、その辺を 終年

度の平成 29 年度のところで、何がどれだけでこれをこうだから何 tの何％でこ

れだけ。それをたしあわせるとトータルでこれだけの再生利用率になりますと

いう形で。もう少し努力しないでもわかるような形にしていただかないと、こ

こで説明を受けた市民の方も私もよくわかりません。もう少しわかりやすく表

現していただけたならと思います。 

委員  ：交野さんでは、木屑とかバケツなんかも燃やしているわけですね。 

交野市 ：交野市の場合、施設見学で寺作業所の方へ行っていただいてますが、粗大ごみ

等資源化できるものにつきましては選別しまして、出来ないものについては破

砕施設で崩してしまうと。プラスチックにつきましては、焼却してしまうとい

うことです。 

委員長 ：何をどういうふうにしてリサイクルするのかということを、具体的に並べてい

ただくとイメージしやすいのではないかと思う。 

委員長 ：リサイクル率は、この数字でよいか。 

事務局 ：５％の数字をはめこまないとだめだと思いますので、今度の委員会の時にはき

っちりご提案させていただきます。 

委員長 ：次回までに再計算をしていただくと同時に、もう少しわかりやすくしていただ

きたい。 

７．その他意見 

委員長 ：基本計画として出すときに、アンケート調査、ごみ組成調査について、付録で

もいいので、市民の方々に読んでいただけるような形にした方がいいんじゃな

いかと思う。 

事務局 ：その辺もまとめて 26 日提示させていただきます。 

委員  ：4-12 頁は 10 年間ですが、５年間分を大きくしていただいた方が見やすいので

検討していただきたい。 

８．今後の委員会日程について 

  第９回委員会 11/26  13:30～ 四條畷市 

９．その他 

  第 7 回委員会摘録内容については異議なし。 

10．閉会 

以上 
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第９回一般廃棄物（ごみ）処理基本計画検討委員会 議事摘録 

日時 平成 19 年 11 月 26 日（月）13 時 30 分～14 時 55 分 

場所 四條畷市役所東別館 201 号 会議室   

 

１．開会 

２．配布資料の確認 

＜案件＞ 

３．基本計画｢第 3章｣について 

（１）事務局からの説明 

・主に前回から変更された 3-4 頁、3-5 頁の「基本計画における減量化目標」について説明。 

（２）委員、委員長、副委員長からの主な意見 

    副委員長：四條畷市版の発生量で、3-5 頁の再生利用率の数式について、分母の家庭系ごみ

には集団回収、拠点回収含むという意味でよろしいでしょうか。 

    事務局 ：家庭系ごみ合計というのは、表 3.1.5 の合計欄の数字であり、集団回収、拠点

回収を含みます。 

    副委員長：家庭系ごみ＋集団回収＋拠点回収という形で表記する等、わかりやすくしてい

ただきたい。 

 ４．基本計画｢第４章｣について 

（１）事務局からの説明（前回からの変更点） 

  ・4-1 頁、文章構成の変更。前回はキャッチフレーズ→基本理念、今回は基本理念→キャッ

チフレーズの順としたことを報告。 

  ・4-12 頁、基本計画の全体スキームの説明。 

  ・4-13～14 頁、施策や取り組みの実施時期について説明。 

（２）委員、委員長、副委員長からの主な意見 

   委員  ：施策Ⅰ-1 の「ごみ減量推進リーダーの養成」「地域における自主的な活動団体

の育成と支援」ということだが、具体的にどんなイメージで考えているのか。 

   四條畷市：具体的なまとめは 4-3 頁に書いております。具体的には、ごみ減量推進リーダ

ーの養成については、ごみ減量推進リーダーを養成し、組織的な活動展開がさ

れるようにそういう取り組みを進めて行きたいと考えています。地域における

自主的な活動団体の育成と支援については、具体的には集団回収団体等が現実

的には活動しています。このような自主的な活動団体の育成支援に努め、これ

によって、ごみの減量化、リサイクル化が進むというように考えております。 

    交野市 ：4-3 頁に「４Ｒ市民会議の活動支援」「地域における自主的な活動団体の育成

と支援」をあげさせていただいています。交野市では、各地域から３～５人、

全地域あわせますと１３０人あまりの委員で構成しております４Ｒ市民会議が

あります。その市民会議の委員さんが各地域のリーダー役となって、ごみの減

量化とリサイクルの推進をしていただいております。そこで、市民会議への活

動の支援ということで、補助金を出して今後ますますごみの減量化、リサイク

ル推進にむけて活動していただこうと考えております。また、地域における自
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主的な活動団体の育成と支援については、四條畷市と同じで、子ども会や自治

