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１．開 会 

【事務局】 
ただいまより、平成２７年度の第１回目の室蘭市廃棄物減量・リサイクル等推進審議会を開催

します。皆様には本会議の委員を引き受けて頂きまして誠にありがとうございます。また、本

日のご出席につきましても、重ねてお礼を申し上げます。 

私は、本日進行を務めます室蘭市生活環境部環境課の北野と申します。どうぞよろしくお願い

します。 

開催にあたり、生活環境部長の米野よりご挨拶を申し上げます。 

【米野生活環境部長】 
室蘭市生活環境部長の米野です。本日はお忙しい中、審議会にご出席賜りましてありがとうご

ざいます。また、本市の環境行政につきましては、日頃からご理解とご協力を賜り、この場を

お借りしまして、厚く御礼申し上げます。 

さて、この度の審議会ですが、廃棄物である「ごみ」は、私たちの家庭生活や事業活動により

まして、絶え間なく排出されるもので、現在の生活形態からは切り離されないものです。廃棄

物を適正に処理することは、住民生活に深いつながりをもった環境衛生上の基本的な問題で、

近年においては、循環型社会の形成、低炭素社会などを配慮した取り組みとなっています。ま

た、高齢化社会への対応、東日本大震災の教訓による災害時の対応、これらについても考慮し

なくてはなりません。 

さて、本市の廃棄物行政におきましては、平成１８年に策定いたしました「室蘭市一般廃棄物

処理基本計画」に基づき、取り組みを進めてまいりました。現在の処理基本計画が本年度まで

の計画であることから、来年度から、これまでの取組状況、社会情勢の変化等を踏まえまして、

新たな計画を策定することとなりました。 

本市においては、人口が９万人を割り減少が続いております。少子高齢化、あるいは単身世帯

の増加等が進んでおります。 

また、廃棄物の中間処理、最終処分につきましては、私ども西いぶり広域連合で行われている

ことを踏まえながら、計画を策定してまいりますが、本審議会の委員様のご意見をもとに、減

量目標等を設定いたしまして、循環型社会を形成していきたいと考えております。 
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本日は、新たな計画策定に向けた第一歩となりますことから、委員の皆様には、忌憚のないご

意見を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】 
本日の会議は、平成２８年からの新たな計画として、室蘭市一般廃棄物処理基本計画を策定す

るにあたりまして、初めての開催となります。お手元の次第にございますとおり、最初に本日

ご出席頂いた委員の方々を私の方から順にご紹介し、続いて、会長、副会長の選出を行った後

に、会長により議事を進めさせて頂きたいと思います。 

それでは、本日ご出席者の皆様を、私の方からご紹介させて頂きます。室蘭工業大学、ひと文

化系領域准教授 亀田委員です。 

同じく、室蘭工業大学、くらし環境系領域准教授 吉田委員です。 

続きまして、道南公益清掃事業協同組合 代表理事 齊藤委員です。 

生活協同組合コープさっぽろ室蘭地区本部 委員長 寺西委員です。 

室蘭市女性団体連絡協議会 会長 時田 委員です。 

室蘭市町内会連合会 会長 沼田委員です。 

室蘭消費者協会 会長 山本委員です。 

室蘭商工会議所 小売商業部会 副部会長 吉岡委員です。 

続きまして、公募委員の鈴木委員です。 

同じく、橋本委員です。 

同じく、牧口委員です。 

また、本日はご欠席されておりますが、室蘭市リサイクル協働市民協議会会長の増川様が委員

として選任されてございます。 

最後に、事務局をご紹介いたします。 

弘瀬環境課主幹、米野生活環境部長、私、環境課長の北野です。よろしくお願いします。 

隣が鈴木主査、大野主任です。 

続きまして、会長・副会長の選出を行います。会長・副会長につきましては、委員の互選によ

り、選出することになっております。それでは、まず会長の選出をお諮りしたいと思いますが、

どなたかご推薦等ございませんでしょうか。 

【委員】 
すみません、よろしいでしょうか。 
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【事務局】 
はい、時田委員。 

【委員】 
環境対策、廃棄物に関して専門家である室蘭工業大学の吉田先生に会長を引き受けて頂くのは

いかがでしょうか。過去には、廃棄物に関する処理計画に参画されています。 

【事務局】 
ただいま、時田委員より、ご発言がありましたけれども、皆様、いかがでしょうか。 

（各委員より拍手。「異議なし。」との発言あり。） 

皆様、ご異議等ございませんようですので、本会議の会長として吉田委員に会長をお願いした

いと思います。 

次に、副会長につきましてお諮りしたいと思います。ご推薦等ございませんでしょうか。 

【会長】 
私の方からご推薦させてよろしいでしょうか。前回、平成１８年のこの基本計画を作った時か

ら携わっていただいた本学の亀田先生に是非やっていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

（各委員より拍手。） 

【事務局】 
皆様、ご異議等無しのようですので、本会議の副会長につきましては、亀田委員によろしくお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

それでは、吉田会長、一言ご挨拶をお願いいたします。 

【会長】 
ご推薦いただきありがとうございます。室蘭工業大学の吉田と申します。 

大任を引き受けさせて頂きましたけど、あくまで進行役ということで、ご経験がおありの方が

沢山いらっしゃいますので、皆さんのご意見をまとめて、この計画案を良いものにしていきた

いというふうに思っています。 

亀田先生、時田委員も前の計画の時に携わって頂いておりましたが、多分前のことを知ってい

る方がかなり減っていると思いますけれども、その当時やはり新しいリサイクルシステムがど

んどんできまして、生ごみのリサイクルとか、容器包装リサイクルも、もう当たり前になって
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もその当時は非常に新しいシステムということで入ってきたんですけども、多分もう皆さんも

慣れており、そろそろ見直しの時期と言うんですかね、実際になかなかお金が掛かることであ

り、そういうものも含めて次の１０年の計画ということで、私どもが１０年後に本当にあの計

画で良かったいうふうにしたいと思います。 

私は平成１８年のときに関わったときは、もう少し何か良いことができたのではと、私自身は

ちょっと反省を思っております。 

ぜひ皆様の、斬新で意欲的なご意見を頂いて、良い計画を作りたいと思ってますので皆様のご

協力をよろしくお願いいたします。 

【事務局】 
ありがとうございました。それでは、ここからの議事進行については吉田会長にお願いした

いと思います。 

 

２．議 事 

【会長】 
それでは、議事次第にしたがって、審議を進めてまいりますが、配布資料の確認を事務局から

お願いします。 

【事務局】 
まず最初に議事の次第、平成２７年度第１回室蘭市廃棄物減量・リサイクル等推進協議会次第

と書かれた紙が１枚、それと委員名簿。それが１枚と、この他に配席図。この関係で資料１と

いたしまして、「一般廃棄物処理基本計画について」というものがあると思います。資料２と

いたしまして、「室蘭市一般廃棄物処理基本計画素案原案」という、冊子になったものですね。

最後に、参考資料といたしまして、本審議会の設置に係る条例・規則を配布しておりますが、

足りない資料があれば、お渡ししたいと思います。 

【会長】 
それではさっそく１番目の議題ということで、「室蘭市一般廃棄物処理基本計画について」と

いうことで、こちらについて事務局の方からご説明をお願いいたします。 

【事務局】 
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それでは、資料１について説明いたします。「室蘭市一般廃棄物処理基本計画素案原案」の内

容に入る前に、なぜその処理基本計画は策定しなければならないか、この基本計画にはどのよ

うなものを載せなくてはならないか、確認の意味でご説明します。 

一般廃棄物処理基本計画の策定は、廃棄物処理及び清掃に関する法律において市町村に義務付

けられているものであり、法第６条第１項の中で規定されて、第２項についてはどういうもの

を記載しなさいということが挙げられてございます。 

この処理基本計画というのは、一般廃棄物の処理責任、これを市町村が負うことになり、室蘭

市であれば室蘭市内の一般廃棄物を管理し、適正な処理を確保するための基本となる計画であ

り、各市町村が独自に定めるものです。 

その策定にあたっては、平成２５年の６月に国から「ごみ処理基本計画策定指針」が示され、

廃棄物処理を巡る今後の社会・経済情勢、一般廃棄物の発生見込などを踏まえた上で、処理施

設や体制の整備、あるいは財源の確保などについても検討しつつ、現実的な施策を総合的に検

討することが必要だということが示されています。 

次に目標年次については、現在の計画は平成１８年に策定しまして今年度までですけれども、

概ね１０年から１５年、または５年毎の見直しや改定、こういうものが示されています。計画

策定の前提になっている諸条件に大きな変化があった場合には見直すことが適切とされていま

す。例えば市町村合併ということになれば、速やかに見直しする必要があります 

また、策定にあたっては、この指針を参考にしつつ、廃棄物処理法第５条の７に規定されてい

る、廃棄物減量等推進審議会の意見を踏まえることが必要であるとされています。これは市町

村における一般廃棄物の減量化対策を実効性のあるものにすることなどを狙いとしています。 

廃棄物の抑制、分別収集の徹底、資源ごみの再生等、ごみの減量化に関する施策については、

住民、事業者等の関係者の協力が特に必要です。 

市町村は、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、任意に同審議会を設置できる

ことになっていますが、設置する場合には市の条例で定めることが必要です。 

今回の処理基本計画策定におきましても、住民・処理業者・事業者・学識経験者と幅広い分野

の皆様をメンバーとして構成することで、一般廃棄物の減量等に関する住民のコンセンサスを

形成できるものと考えています。 

さらに、一般廃棄物処理計画の策定にあたっては、国・道の計画等を踏まえる必要があり、北

海道においては、今年３月に北海道廃棄物第４次処理計画を策定しておりますので、これらを

踏まえてまいります。以上でございます。 
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【会長】 
ありがとうございました。ただいま説明頂いた資料１について、何か質問とか要望はあります

か。 

先ほどご説明のように、基本計画には、発生量、処理量、排出抑制、分別収集の項目とか、あ

と適正処理。これは焼却施設を使うとか、リサイクル施設を使うとか、そういう適正処理とい

うのが入っていますし、施設の整備とか全般的なことを決める必要があり、今回は平成２８年

から３７年までの１０年の計画ということになっております。 

では概略は以上ということで、次に進めたいと思います。 

それでは一般廃棄物処理計画の骨子について事務局の方からご説明をお願いします。 

【事務局】 
それでは素案原案について説明します。資料２をご覧ください。 

まず、第１編・室蘭市の沿革ということで、室蘭市の現状を記載しております。室蘭市の特色

として、第一次産業が１パーセント未満、第二次産業が３４パーセント、第三次産業が６６パ

ーセントであり、これは一旦この数字だけで比較しますと三次産業が多い感じがしますが、北

海道全体では一次産業が１.８パーセント。二次産業９.６パーセントという流れで、道全体では

一次・二次産業を合わせても約１６パーセント位で、三次産業が約８４パーセントを占めてお

り、北海道平均と比較しますと、室蘭市は第二次産業が３４パーセントを占めており、工業都

市ということでご理解いただけるかなと思います。 

ちなみに、下に米印で書いております、経済センサス、これは国勢調査等によく数字が使われ

る統計方法に基づいて、総務省とか経済産業省が中心となって、経済構成、今のパーセントな

どを出しております。 

次のページにいきまして、室蘭市の人口は、昭和４４年のピーク時の人口１８３,１２５人に

対し、平成２７年３月末時点で８９,０６２人と約９４,０００人の減少、割合にすると約５１％

の減少となっています。特徴として、人口は９４,０００人ほど減っていますが、世帯数は昭和

４４年の時点で４７,２５７世帯に対して平成２７年３月末時点で４６,９４９世帯で、ほぼ変わ

っておりません。これについては昭和４４年には１世帯あたり３.９人の構成だったものが、現

状では１.８人であり、核家族化が要因といえます。 

次は４ページ目、第２編、現在の状況についてです。高度経済成長期の大量生産・大量消費が

原因となって環境問題につながっているということで、国の環境白書にも載っていますが、エ

ネルギー・資源の枯渇化に対して、循環型社会を形成して、資源を大切にしましょうというこ
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とを、概ね書いております。このような状況で国において、環境基本法をはじめ、循環型社会

形成推進法、廃棄物処理法などの関係法令の整備を徐々に進めてきておりまして、室蘭市につ

いてもこういう法令に従って、現行の計画、各種実施結果を踏まえつつ、新たな法に対しては、

施策の検討など、市民・事業者・行政が一体となって、ごみの減量化、資源化、適正処理を推

進することを、この計画では目的としています。 

次のページ、この計画の位置づけですが、循環型社会形成推進基本法が上位法となって、先ほ

どの廃棄物処理法があります。室蘭市においては、上位に室蘭市総合計画、これは室蘭市全体

の計画で、この中に廃棄物も入っており、その下位に、室蘭市環境基本計画が位置づけられま

す。環境基本計画については、公害もあった中で、これは環境全体に関する計画です。 

次に計画年次を記載しております。総合計画は平成２０年度から２９年度、そして室蘭市環境

基本計画は平成２１年度から３０年度、今回の一般廃棄物処理基本計画は平成２８年度から３

７年度の計画です。これらの基本計画が策定された後に、各計画に沿った形で色んな計画をま

た個別に立てていかなければならないと考えております。 

計画の期間及び目標年度については、先ほど、事務局から話しましたとおり、一般廃棄物処理

基本計画につきましては大体１０年から１５年が望ましいとされています。これについては初

年度を平成２８年度とし、概ね１０年ということで平成３７年度を目標年度としたいと考えて

おります。ただし、計画の前提となっている諸条件に大きな変動があった場合は、指針等にお

いても見直しをすることが適切とされていますので、今後２年間大きな変動要素があれば、適

時見直していきたいと考えております。 

続きまして、２－４．計画区域です。本計画の対象区域は、室蘭市全域です。なお、室蘭市の

廃棄物処理施設は単独で持っておらず、西胆振５市町で設置する西胆振地域広域廃棄物処理施

設で処理しています。廃棄物処理施設の計画等も視野に入れ、今後の見直し等考えていきたい

と思っております。 

続きまして第３編です。本計画の上位計画にあたる室蘭市環境基本計画では、「人と自然と産

業を育てるまち むろらん」を長期的目標とし、さらに基本目標として、「地球にやさしい、

暮らしと産業のまち」としております。廃棄物対策は環境問題の重要な一端を担っており、ご

みの排出量については人口減、経済状況含めて減少傾向には室蘭市全体としてはありますが、

一方で市民一人当たりのごみの量には大きな変化が見られない状況で推移しております。こう

したことから今後も意識向上も含めた循環型社会形成に向けて取り組み必要があるという考え

のもとで、基本理念を記載しております。この基本理念については、３Ｒまたは４Ｒというこ



 

- 8 - 
 

とをお聞きになったことがあると思いますが、環境省でも２Ｒの推進ということで、ごみの発

生自体を抑制することを大きな目標としております。一つはリデュースで、生産時、資源の投

入抑制だとか、過剰消費、使用可否、そういうものを含めた中で、発生自体を抑制しようとい

うことです。もう一つがリユース、これは再使用という意味で、製品・部品・容器等、形状を

維持したまま手を加えないままで、再使用することです。代表的な例としてリターナブルびん

の活用があります。 

今回の計画の基本理念としては、リデュース、リユースは当然のこととして、リペア、リフュ

ーズ、簡単に言うと物を大切に使い、修理等をしながら長い期間使って発生抑制に努めましょ

うということを掲げて、４Ｒの推進としています。 

次のページ、３－２．ごみ処理の現状に入ります。最初に基本的なお話になってしまいますが、

３－２－１．廃棄物の種類です。廃棄物処理法では、大きく分けて産業廃棄物と一般廃棄物に

分類されます。産業廃棄物は主に、事業活動に伴って排出される廃棄物で、２０種類ほどが該

当し、産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物という括りになっています。一般廃棄物は、

家庭生活に伴って生じた家庭系廃棄物、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物に該

当しないもの、これを事業系一般廃棄物といいます。 

この計画では、家庭系から出た廃棄物と事業系から出る一般廃棄物及び資源物を対象範囲とし

ております。 

【会長】 
ご説明頂いている途中ですが、ここでご質問受けてよろしいでしょうか。ここまでが基本的な

ところですけど、最初の基本計画の沿革から今の基本計画の資料について、説明しております

が、ここまでで、何かご質問ありますか。 

ここで切らせて頂いたのは、最初にお話ししたように室蘭市は実は第二次産業の製造業が非常

に多いと。全道平均が大体１０パーセントぐらいですけど、こちらは３４パーセントです。今

回の室蘭市の一般廃棄物の処理基本計画で一般廃棄物っていうのが実は産業廃棄物という言葉

と対になっていまして、今ご説明頂いた３－２－１のところですね。産業廃棄物は法律上例え

ば、建設系のコンクリートとか、そういう規定をされるものが幾つかありまして、これはもう

特別にすべて指定されて、それぞれの業者さんが各自で処理されると。ですから、それ以外の

ものは全部一般廃棄物という分類になるのですけれども、その中で私どもが普段出しているの

が家庭系の廃棄物。これは皆さんご家庭で出されるものですけれども、それともう一つ、事業

系一般廃棄物という言葉がございまして、これは学校とかあるいはこういう市役所とかでいわ
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ゆる普通に出てくる紙ごみ、あるいは厨芥とかですね、あとオフィスでも色々とごみは出され

ると思うんですけど、その中で産業廃棄物に入らないもの全般がこちらに入っていますので、

今回の廃棄物の処理計画を作る時には家庭系の、私共が家庭で出すものと同時に、こういう学

校とか事務所とかそういうところから出てくるごみ、こちらも全て入っていますので、この家

庭系廃棄物それから事業系、一般廃棄物の中でたいてい家庭系廃棄物と事業系廃棄物というふ

うに分けられるんですけども、事業系の方も入っているということで。ただし産業廃棄物はち

ょっと特殊なごみが入っているということで、これからご説明頂くのはこちらの、家庭系廃棄

物の一般廃棄物、それから事業系廃棄物の詳しい分類についてご説明頂くということになりま

す。よろしかったでしょうか。 

はい、どうぞ。 

【委員】 
基本計画について質問、よろしいでしょうか。今、事務局の方から発生自体を抑制する、ごみ

の発生自体ですね。これを抑制するっていう説明ですけれども、これ、できますか。 

というのは、我々人間の生産活動ってのは全部ごみなんですよね。衣類にしろ机にしろ建物に

しろ、これ時間がたつと全部ごみになるんですよ。だから生産活動を抑制するっていうような

捉え方にもなってくるんですよね。そうすると、建物だって１０年か２０年経つとこれ解体し

ないとだめだと。ごみになるんです。この衣類だってごみになるんです。ごみの中で生活して

いるようなものなんですよね。だからそれをどう捉えていくのか。ごみはだめだよと抑制、バ

ッテンいっぱいつけていくのか、じゃあそのごみの一つの見方として、資源として、色んなリ

サイクルが出来ないかと言う目線をつける。 

例えば下水処理ですよね。１０年前なんて下水の中から水素を作る技術なんて夢物語だった。

今は水素作ってるんですよ。そういう時代なんですよね。で、基本計画の見直し１０年から１

５年に一度と言うけど科学の進歩っていうのは本当にもう、時間的にどんどん進んでいます。

この間、テレビ番組で、事業所のごみ処理なんですけど、これ１００パーセント資源化してる

んですよ。だからそういう技術もあるんですよね。だから目線をバッテンばっかりに向けてい

ると、どんどん不要なものが増えて、人間の生産活動っていうのは生存してると無限ですから、

そうするとストックしておく場所自体がもう無くなってしまう。これをいかにしてリサイクル

して使っていくかに目線を向けていかないと、この基本理念というのは成り立っていかないの

ではないかという疑問があります。 
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【会長】 
今ご発言があった、４Ｒ、リデュース・リユース・リペア・リフューズについてですけれど