会など集団回収を行っている団体に対して、啓発物品の配布など、いろいろな

支援をしてきたいと考えております。 

   委員  ：ここに書いてあることは読んだらわかることでして、具体的にこのリーダーと

いうのは、市の方で資格化するのか、研修を受けるのか、有償でやるのか無償

でやるのか、また、既存の組織、例えば自治会とかを使うのかイメージがあっ

たら教えて欲しい。 

   四條畷市：講座等を行いながら、委嘱等を行う方向で考えないといけないのかなあと考え

ています。 

   交野市 ：４Ｒ市民会議の委員に対しては市長より委嘱をしています。年３～４回会議・

幹事会等を行い、情報交換を行っている。 

  委員  ：4-13 頁の基本施策のⅠ-2、「リサイクル情報の提供」と書いてあるが、どうい

う方向でいくのか方針を示していただきたい。 

  委員  ：リサイクル情報交差点というのを広報で見たことがあるんですが、どんな状況

ですか。あんまり活用されてないみたいなんですけども。 

   交野市 ：リサイクル情報交差点については、ホームページ上で行っておりまして、問い

合わせがあったら掲載するという形態をとっています。このリサイクル情報交

差点ですが、あまり活用されてないというのが現状です。また、ここには掲げ

ていませんが、家具につきましては、要らなくなったけれども、まだ、リユー

ス・リサイクルできる家具を、市民のみなさんから引き取り、たくさん集まっ

た段階で、リサイクルセンターで展示会を開催し、市民のみなさんに無料で提

供させていただいているところです。 

   委員  ：これはよく活用させていただいております。 

   交野市 ：リサイクルについては、行政だけじゃなく、民間のリサイクルショップ等で多

くの商品などがリサイクルされているかと思います。 

  委員  ：今度、ペットボトルが 2 月からですね、その作業場が大きくあいてくると思う

んですが、そこをですね、リサイクルプラザみたいにして、自転車、家具ある

いは衣服とか植木鉢なんかたくさんリサイクルされないで埋立地へ行ってるよ

うに思うんですよ。スペースが開いたらそういうコーナーを作ってもらえたら

うれしいなあと思ってます。そんな予定はありませんか。 

  交野市 ：平成 20 年 2 月から廃プラの分別収集が始まりますが、今、ペットボトルの分別

を行っているところが空きスペースになってきます。そこの活用につきまして

は今、環境部内で何をしていくのかを検討しておりまして、○○委員から提案

をいただいたプラザ的なものも候補のひとつとして考えていますが、なかなか

スペース的なものとか、そこを管理していく団体等、いろいろ検討事項があり

ますので、今後、いろいろな方のご意見を聞きながら検討していきたいと考え

ております。 

   副委員長：不思議なもんなんですけども、「リユース」とか行政がやられるとあんまり人
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気がないんですけども、フリーマーケットってなるとすごい人気なんですよね。