も、技術的なところでのリサイクルをかなり推進された方がいいのではと、発生抑制は難しい

のでは、というご意見なんですけど、何かコメントは。 

【事務局】 
ご意見ありがとうございます。経済活動は止まるものではなく、当然、物を作れば作るほど、

ごみになる要素の物が増えていきます。それで基本理念についてですが、前段では、まず皆さ

んが、ごみを生み出さない手法、そういう考え方があります。例えば、小さなところでいえば

製品としてレジ袋を作っておりますが、私たちがレジ袋をもらわなければ、それは新たなごみ

は発生しません。あるいは今洗剤や何かで詰め替え製品がございます。それをワンボトルごと

に買うと、そのボトルはごみになります。いくらリサイクルしても、一番最初はごみになる。

ですから、少なくとも詰め替え用を買えば、そのボトルがごみとして、後でいくらリサイクル

しようが、元々が私たちの家庭から発生しないことになります。まずはそうやってごみを抑制

しましょうということです。先ほどのリサイクルというのはその中でも、どうしても出てきた

もの、それをただ焼却処分するのではなくて、現在室蘭市の方では廃プラスチックのリサイク

ルをしています。 

行政側としては、色々な物を検討しなくてはなりませんが、できるところからリサイクルする

ということで、今回の理念は、全く生産活動というのは、やめなさいと言うわけにいきません

ので、私たちがその中で何を選んで、家に持ち帰ったときに、いかに外に出すごみを少なくす

るか。そういう理念を啓発等で拡大していく手法というのはあると、私たち思っています。以

上です。 

【会長】 
今お話しがあったのは発生からこう、リサイクルのほうに回すってお話でしたけれども、そも

そもの発生量、私たちがこう工夫すれば出す量自体を減らせるっていう工夫のところが幾つか

あるということで、多分次のご説明を頂いてから、もう一度今のお話に戻った方が良いと思い

ますので、ごみ処理の体制について説明を続けて頂いてよろしいでしょうか。 

【事務局】 



 

- 11 - 
 

それでは素案原案の９ページ３－２－２．のごみ処理体制についてです。ここでは、ごみの分

別がどのように処理されているかということを書いています。家庭系廃棄物を市が業者に委託

して運搬して、どういう処理をされているかを図表化しています。 

現状の総量は、次ページの図３－３ごみ処理フロー図で、今室蘭市全体の資源物も含めた総排

出量は平成２５年度実績ですが、３８,９２１トン。これを人口割りすると１日１人当たり１,

１７８.７グラムで大体１キログラムちょっとが排出されているということになります。これが

普通のごみとして、焼却であったり埋め立てであったり資源物になったり、また、町内会等の

団体、個人にもご協力を頂いている資源回収を含んでおります。 

【会長】 
ちょっと今ご説明頂いた図の３－３．を見て頂くと、今の現状がよく分かると思うんですけ

ども、先ほど結局牧口委員のほうからご指摘頂いたように、リサイクルを増やして減らすって

いう方法もあるのですけども、現在３８,０００トンが出ているんですけども、やはり一つの問

題として、リサイクルの対象項目が増えていますけど、やはり段々高齢化していくと、本当に

こんなに沢山リサイクルすべきなのかとか、家に置くところがないとか、そういうところも多

分議論になって、リサイクルの対象項目の増減よりは、ごみそのものの一人当たりの１,１７８.

７ｇ出しているんですけれど、これを減らそうと。 

先ほどお話し頂いたように、レジ袋をずっとそのまま１回ずつ買って使えばその分、１か月に

例えば３０袋なんですけど、それを繰り返し使うとか、それを使わなければゼロにするとかで

すね。私どもで専門用語でカスケード利用っていうんですけど、要するに一過型ではなくて２

回目。例えば服もそうですね。服も多分リユースっていうのは多分フリーマーケットに出して、

子供が１年しか着なかったものを次に、１年、１年っていうふうに増やすと、３倍にすると、

その間に出ている廃棄物は３分の１なので、それも発生抑制ですね。 

簡単に言うと市が収集するごみの量を減らしたいっていうのが一番の基本なんですけど、そこ

に行くまで市民のレベルあるいはその色んな事業者さんにご協力して頂いて、再利用を増やし

て、あるいはそういう利用を増やして発生量自体の抑制をできないか。そこに手を付けないと

リサイクルを増やすっていう単純な方法ではなかなかお金も掛かることなので、これから多分

皆さんにご審議頂くのは、そこのところを色々な工夫で何とか１人当たりのごみを減らせない

かと。 

ご意見頂いたように確かに減らすのは難しいというか、１日に家庭で出るごみの量自体を減ら

してくださいと言うのは非常に難しい問いかけで、これは多分事業所にもいくと思うんですけ
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ども、そのときにどういう選択肢があるかっていうのをぜひ皆さんで考えて頂く。色んな工夫

をして頂くっていうのは必要で、そもそもの発生抑制についても今回議論の一つになっており

ます。 

【委員】 
関連して、ちょっといいですか。ごみの収集に袋ありますね。燃えるごみ、燃えないごみとプ

ラスチック。今、事務局の方から「色んな選別をしなさい。した方が減量になります」と。も

っともその通りなんです。それ以上でも以下でもなくその通りなんですけど、ごみ袋について

その袋に入れたごみはどう使われるのか。例えばプラスチックの袋に、このプラスチックは最

終的にどう使われるよって一般市民は何もわからないわけでね。プラスチックであれば、それ

こそどんなプラスチックでもいいのか。塩素系でもいいのか何でもいいのかとそういう疑問も

あるし、どう使われるのか分からないから、燃えるごみに入れてしまおうかとか、そういうそ

の分別すること自体に困難があるわけです。 

例えば、燃やせないごみとして布団だとか絨毯だとか家具がありますが、なんで燃えないのっ

ていう疑問が出てくるんです。燃やせないごみっていうのはだれが決めたのと。一般的に住民

は全然知らない次元でもって決められたことがまかり通っている。市民は混乱するんですね。

どうもこうも、燃えるごみがどうしてその不燃ごみになるのって。なんて言うか処理の方法だ

とか行く先の使い勝手だとかで、そういう先が見えない物に対してはもうどう対処していいか

わからないという現実がありますね。 

【会長】 
事務局からコメントを頂ければ。 

【事務局】 
まず私たちのホームページ等で、どういう物に使われますということをお知らせをしているん

ですが、ご指摘があったように皆さんがなかなか、お年寄りはホームページ見ませんし、広報

誌なんかで、そういう廃プラがどういうものになりますとか、お知らせしているところではご

ざいますが、まだまだ私たちの広報の仕方、それが足りないんだなということを感じました。

プラスチックっていうのは、集めて色んなプラスチックのもとになったり、新日鐵の還元剤に

なったり、色んな方法があります。毎年どのように使われるのかは変わっておりますけど、そ

の辺を皆さんにわかりやすくお知らせする工夫が必要ということを感じました。 
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それから、燃やせるごみ、燃やせないごみについて、確かにこれ一般の方からご指摘の通りお

電話多々あります。布団類は燃えるでしょうと。私どもは処理施設において、燃える素材でも

効率良く燃やすためにごみを破砕しています。そのサイズが色々ありまして、本来であればサ

イズ何センチ以上は燃やせないごみだよ、燃やせるごみだよってなると、一般の方はそのサイ

ズ云々よりも、品目ごとにお知らせした方が良いなと。そしてなおかつ、燃やせる素材でも５

０センチ以上の大きなものは燃やせないごみにしてください、という広報をしているところで

す。これについても広報の工夫をしていく必要があると思いました。ありがとうございます。 

【委員】 
要するに、石みたいな本当に燃えないごみ、鉢だとか、瀬戸物だとか、本当に燃えない物と、

その木の大きいものの、燃えない物との、どういう区別をしたらいいんですか。同じ燃えない

ごみの袋とかということなんですか。 

【会長】 
燃やせないごみっていうのと、燃えないごみっていうのがあるんですけど、木くずは燃えるん

ですけど、だけど焼却炉に入れることができない物は燃やせないごみになるんですね。ですか

ら大きくて、焼却炉の入り口がこんなに小さいので、それを細かく焚くんですけども、ただし、

実は左側の図の３-３を見て頂ければ分かるんですけども、こちらで不燃・粗大、真ん中の方に

中間処理量３３,０００トンって書いてあります。で、その横に不燃・粗大・破砕処理等って書

いていますね。つまり私たちが出した不燃ごみも、実は一旦砕いて中から燃えるごみを集めて

燃やしているんです。ですから全部それは燃えないごみってことですね。 

例えばごみの埋め立て地に行くってことではなくて、燃やせないごみとして集めて、そこでも

う一回細かく砕いて、要するに焼却炉に入るサイズにして、それをまた中で分別して、金属は

回収するということをやっていますので、必ずしも私たちの出し先が燃やせないごみだから全

部焼却炉に行かないっていうわけではないので、素材的には燃えるけど焼却炉で燃やせないっ

ていう、ごみを受け入れる時の技術上の言葉は、そうされているかもしれないですね。 

【委員】 
それはわからないですね。全然わからないですよ。 

【会長】 
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でも、それが燃やせないごみの中に木を入れていいのかと、大きい木を入れていいのかと疑問

に思われる方もいらっしゃるかと思うんですけども、ただそれは最終的に、ちゃんと実は焼却

炉に行ってるんだよという説明も、もしかしたら要るのかもしれないですね。 

【委員】 
すみません、先ほど委員の方もいったように、一時は広報といいますか、かなり市内を廻って

歩いたと思うんですね。もう１０年も経ってますから段々と慣れとともに忘れてきたのかなと

思われますけど。やっぱり廻って頂いて、説明して頂きますと、わかると思うんです。５０セ

ンチはこのくらいだからこうやったら入るよとか、燃やせるよとか燃やせないよっていう分別

の方法をしっかりとやって頂いた時期があったんです。あれはすごくやっぱり助かりました。

そしてごみもどんどん減った、ということもありまして、ですから広報活動はすごく大事だな

って思います。 

私が思うのは、室蘭市は今のところ非常にまだ楽かなって思います。他の地方へ行きますと、

３０種類くらいだとか、全部をやるんですよ。地方に行ってお弁当を食べますと、係の人がね、

これはここに、あれはここにと分別の案内があり、それだけ力を入れてやっているときってい

うのは、やはりごみの問題もきちんとしてますでしょうし、それが段々と１０年、１５年経つ

と薄れてくると。 

だから計画の期間ですよね。やっぱり１０年１５年っていうのはね、やっぱり長すぎるんじゃ

ないかなと、さっきからずっと思っていたんですが、そうするとそういう問題もどんどん変動

していくのかなと思ったんです。 

【委員】 
施設の現地見学は受け入れているんですか。例えば破砕する現場だとか燃やした後のスラグが

どうなっているか、どういう風に出てくるのかって、一般見学者に見せないでしょ、そういう

場面っていうのは。 

【事務局】 
施設については、西いぶり広域連合で見学できます。 

【委員】 
そういう、本当にさわりの部分とか見れるの？ 
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【事務局】 
表側だけでなくてですね、裏側と言うか、どういうふうに破砕されているかスラグがどうなっ

ているかも、見ていただけるようになっています。 

【会長】 
それは市の方で定期的に見学会とかってあるんですか。 

【事務局】 
新しく施設を建てた当時はですね、皆様にこういう施設があって、だからこういう分別をして

ください、ということだったんですけど、やはり長く時間が経ちまして、あるいは多く転入者

の方が来まして、場合によっては、元々居た地域とはかなり分別方法が違うなどいうこともあ

りますんで、委員が言われたように、今一度皆さんに室蘭市の処理っていうのはこういう方法

です、皆さんから集めたごみ、それをすべて埋め立て処分するわけじゃなくて、こうやってリ

サイクルされます、そういうところの一工夫を盛り込んで、計画を策定いたします。 

【委員】 
ぜひお願いします。 

【会長】 
他にもご意見あると思うんですけど、先に進めさせて頂いて、ここから先は数量って言うんで

すかね、数字の話が多く出てきているんですけど、項目は家庭系廃棄物、事業系廃棄物、資源

ごみとかあるんですけど、こちらの図の３－３．とかこちらの３－２－３．の方を時々見なが

らご説明を受けて頂ければと、それでは説明を再開してください。 

【事務局】 
３－２－４．ごみ量の推移についてです。平成１６年から平成２５年の中で約５，５００トン、

の減少があり、約１２.４パーセント減少しています。 

これを区分ごとに表したのが下の表ですので、参照ください。 

次のページにいきまして、室蘭市の人口減ですね、平成１６年から２５年まで、８.７パーセ

ントの減、ごみについては１２.４パーセントの減となっております。ごみ量の減と人口ってど

うしても密接なものですから、今回については市民一人一日当たりの排出量の推移ということ

で、計算しております。 
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１４ページの③の図表ですが、平成２５年度で１,１７９.１ｇ、一日一人あたりの排出量です。

平成２０年度まで減少傾向にあったんですが、２１年度からはほぼ横ばい状態です。最小値で

あった平成２０年度と２５年度を比べると、１２.９g、１.１パーセント増加している状況です。 

次のページ、分別区分ごとの排出量です。平成１６年度と２５年度を比較すると、燃やせるご

みは１５.７パーセントの減少。一方で燃やせないごみについては９.３パーセントの増加。資源

ごみについてはほぼ横ばいで現状推移しております。 

次のページは、ごみの中の組成です。出されているごみの組成分析なんですが、室蘭市単独の

処理施設でないものですから、５市町から集まったごみで調査しております。表を見て頂きま

すと、ほぼ厨芥類、紙、プラスチック。この辺までが主なごみの組成となっております。 

次、１７ページは、現状の資源量です。リサイクル率について、室蘭市は大体現状で２５年度

２２.９パーセント。北海道の全体のリサイクル率が２３.６パーセントなので、０.７パーセン

トほど全道平均より低いという状況です。 

続きまして、３－２－５．ごみ処理経費についてですが、平成２１年度に６億２千万円の処理

費用を要していたんですが、平成２５年度は５億４千万円へ減少しています。基本的にはごみ

処理経費の内訳、中間処理が最も経費が掛かって、経費の約６割を占めています。中間処理っ

ていうのは破砕・焼却の部分の経費のことを表しています。市民一人当たりの年間ごみ処理経

費、収集・中間処理・埋立全てを合わせた市民一人当たりの経費としては、平成２１年度の６,

５９１円をピークとして、平成２５年度は６,０２１円となっています。 

次の３－２－６については、現状の課題等となっている部分で、不法投棄の現状です。これは

平成２３年度以降全体数は減少していますが、廃タイヤとか、テレビ、家電リサイクル法の関

係でテレビ等の不法投棄が毎年続いている状況です。当然ながら市でも啓発等を行い、看板、

シール、警察等にもご協力願って、パトロール等も行っていますが、依然として撲滅には至っ

ていないというのが現状です。 

続きまして、３－２－７．です。室蘭市が前年の５月１日から新たな資源回収ということで、

使用済小型家電の回収を行っています。平成２６年５月から実施いたしまして、平成２７年の

３月までの実績として、６２.４トンの小型家電がリサイクルへされております。主なリサイク

ルの金属類につきましては、下の表に記載している通りです。 

次のページで、３－２－８．につきましては、近年、循環型社会の推進ということで話しまし

たが、これについては近年の循環型が推進されてきてから、整備された法律で、その内容等を

記載しております。 
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続きまして、３－２－９．。現状の室蘭市の課題について、５項目を主な課題として載せてお

ります。①ごみの減量、②リサイクルの推進、不適正排出、家庭から出る感染性廃棄物、スプ

レー缶の収集等危険品、ということで、課題を載せています。 

【会長】 
ちょっと一旦こちらで切って頂いて、これが数値を主体とした室蘭市の現状ですけれども、こ

の辺について何かご質問は。 

【委員】 
１８ページの諸経費なんですけれど、冒頭の説明ではこれ室蘭市ということですけれど、中間

処理する場所って言うのは石川町の処理場ですよね。それで各市町村の諸経費っていうのをつ

かんでいますか。全部入れて室蘭市としてみているんですか。 

【事務局】 
施設の経費についての内訳ということでしょうか。 

【委員】 
ではないんですか。この中間処理っていうのは。 

【事務局】 
資料内の中間処理費用は室蘭市分だけです。他の伊達、洞爺、壮瞥、豊浦は入っていません。 

【委員】 
それともう一つ、不法投棄なんですけれど、年度ごとにずっと表を作ってあるんですけど、こ

れの諸経費ってわかりますか。やっぱり不法投棄そのままじゃないでしょう。年に何回かそれ

回収してるんでしょ。それ無料ってことじゃないでしょ。諸経費掛かってるんでしょ。業者に

頼むとか、市役所の職員がボランティアでやってるわけではないんでしょ。その経費がどのく

らい掛かっているのか、それきちっと広報か何かでやっぱり市民に知らせて、こんなに掛かっ

てるよってＰＲしていかないとダメかなと思います。 

【事務局】 
不法投棄を処分するのも、当然色々な経費が掛かります。ここで言いますとテレビとか冷蔵庫

は。これは家電リサイクル法があるので、これを不法投棄されちゃうと処理料金もシールも皆

さんの税金で賄って払わなければなりませんし、不法投棄の回収、これは委託業者にお願いし
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ています。収集の委託の費用、そういう物も含まれています。１８ページに、これは主なもの

ということで、本当に一人当たりいくら、ごみということに携わっている費用がいくら掛かる

か。我々環境課の職員の給料かなんかもごみにかかってますという積算の方法もあります。で

もそれだと分かりづらいので、今回は収集するのに僕たちは業者さんにいくら委託してますよ、

そして処分場の方に、室蘭のごみの量に応じていくら掛かってますよと、そういうものを載せ

ております。 

同じく、不法投棄につきましてもそういう金額、今回は処理基本計画ということで、数量の変

化だけ出しました。私たちは毎年度１０ページのごみフロー表みたいなものを室蘭市のごみの

概要ということで、皆さんにお示ししているんですが、この冊子の中では幾ら不法投棄にかか

りました、ということはお知らせしています。そういう費用等も処理基本計画の中ではこうい

う事もやっていますということも含めて、そういう室蘭市でお金がかかったというか、当然皆

さんが知りたい、あるいはこちらの方からこんなにかかってますということをお知らせしなく

てはならないということだと思いますので、別冊というか、こういう概要版とか、それを目に

する機会を多く作って、皆さんにお知らせしたいと思います。 

【委員】 
いや、言いたいことはね、処理するのは全部税金ですよね。そうするとその、これだけ税金掛

かってますよ、という、市民に知らしめることによって、我々の納める税金が使わなくてもい

い部分に使われているって、そういう目線を持つと、散歩してても何してても、不法投棄やる

人を注意するとか、アクションを取りやすいっていうか、そういうことで金額が表示するって

いうのが一番効くんじゃないかなと思うんですよね。 

それで色々難しい面もあるかも知らんけど、出来るだけ金額を広報を通じて発表してもらって、

費用負担を少なくしていこうっていう目線を持ってほしいんですよ。 

【事務局】 
その目線で、広報、ホームページとか色んな媒体あると思うんですよ。先ほども課長から申し

上げましたけれども、基本計画ということで、現状を踏まえての今後の予測云々ということに

なってますんで、そちらの方は、こちらの媒体を使いまして、しっかりと広報、周知していき

たいと考えています。 

【委員】 
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小型家電はどういう範囲なのか。収集場所もチラシに書いてあるんですけども、８か所くらい