このように市民がやってるようなものを参考にしてなんかできるのかどうか、

先の話になるのかもしれませんけども模索ができたらおもしろいかなと思いま

す。 

  委員  ：4-13 頁の施策Ⅰ-3 の 3 項目あるんですが、もうちょっと具体的に、小学生が中

心なのか、中学生が中心なのか現段階で、どこから手をつけるのか説明してく

ださい。 

  四條畷市：4-4 頁に書いてございますように、本市の関係職員が学校の現場へ、現に数回、

出前講座的な形で学校の授業に説明に行った経過がございます。このように、

行政と教育委員会の連携のもと教材的な副読本を作り、子どものころからの環

境問題への取り組みを進めたいと考えてます。 

  交野市 ：現在、小学 4 年生が環境教育についての授業時間があり、これらの時間を中心

に実際に、学校の方にパッカー車で行ってごみの捨て方とか、ごみの減量の仕

方とか、出前講座的なものをやっております。今後につきましては、今、小学

校を中心に出前講座などをおこなっていますが、幼稚園、保育所にも出かけて

いって環境学習をやっていければと考えております。 

  委員  ：次世代にとって大切じゃないかと思いますけれども。だから、できることから

やってもらいたいと思うんですよね。 

   委員  ：○○小学校の 4年生に生ごみの処理を教えに行きましたけれども。 

   委員  ：発想を変えましょうや。役所に負担をかけすぎている。一般市民がやるという

ようなことをもうちょっと議題に出すべき。我々市民サイドでこの 後のここ

までまとめてもらったんやから、市民が建設的意見を出しておけば立派なもの

にまとまるんじゃないかと思うんですけどね。もう一つ、医療廃棄物というの

は医療廃棄物法に基づけばですね、180 度以上で 30 分殺菌という規則があるか

ら生ごみの中へ入れて焼却炉へ入れたらそれっきりでいいのか、その辺をちょ

っとお聞かせ願いたい。 

  事務局 ：2005 年くらいに新たに通達が出まして、それでは、家庭から出る注射針につき

ましては、医療機関に持ち込んで医療機関に処理してもらってください、その

他の燃えるごみにつきましては、焼却場に持ち込んでください、というような

指導になっております。基本計画にどこまで書くのかという話しですが、適正

処理困難物も含め、その辺については今後検討していかなければならないとこ

ろだと思います。ただ、基本計画に反映するのは別として考えてます。 

  委員  ：四條畷市は生活環境課がリーダーなんですけれども、環境ネットワークという

30 人くらいおりまして、温暖化と緑と美化と廃棄物と 4グループに分けまして

毎月活動してんですよ。 

  委員  ：基本計画を見せていただいて、1-3 頁のイラスト、4-1 頁の説明が見やすい。 

  委員  ：施策Ⅲ-2 の中間処理場について、住民に対しても影響が大きなとこなので、現

時点ではまだ何も決まってないとしても、住民に対しての十分な説明と理解を
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求めていくというような一項目でも入れていただければ皆さん納得するんじゃ

ないかと思う。検討していただきたい。 

   事務局 ：きちっと反映したいと思います。 

  委員  ：4-17 頁のところの、集団回収について段ボール及び牛乳パックについては平成

20年度から分別収集計画とあるが、平成 20年度とは今度の 4月からですよね。

４月からは廃プラと同時に回収するのか。 

  事務局 ：段ボール及び牛乳パックについては、集団回収量としてはカウントせずに分別

収集計画量の中でカウントするということです。 

  委員  ：回収の方法ではなくて、統計上ですか。 

  事務局 ：統計上カウントするということです。 

  委員長 ：少しわかりやすいように「統計上」等言葉を入れて欲しい。 

  副委員長：4-15 頁の各種施策や取り組みの実施時期について、Ⅳ 計画推進のための取り

組みのところが、前期計画が太線で後期計画が点線になっているが、4 つの柱

の中で進行管理という非常に重要な役割を担っている部門なんですけども、全

部後期が点線になってしまっているというのがちょっと弱くなっているのかな

という気がしないでもないです。Ⅳ-2 の計画の進行管理の実施には、うまく動

いてるかどうか毎年調べて公表していくということが書かれていますので、出

来れば後期計画まで含めてしっかりと行政側で進行管理していくということを

示して欲しい。 

   事務局 ：点線を実線にします。 

５．今後の日程について 

 (１)本日の委員会の内容を踏まえ基本計画の訂正及び全体（数字等）のチェックを行う。 

 (２)パブリックコメント等の両市の正式な策定手続きを終えて、3 月下旬にもう一度この場で

完成本を是非見ていただきたい。日程につきましては、両市の策定手続き等を踏まえ設定

し、後日連絡する。 

 (３)第 8回委員会摘録内容の訂正・意見等については会議終了後受付とする。 

 (４)提言の方法については、修正が完了した段階で委員長、副委員長から田中夏木管理者に直

接提言という形としたい。 

６．閉会 

以上 
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第 10 回一般廃棄物（ごみ）処理基本計画検討委員会 議事摘録 

日時 平成 20 年 3 月 24 日（月）14 時 00 分～15 時 00 分 

場所 四條畷市上下水道局 2 階 会議室 

 

１．開会 

２．配布資料の確認 

＜案件＞ 

３．四條畷市、交野市の基本計画及び資料編並びに基礎調査の報告について 

（１）四條畷市、交野市、事務局からの報告 

・四條畷市から、委員会からの提言以降の取り組みについて説明。 

・交野市から、委員会からの提言以降の取り組みについて説明。 

・組合から、基本計画資料編及び基本計画基礎調査について説明。 

（２）委員、委員長、副委員長からの主な意見 

委員  ：四條畷市環境審議会の答申についての議論は必要ないか。 

委員  ：化粧びんの分別区分は？ 

委員  ：施設見学会参加へのアピールをお願いしたい。 

委員  ：概要版（小冊子）を作成して啓発してはどうか。 

委員  ：小さい頃からの環境学習が重要。 

４．四條畷市交野市清掃施設組合の基本計画（案）及び全体について 

（１）事務局からの報告 

・四條畷市交野市清掃施設組合の基本計画（案）について説明。 

（２）委員、委員長、副委員長からの主な意見 

委員  ：基本施策を中心に小冊子（リーフレット）を作成してほしい。 

委員  ：アンケートの結果を市民に紹介してはどうか。ＰＲが必要。 

委員  ：リサイクル資源化施設も併設するとあるが、設備内容は？というのも、廃プラの

分別が始まり、ごみの中の生ごみが目立っている。生ごみを堆肥化するような設

備はあるのか。 

副委員長：四條畷市、交野市、組合が一体となって取り組んでいくことが重要。 

委員長 ：基本計画（案）を承認します。 

５．提言 

６．管理者 田中夏木 挨拶 

７．委員長、副委員長 挨拶 

８．閉会 

以上 
 