あるのかな。小型って言っても要するに１００均で売っている電池で動く時計から、パソコン

とか、これ全部入るわけですか。 

【事務局】 
家庭から出る、電源を使った器具全部です。携帯電話から、大きなところでは電子オルガン、

マッサージ機、ご家庭で使われたものは全然構いません。回収ボックスは市内数か所に置いて

ます。そこには入口が縦３０センチ横３０センチですので、大きいものは入りません。大きい

ものについては、御崎町に大きなカゴを置いてあります。ちょっとご苦労になりますけれども、

それは持ち込んで頂きたいということです。 

これも昨年５月に大々的に広報させて頂きましたが、ちょっと私たちの努力が足りないと、な

かなか周知が行き届いてないようなんですけれども、今後もこうやって貴重な金属が回収でき

ますので、それにつきましても皆さんにお知らせしておりますので、どうか皆さんに分かり易

いようにしていきます。 

【委員】 
ありがとうございました。 

【会長】 
室蘭市はパンフレットも出されてますが、もし良ければ議事録と一緒に送ってください。他に

何か、ご意見ご質問とかは。今までの現状の状況とか、 

【委員】 
現実には市の方で広報は出してるんですけど、本当に皆さんみんな見てるかと言うと見てない

んですよね、広報っていうのを。そういう事なんですけど、もっともっと出さなきゃならない

のかも分からないですけど、ほとんどまずは一般市民の方っていうのは見てないんです。自分

でそういう興味がある人は見るんでしょうけど。ですからそういう意味では広報はしているん

でしょうけども、それをどういうふうに広報すれば良いのか、それが難しいところなんですよ

ね。 

【会長】 
広報も、町内会に入っていないところとかも多分ありますんでね。その辺は市の方で何かお考

えっていうか、集合住宅とかそういうところに対する対応は。 
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【事務局】 
集合住宅等につきましては、基本的には広報紙にはさめますと、町内会に加入されてる世帯に

しか入りません。ですから町内会に入っていなくてそういう事を知らない方、ということも多々

あるので、私たちは転入者に対して全部ごみの収集日、パンフレット、区分の仕方、これを転

入者の方に必ずお渡ししています。あと学生さん、これは室蘭工大生さんなんかにも、春、新

入生に対して室蘭市のごみの分別の仕方っていうのを配布しています。 

守られないアパート等があった時にはそこのアパート等を集中的に一戸ずつ係員が行って、チ

ラシ等をまいてくるのが実情です。 

【会長】 
意外と難しいですね。 

【副会長】 
いちばん後ろの方に具体的な施策が書いてありますけど、そこでそのことについては、回収ボ

ックスをもっと民間のところに貸し出させてもらうとか書いてありますけど、その回収ボック

スを大きな商業施設の入口なんかに置かせてもらえれば、回収ボックスそのものが広報の役割

を果たせますので、紙をもらうよりは、この箱なんだ？ということで関心を持ってもらえると

思うんですよ。そういうようなことが進めば良いかなと。一つのやり方としてはと思います。 

あと、資料内の量のことなんですけど、ちょっと不思議だなと思うことがあります。まず個々

の数字と言うよりは、この現行の計画の目標っていうのがどのくらい達成されているかってい

う評価がどこにも書いてないので、それを伺いたいというのが一つです。 

過去の二つの基本計画を見て数字を拾ってみましたけど、言葉の定義がその時その時で違って

いて、はっきりと照合できないのですね。今回はグラフが出てすごく詳しいのですが、この数

字が現行の基本計画の目標に照らしてどれくらい達成されているかっていうことを、伺いたい

です。 

それともう一つ、１７ページですけれども、室蘭市のリサイクル率が下がっているのが、なぜ

なのかっていうことと、それから北海道のリサイクル率は逆に上がっていますね。この差とい

うか違いはどこから来るのかっていうことですね。何か分析されていたら教えて頂きたいです。

特に北海道のリサイクル率が上がっているというのは何か、はっきりした理由が無いと急には

上がらないんじゃないかと思うんですけども、それが何か気になります。室蘭市でどうしてリ

サイクル率が下がり、北海道では上がっているのか、この中身を分析すると、リサイクルをも
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っと進めるっていう部分で、どういう問題を克服すればリサイクル率が上げられるのかってい

う事のヒントが得られるんじゃないかなというふうに思うからです。それが一つです。 

もう一つはごみ処理経費のことですけど、１８ページですね。なぜ下がっているのか。総額で

も下がっていますし、一人あたりでも下がっていますよね。ごみの減り方に比べて処理経費の

減り方が大きくないでしょうか。それから中間処理について、図３－９．の中の収集について

はあんまり変わっていない。それに比べてその中間処理の経費が１４パーセントくらい減って

いて、ずいぶんこれ減っているなと。これは何か中間処理の施設で経費が節減されたとか、そ

ういうような特殊な事情があってのことなのでしょうか。 

【会長】 
４点あったんですが、まず順番に一つ目は、平成１８年度の目標の達成度ということですね。

その時の予測に対して、例えば平成２６年度とのデータがどのくらい達成されているのかとい

うことです。かなり下に行っていると思うんですけど。 

【事務局】 
実は、通常の基本計画においては前回の基本計画がどうであったか、例えば前回の積み残しが

これだけ有る、それプラスアルファ今回もっと減量しなくてはならないとか、ありますけど、

前回、昨年度までにつきましては、全体のごみ量の目標値、平成１８年度の見込みから５パー

セント削減しなさいという表示しかなかったものですから、先ほど言いましたように人口がど

んどん減ったことにより、平成２３年当時に達成と言う言い方はおかしいですが、自然に減り

ました。 

そこで一度私たちの方も計画を見直さなくてはならないのですが、ちょうど西いぶり広域連

合のほうで、想定していたごみ量よりごみが集まらなくなったと。そこで計画を作り直さなく

てはならないんじゃないかという時に、当初の設備機能を果たせない状況にあると。それはご

み量だけじゃなくて、施設性能が発注したものと違うんじゃないかということで今、裁判を行

っています。 

その話がでたものですから、そこに影響すると困るということで、私たちの処理計画をひとつ、

当然ごみ量やなんかの問題が出てきますんで、それは改めて広域連合の方の動き、これをじっ

くり見てから、期限内までに見直しをしようと思っていたのですが、なかなか裁判の方も長引

いておりまして、まだ決着がついていませんし、そうしているうちに私たちの処理計画が今年
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度に切れてしまいますんで、作らなくてはならないと。それでこの先、１０年スパンで計画を

作らなくてはなりませんけれども、今回の計画は平成３１年度に大きな目標を立てています。 

今後、市の総合計画、広域連合のごみ処理施設の見直し、また今回目標値とした北海道の３１

年度までの計画など、期間はショートであるけれど、そこで一度見直そうという計画を立てて

おります。ですから前回の目標値っていうのは既に達成しているということで、省きましたけ

れども、今回新しく見る人は前回どうだったんだろうということもありますので、参考資料な

どにして頂けないかという部分では、これまでの計画というのは必要だということで、付け加

えました。 

【副会長】 
ごみ排出量についてはわかりました。しかし現行の計画の中にリサイクル率２４パーセント以

上という目標が掲げられていて、その計画の前半目標っていうのも載っかっていますよね。現

行計画の２３ページと２６ページにて話をしたいんですけれども。 

現行の計画の２３ページに、四角く分かれていてその中に減量化等の目標っていうことで、ご

み排出量、これは５パーセント削減、これは今の説明でわかりましたけど、リサイクル率２４

パーセント以上という数字が掲げられています。これを、これからの計画という案の１７ペー

ジを見ると、いちばん最近で２２.９パーセントで下がっていると。そこで変わらない、とかち

ょっと上がっているとかなら良いんですけど、下がって２２.９パーセントですね。 

【会長】 
この点、なんで下がっているのか端的に。どうして下がってるんですか。 

【事務局】 
我々室蘭市のリサイクル率は１０ページをご覧頂きたいんですけれども、全体の総排出量で３

８,０００トン。これは家庭からとにかく何らかで出される。その中には本当に最終処分や燃や

したり、資源にしたり、すべてのごみの部分も入っています。最終的には事業系、家庭系の、

左側のごみ、これを破砕して燃やしてっていうことで、中間処理しますよ、というラインの、

その下から、その中からスラグ、というものが再生利用するために出てきます。ただこの総数

は減ってくる。なぜ減ってくるかと言いますと、ごみの排出量が減ると母数が減ると、これも

減ってくるということです。 

新たな仕組み、今回の小型家電は２５年度には入ってませんけれども、そういう新たなリサイ

クルのものを作っていかないと、ごみが減る中で同じことをしていては、毎年の量によっては
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ある程度前後していくような体制で補っておりまして、ごみが多くなれば最終処分場に入れな

い限りはスラグというもので出てきますので、その率が大きくなるのですが、ごみが減っちゃ

いますと、その分少し減らされてない、というところが重要でございます。 

【会長】 
要するに、スラグっていうのがこれ、全体の資源に対して２,７００トンもあるので、発生量

自体が減ってスラグの量が減っちゃうと、一般的なリサイクルとはちょっと違う概念だと思い

ますけど、室蘭市の場合たまたまそうやって減ってしまうと。リサイクル率に対してスラグの

量があまりにもちょっと多いので。発生量自体が、燃やせる量が減ると、スラグの量が減って、

それが全資源量に対して非常に影響大きいので、目減りしちゃったと。２４パーセントと。 

例えばこれ、資源ごみ１,３００トンですよね。私たちが一生懸命出しているペットボトルと

か。それに比べても倍近くあって。逆に言うと北海道の数字の２４ってとてつもなく大きな数

字ですよね。スラグのリサイクルとかもしないでどうして達成できるのかっていうことです。 

【事務局】 
それで道の方はなんでこんな大きなことをするのか。道内市町村の平均等を基に、作っている

のかと思いますけれど、おそらく道の方ではバイオマス化と、そういうものを新しい目標とし

て集めて目標に掲げてます。 

そういうバイオマスには生ごみも入るでしょうし、そういう物も含めてリサイクルすると、北

海道は１次産業が多いということで、そういう高い目標を掲げてるのではないかと。これは推

測ですけれど、そのように考えています。 

【会長】 
５年前で２０パーセントですから、そこから急激に上がるというのはちょっと検討した方が良

いと思うんですけど。室蘭市自体の理由はよろしいですか。ちょっと目標を下回っていたのは

事実で。下がっているというのは先ほど話した、発生量自体が減ってスラグの占める量が非常

に高いと。 

すいません、後でまた詳しくご説明頂けると思いますので、諸経費の話、コストの話はちょっ

と先ほど諸経費の話、ごみの減り方に対して諸経費の減り方がちょっと大きいってお話、よろ

しいですか。単純にごみ量と連動すると、ごみ量が１２パーセント減ですから諸経費の下がり

のパーセンテージが大きいですね。 
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【事務局】 
人口の情勢と、委託費等、それを割り返ると見た目がちょっとそれに伴っていないような減り

方をしているなと、改めて思いました。この詳細につきましては次回、再度計算し直してご報

告したいと思います。 

【会長】 
原単位にした時の数字もかなり減っているの、そこがいちばんポイントですかね。 

【副会長】 
原単位でこんなに減っているということは、ごみ量に対するこの諸経費の総額もそれだけ割合

として下がってくると思います。 

【会長】 
いずれにしても室蘭市自体、とにかく人口減と一緒にごみ量がどんどん減っていると。それに

伴って処理経費もどんどん下がって、大体それに連動して下がっている状態だと。これが現状

で、ここから平成２８年から先の話を次にご説明頂くところで。そこが実はポイントです。で

は、ちょっと時間が押しているので次の第４編のところのご説明を最後に頂きたいと思います。 

【事務局】 
平成２７年度推計人口値は８９,８２７人。これは、コーホート法という一般的な今後の人口

推移の出し方では非常に難しいので、推測値として一般的に人口問題研究所において出生率だ

とか、５歳ごとの年齢区分で５年後ごとに、どのくらいの人が室蘭にいて、どの年代の人が何

年後にどのくらい減っているっていうのを計算方式で算出したものです。平成３２年は８５,０

４７人、平成３７年に７９,８１９人という数字が出ており、本計画では、現状の住民基本台帳

と照らし合わすと、約１,７００人程度の誤差が出るので、本計画の推計人口としてはその誤差

を調整して算出したものとなります。 

次のページいきまして、この人口を基にごみ量の将来予測を出したものです。これについては、

現状の人口を、一人一日当たりの排出量２３~２５年の過去三年間の平均を用いて、そのまま推

移していったら、当然人口が減るので、ごみ量もそのまま減ってくる。単純な人口減だけで今

の一人あたりのごみを出していったら、こういう経過になりますという表です。 
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（１）が今言った家庭系の廃棄物。（２）が事業系の廃棄物。（３）が資源ごみの量、（４）

が集団回収の予測。これ出し方については現状の量を維持したまま排出した場合ということで、

出し方は変えておりません。それなりの人口減があるものとして、カウントしております 

次のページが、今の計算を現状通りしたまま人口減で減った場合の総排出量となります。 

次のページの４－２－２．からは現状維持ではなくて目標値をたてた推測になります。これに

ついては先ほどお話した通り、北海道で廃棄物処理計画というのがあり、第４次目標年度が平

成３１年度ということで、目標値としても平成３１年度に１人１日９４０グラムを目標に、取

り組んでいきたいと考えております。９４０グラムの内訳についてですが、この下の表、直近

の公表値というのと目標値の内訳及び減量値というふうに分けて記載させて頂いております。 

次のページ、今の目標値の内訳です。項目としては大きく分けて先ほどと同じく４つです。家

庭系の廃棄物、事業系の廃棄物、資源ごみの量、集団回収の量。というように分けさせて頂い

ております。これについては道の目標値を参考にして、３２年度以降については、現状では中

間見直し等ありますので、３１年度分目標以下になる。北海道の計画が出た時にそれを勘案し

て再度具体的な目標値を立てるという形で出しております。 

３１ページについては今の４項目の構成になります。表４－１４を見て頂けると分かると思う

のですが、先ほどの道の目標値、平成３１年度に１人１日当たり９４０グラムということで、

目標値を立てております。その内訳が下の図となっておりますのでご参照ください。 

３２ページ、４－２－４．の表は、現状推計と目標推計の比較になります。 

次のページです。今までの目標値を踏まえて、リサイクル率を計算しますと、平成３１年度に

は２６.４パーセントのリサイクル率を目標になっております。 

【会長】 
一旦ここで切って、ご質問ないでしょうか。 

【委員】 
１４ページでごみの組成分析について。結局７割以上占めているのは生ごみ、紙なんですよ。

それで生ごみに対する施策を見ますと、前の計画の方では載ってるんですよ。２６ページにコ

ンポスト容器を助成しますと。私もそのとき一つコンポストを買っています。今までもう１０

年以上使っているんですけど、一つで一年間持つんですよ。だから普段捨てる燃えるごみは１

０リットルの袋で十分なんですよ。考えてみますとね、土地とそういうできた生ごみを掘って

捨てるところまでないと、出来ないということで、今やってる人は少ないんじゃないかと思う。
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その次出てきたのが電動生ごみ処理機。これ何件かの電機メーカーが作って出したんですが、

私も使ってみたんですけど効果がなくてもう今だめなんですけど、それと、段ボールのたい肥

化モニター。それもやってみたんです。それも一人、二人の家庭でしたら何とかできると思う

んですけど、やっぱり室内で臭いがするんです。それと結局これに書いてますけど、こうやっ

たら良いですよということでやってみたんですが、ダメでその時やめてます。 

 それに対して室蘭市では生ごみを減らす策が何もなされてないと。生ごみの量がもうそのま

ま出されているというのが現状ではないのかなと。その辺を考えてほしいなと。 

 それと紙の方なんですけど、私たちも段ボールとか新聞雑誌を集めています。ところがそれ

以外の紙っていうと、ほとんどの方が燃えるごみで出してると思うんですけど、もったいない

なと思うのは結局、お菓子の箱だとか、ティッシュペーパーも使ってから、ビニールはがして

あの箱だとかを集めると結構な量になるんですよ。そういうのを段ボール類として出されない

んですか。包装紙とかなんか折りたたんでね、段ボール以外として出されると、燃やせるごみ

非常に減るんじゃないかと思うんですが。 

【事務局】 
おっしゃるとおり雑紙として再生は出来ます。 

【会長】 
町会では集めてるんですよね。雑紙というカテゴリーというか、それで一応出せることにはな

ってます。 

【委員】 
そういう項目ないんですよね。段ボールとか新聞紙は集めてますよ。それ以外の資源ごみにな

りそうなやつは結局項目が無いから燃えるごみの袋に入れちゃうわけですよ。 

【会長】 
市の方では、それは町会の方では集める仕組みはあるんですよね。 

【事務局】 
町会さんの方には事業者に、そういう物を町会さんが集めて頂ければ集めてくださいというこ

とで、町会さんのほうで段ボール、新聞紙、雑誌のほかに雑紙はこうですよ、ということで集

めていらっしゃると思っています。 
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【会長】 
ちょっとそれは PＲ不足ですね。 

【委員】 
本当に PＲ不足だ。うちの町会もチラシは集めるけれどもその他のお菓子のパッケージの紙と

か、ちゃんと紙のリサイクルのマーク入っていれば完全に紙として処分されるんだけれども、

要するにチラシしか収集してないって言うか。その点 PＲ不足でないかなと思います。 

【副会長】 
民間の回収業者はなんでも持っていきます。 

【事務局】 
おそらく町会ごとに分別ということではなく、町会で集めたものに対して市から奨励金という

形で助成を出しているんですけど、その報告書っていうのは各町会バラバラではなくて市の方

で例えばダンボールだとか、ビンだとか紙だとか、っていう項目は全町会一緒なんです。申し

訳ないんですけど考えられるのは、町会と集める事業者さんで、町会によってこれは分別のも

のに入れるけど、これはちょっと省いておこうという、町会さんと業者さんとの契約になって

ると思うので、それは項目としては市としてはすべての町会同じです。 

【委員】 
元々雑紙は、もう一緒に回収してありますよ、ということなの？ 

【事務局】 
奨励金の報告書というところで、全部の項目を書いたものをお渡ししています。 

【会長】 
町会の方の内部文書って言うか、一般市民の方にそれが行っているわけではないんです。 

【事務局】 
そういう雑紙も集めてますよ、ということは今のお話の中でも皆さんに浸透していないという

ことがよくわかりました。 

【委員】 
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町内会１０年以上やってますけど、そういう書類見たことない。町内会への指導というか、何

かコメント一言いれてほしいなと思いますね。 

【事務局】 
うちの方で確認して、その辺の周知もまた、さっきお話しあったように、出向いて説明すると

かして、やっていきたいと思います。 

【会長】 
ちょうど今いくつかご説明頂いたように、ごみの組成でみると紙と生ごみは合わせて８割近く

なるので、おっしゃる通りその時のごみの減量をどうするかって言うのは非常に大切で、２８

ページの最後の方にご説明頂いた、２８ページのところの下で、資料を書いていただいている

んですけど、私たち大体あと３年ぐらいで２０パーセントぐらいごみを減らさないといけない

んですね。この目標で言うと。これ事業系は３０パーセント減らすっていう事になってるんで

すよ。家庭で、今仰っていただいたように生ごみのコンポスターも使って、実は私も使ってい

て、使わなくなってしまったんですけど、生ごみのコンポスターをもう一回使うっていうのは

一つの選択肢で、かなりやらないと２０パーセントちょっとはなかなか難しいのかなと。発生

抑制なんですけど、買い控えでなかなか２０パーセントって言うのは難しいので、具体的な施

策をやっぱり考えないと。 

実はこの目標値はかなり意欲的な目標なので、特に事業系の３０パーセントっていうのは非常

に、コープさっぽろさんとか、収集されてる事業者さんで事業系のごみを３０パーセント減ら

すって言うスキーム、どういう方法で行かれるのかってなかなか難しい。 

【委員】 
事業系のごみなら、市立病院だとか、その他の病院にしても、飲食店の大きいところにしても、

そういう生ごみ、例えば学校に対して給食の余ったものなんかを堆肥として利用してください

と昔は言っていたんですよ。今はもう良からぬことらしいですけど、実際なされていないと思

う。集める方にしても、だからそのまま出るから生ごみの量が減らない。事業系からはかなり

の量が出ると思うんですよ。だからここのところをちょっと考えた方が良いんじゃないかと。 

【委員】 
北海道の中で今、函館地区だけがコープさっぽろのバイオガスプラントというのがありまして、

事業ごみと、酪農から出る糞尿、それと農家から出る残渣とかを一緒にやって、それをエネル
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ギーに変えるというプラントを建ててまして、液肥はそのまま逆に農家へ堆肥として使ってい

ただくような事業に取り組んでいるんですが、こちらの事業にものすごい金額が掛かりまして、

今、ＮＥＤＯっていう国の団体のところからの助成金を頂いてやっているので、それが本当に

もっと効果的にガスが上手に作れて、浮くようになれば多分全道にも広がると思うんですが、

なかなかそれを事業所直接でガスを運ぶっていうことも大変で、本当の軌道には乗っていませ

んが、実際に今実験的に函館周辺のところの残渣はすべてそこにいっています。 

【会長】 
リサイクルの仕組みなんですけど、非常にお金が掛かるっていうのは、今仰ったＮＥＤＯの、

国の事業の助成があって成り立つ。これがもし民間ベースで出来るかって言うと、非常になか

なか難しいと思うんです。事業所さん自体としてのごみの減量っていうのはコープさっぽろさ

んもかなりされているんでしょうか。 

【委員】 
はい、自分たちもそれぞれの町に合わせてますが、札幌市のところでは今残渣を豚のえさの方

に運ぶ努力をしておりますし、色々な形で小さなリサイクルですけども、宅配でおうちに届け

る商品の代わりにリサイクル品を持ってトラックで、札幌・江別にあるリサイクルセンターに

全部、紙とか衣類、段ボールを持ち帰って、すべてトイレットペーパーなどにリサイクルされ

ております。 

努力はしておりますし、皆さんご存知かもしれませんが、この辺で走っているトドックの車の

ほとんどは廃天ぷら油で走っています。 

【会長】 
そのうえであと５年ですかね。平成３１年で３割減らしなさいって市の方で目標立てられたら

どのような対応するんですか。今の現状に対して３割っていう事になってしまうので、一生懸

命やっているところはもっと大変になりますね。 

【委員】 
多分今、コープさっぽろが、リサイクルがうまくいっているのは、ポイント還元をしてるんで

すね。出すことによって、たかが何円ですけど、一個出すと、０.５ポイントつくって言う仕組

みになっているので、それがごみをリサイクルすることによって、何かメリットがあれば皆さ

ん必死にごみを上手に分けて、もう一個でも違うのが混ざっていたら、やらない気だぞ、と言
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うか、そういうようなおまけとかが無いとやはり市民レベルの、結局ここに出てきてる方が実

際にやっていることを知らないっていう、状況があるので、一般市民に広報というのはやっぱ

りもう限界があると思うので、何かおまけとか、おいしいところを作ってあげないと。 

【委員】 
私も生協にいましたから、空き缶つぶしから始めた、それが１９９８年ですか。それがとっか

かりですよ。そして市民に呼びかけて、三協資源さんでもありますけど、あそこと行って契約

をして、取りに来てもらって、それが本当に懐かしい思い出なんですが。そこから始まってご

みを減らそうと言ってきて、そして一緒になって、１０年間の計画の中に入れさせて頂いて、

真剣だったですよ。生ごみのコンポストの問題も、あんなこともそんなことも全部ね。 

その時は真剣だから本当に、広報と一緒になって毎週のようにずっと廻って頂いて、今考える

と私自身もそうですが、中だるみって言うかなんて言うか、疲れたのか、本当に当たり前のよ

うに思ってきたのだろうか、本当に最近それもやらなくなってきたのかなって言う考えが私自

身もありますので、やっぱりもう一度その原点に戻った考え方で、人口も減ってる、高齢化に

なっている中で、どうすればまた改めて、そういうものにきちっと取り組んでいけるかなって

いうことを思ってるんですけど。 

【会長】 
おっしゃるとおり、リサイクル疲れって多分そういう時期にあるので、ちょうどいい見直しだ

なと。ご意見頂いてない方にご意見を是非。山本さん、どうぞ。 

【委員】 
私も一生懸命、コンポストでやって、畑で使っているんですけども、今助成金っていうのはど

うなっていますか。 

【事務局】 
今はありません。 

【委員】 
あれがあるとすごい PＲなんですよね。私は、そういうことで助成していただいて、一つしか

買わないですけど、私この制度があったらもう一つぐらいほしいと思うんですよね。だからや

はり一般市民の方にはほんのわずかでも助成して頂けたら先ほど言ったように、何かをして頂

いたら進むんじゃないかと思うんです。 



 

- 31 - 
 

それから前に道内はよくリサイクル率が上がってきているけど、室蘭はだめだって言いました

けど、レジ袋はですね、室蘭、伊達、登別は、道内ではすごく早く開始してるんですよね。資

源回収も早いですよ。道内でリサイクル率が上がったのは、２，３年前から札幌、苫小牧、な

んか４市ぐらい始めたので、その影響があるんじゃないかと私は考えるんです。以上です。 

【会長】 
結構速い取り組みなんですけど、なかなか量に結びつかないっていうことですね。 

【事務局】 
助成金のお話なんですが、応募してみても、私のうちにはつけられないとか、二度三度となり

ますと、付けられる方のための助成金になってしまう可能性があるということで、もう１０年

以上経つんですが、その時にやめています。 

【委員】 
白鳥台は割と土地があって個人住宅が多いから、その土地土地によって違うと思うんですよね。

私は１台でも２台でもほしいと思って発言したのですけど、少し考えて頂けた方が良いのでは

ないかと。事情は分かりましたけど。 

【委員】 
石川町の焼却場に、油を使って燃やしていると聞いたことがあるのですが、油の量はどうなん

ですか。こうして資源をより分けたりして、段々とごみが減るということで、ごみが不足して

くると、炉からダイオキシンが発生しないように温度を上げないといけないから、間に合わな

いから油をかけて燃やさなければいけないと聞いたことがあるのですが、それはどうでしょう

か。 

【事務局】 
確かにごみの量ですとか成分で変わりますけれども、私たちは室蘭市で今処理基本計画を作っ

ているということで、まず室蘭市のごみをどうするか、そこに合わせて私たちはこういう計画

を立ててますということは当然広域連合の方にお知らせして、広域連合の中で一緒になってそ

の後、今の処理施設が永遠に続くかどうか分かりませんから、その時に改めてどういう物にし

ていこうかというお話になります。今回は市のごみをどうしていこうかっていう議論が先にな

るのかなというふうに考えています。 
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【会長】 
平成３１年度の見直しで多分また、次のごみ処理施設のこととかですね、色々と検討しないと

いけない課題が出てくると思いますので、将来的にはご指摘をと。沼田委員、何かご発言は。

今までの議論の中で結構ですけど。 

【委員】 
色々皆さんから出されてるんですけどね。私もやはり、会長言われたようにこの３１年度の目

標値、かなり厳しい目標値で、確かに道の第４次目標年度というものを参考にして出している

ようですけども、本当に今の数字を見ると、かなり達成可能な数字なのかなという思いもちょ

っとありまして、私もちょっとメモしてたんですけどこれはどう設定したのかっていう、基本

的な考え方を聞きたかったんですけど、今の話を聞くとひとつの達成目標値として、市として

はこういうふうにやりたいというような目標だったということも、わかりましたけど、やはり

これを達成するにはまた様々な手法も含めて議論する必要が出てくるのかなと思いますので、

今後やはりこの審議会の中で、そこらへんも含めて、市とも協議しながらやっていければと思

っております。 

【会長】 
ありがとうございます。今の話も含めて、第５編、６編にかかるところを事務局から説明をお

願いします。 

【事務局】 
それでは第５編から説明します。第５編については施策体系のお話なので、基本目標があって、

先ほども書いてありましたけど基本理念、そして今色々ご意見有った数値目標があって施策が

あるという図式を記載しております。 

次のページ、発生抑制について、今皆さんから多数ご意見を頂きました。徹底的に、広報含め

て周知する。その他、広報には限界があるって言うお話もありましたので、出前講座も含めて

ですね、中だるみ等を修正していきたいと思います。 

次のページ、５－３．資源の有効利用についてです。これについては行政として大きな目標と

しては、今新たなものとして、前年から小型家電回収制度を始めていますが、今金属類と布に

ついて検討を行っている最中です。資源の分別が増えれば、資源化、リサイクル率も増えるの

ではないかなと考えております。市民については町会との連携で積極的に行って頂くとか、商
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品購入にリサイクル可能なものを積極的に選ぶ、事業者については独自ルートも含めた資源化

について進めて頂くなど、様々な要素を含めていきたいと思っております。 

５－４．について、ごみの適正処理を書いているお話なので、当然発生抑制については出す側、

収集運搬は市、資源回収、集団回収等については町会とか団体が実行主体となって行って頂き、

処理・処分については西いぶり広域連合のほうで実行主体となって行って頂くという形のもと

で、やってもらいたいと考えております。 

続きまして、５－５．収集・運搬の適正化。参考として、前年の収集量・自己搬入量、市が独

自で回収したものの量を載せております。（２）では、ごみの集積場所について、室蘭市は５,

０００か所くらいのごみステーションがあるので、これについては町会・自治会等と協力しな

がら、なるべく効率化を図りながら収集ステーションを減らしていきたいなと。 

続きましては、一般廃棄物処理業の許可については当然ですけど今まで施策で謳ってきてるよ

うに全体のごみ量を減らすというのが目標でありますので、現状の維持のまま新たな許可等に

ついては、現状を維持するものとすると考えております。 

５－６．からはほぼ、施設とかの説明、どこでどのように処理がされているかって言う説明で

ありますので、先ほど小型家電の話も出ましたので、それについては４１ページまでは読んで

頂ければと思います。 

５－７．からその他個別施策について、先ほどお話したように、不法投棄については当然減少

というか撲滅に向けてパトロール等も強化して体制を考えたいと思います。 

次は４３ページ、ここからは各課題と、あと本市が受け入れている一部道外廃棄物の説明とか、

載せております。 

今、議論していただいた内容も含めて、この計画について先ほどお話しましたが、まず今年度

の計画策定を行いまして、その役割を、どういう実行がされているか。どういう点検をしてい

くのか。どういう見直しをかけていくのか、ということを含めて６編の方に載せております。

平成３１年に一回見直しをかけて、今の進捗状況だとかも含めて１０年１５年という長い時間

で、時代も変わるということで、各年度も含めてチェックしていきたいと考えておりますので

よろしくお願いします。 

【会長】 
大体これで全部の説明ですね。途中の将来予測のところ詳しくはお話し、ご質疑頂かなかった

んですが、結局現状維持ではなくかなり意欲的な道の計画に合わせたごみの減量の計画を立て

て、今から大体平成３１年度までかなり家庭系、事業系も減らさなきゃいけないということで。
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ただ先ほど、数値の中身の何か具体的な目標の、どうしてそういうふうに立てたのかっていう

ことについての説明って言うんですかね、補足の説明を頂いた方が良いかもしれないですね。 

これは今の時点で基本的にこの方向性はこういう形で良いっていうことで確認した方がよろ

しいでしょうかね。 

【事務局】 
いえ、本日は今の段階でこうやって素案を作ったら皆さんどのようなご意見があって、先ほど

委員長からも事業系の減量目標、これは意気込みとしては分かるけども本当に大丈夫なの？と

かご意見もらって、逆に私たち今までの下がり傾向等から見ていくと、良い数値、じゃあいく

らが僕たちが減量する根拠があるのだろう、何パーセントすれば良いんだろうと言っても、な

かなかない状態で道庁さんの目標、これに合わせるのが必然的ではないかと。確かにすごい努

力が要ります。ですからその辺も、今回委員さんからもらったお話の中で再度見直して、ある

いは会長さん、あるいはこのメンバーの事業者さんと、その辺を含めて、次回またその意見を

基に素案という形で委員の皆さんにはお示ししたいなというふうにおります。 

ですから大変申し訳ないですけれども、これから小さい数値等ですとか、仕組みっていうのは

お電話なりメールなり、直に私ども出向いて、委員の中の事業者さん、学識経験者さん等々、

お話をさせて頂きたい。それを会長の方にお知らせして、素案の方を固めていきたい。素案は

それで終わりでなくて、再度皆さんの中でその中で議論を頂いて原案、あるいはパブリックコ

メント等を行う中で原案としてまいりたいと考えています。 

【会長】 
すみません、今の事業系の話は、かなり事業系は非常に意欲的なんですけど、商工会議所の方

で何か、ご意見とか、感想でも結構ですので。多分、具体的に小売りの事業者さんなんかにか

なりお願いするような内容になる可能性がありますので、ぜひ今後も色々ご検討して頂いてく

ださい。 

今事務局の方からもお話し頂いたように、多分、私もそうなんですけど、何というかこの予測

で大丈夫かという意見をお持ちの委員もいらっしゃいますし、もっと意欲的にした方が良いん

じゃないかという方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、基本的なそれぞれの根拠

も含めてご質問頂いて、事務局のほうから一旦、幾つかの疑問を限られた時間で中々ちょっと

お話し頂けなかったこともあると思いますんで、ご意見頂いて、一旦質疑って言うんですかね、
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これに対する基本的な疑問を解消して頂いて、その上でこの素案の通りに行くかそれともちょ

っと見直しをかけるかっていうことを議論させて頂きたいということです。 

亀田先生もいくつか疑問があると思うんですけど、具体的な数値的なところは個別にちょっと

お聞きして頂いて、必要であれば私の方ですべてお聞きして、皆さんに例えば文書の形でご報

告するという形でも良いかなと思います。 

【事務局】 
今回の件でまだまだ時間等少なかったと思いますので、数字の確認ですとか、この目標値はあ

まりにも頑張り過ぎじゃないか、詳細な根拠が無いとか、そういう意見は事務局のほうに頂き

まして、事務局のほうでそれをまとめて個々に聞いたり、そこでまとめたものを会長とご相談

させて頂きたいと思います。 

【会長】 
私の方で受けて、必要に応じて皆さんにご報告したいと思います。議事の方は以上でよろしか

ったですか。 

【委員】 
一つちょっと考えてほしいんですけども、４３ページ。四角の枠で囲ってありますね。医療系

の廃棄物のことですけれども、これ私の家族にもやっぱり疾病抱えてる者がいるんですけれど

も、注射器の針とかそういう物は収集しない。それから、尿パックと紙おむつについてもこれ、

それぞれの物を除去すると書いてあるんですけれども、じゃあこれペットということになるの

か、ペットの廃棄物というか。実はね、注射器の針とかこれ、実際に危ないよね、扱ってる人

は。危ないけれども個人で、公が処理出来ない物を個人でどうやって処理するの、これ。 

【委員】 
これは病院に持っていくんですよ。出されたものを戻すんですよ。病院の方で出来ます。 

【委員】 
それとあと、おむつのこと。これ、排泄した物を除去しなさいって言うけど、どういうことな

の。 

【会長】 
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あの、ちょっと個別の話は、後で詳しく事務局の方からご説明ください。老人医療施設とかそ

ういうところの紙おむつの扱いは、実は道でもある程度ガイドラインを出して今ちょっと検討

しているところですけど。 

【委員】 
これらを捨てられないと、何と言うか生活に困難きたすんだわ。で、針なんかだったらそれに

対応できるような処置をしてごみに出せば良いんでないの。何かそういうパックだとか、なん

かあれば、そのまま燃やせるような。中が見えるように。 

【会長】 
今ご指摘頂いたとおり、実は高齢化社会っていうことも含めると、実は室蘭市自体で増えるこ

とは間違いないと思います。 

【委員】 
ものすごい今、高齢化になってきてるからね。絶対これは本当に大問題として出てきますよ。

きちっとしておかないと。 

【会長】 
先ほどお話させて頂いたんですけど、いくつかお読み頂いて、まだ多分疑問を持たれる点もあ

るかと思いますので、ご意見それから質問項目を事務局のほうにお寄せ頂いてということで、

ちょっと今日時間が来ていますので、これで審議の方は終了させて頂くんですけど、引き続き

皆さんのご意見を頂きます。本日の議事はこれで終了ということで、事務局から今後のスケジ

ュールなどを説明頂ければと思います。 

【事務局】 
本日は委員の皆様から様々な意見を頂きまして、これを基にまた素案、個別にご相談させて頂

きます、次回委員会等ですが、その皆さんとの受け入れ調整終わった後にまた素案を示したい

と思います。今のところでは１１月から１２月ぐらいということで予定をしておりますけれど

も、改めてご案内差し上げたいと思います。 

【会長】 
はい。ということで、まだ３か月近く余裕があるということなので色々ご意見を頂いて、この

事務局とのやりとり含めて今頂いたような疑問とかですね、ぜひ調整頂きたいと思います。 
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３．閉 会 

【事務局】 
会長、ありがとうございました。委員の皆様におかれましては、本日限られたお時間の中で貴

重なご意見を頂き、誠にありがとうございました。以上で本日の会議を終了させて頂きます。 


