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１．開 会 

【事務局】 
平成２７年度の第２回室蘭市廃棄物減量・リサイクル等推進審議会を開催させていただ

きます。本日は皆様、お忙しい中ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

私は、生活環境部環境課長の北野です。どうぞよろしくお願いいたします。 

生活環境部長の米野は、今日 12月議会前でして、各会派の説明が入りまして、出席で

きなくて申し訳ありません。私が替わって司会させていただきたいと思います。宜しくお

願いいたします。 

本日の会議は、平成２８年度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

の策定に向けまして、8月の会議が素案原案、一般的に骨子と呼ばれるものに対して色々

ご意見出していただきまして、それを基に今回は素案という形で示させていただきます。

その 2回目の開催となります。 

本日、亀田副会長と増川委員の 2名から欠席の連絡をいただいております。 

それではさっそく議事に入りたいと思いますので、ここから先は吉田会長、どうぞお願

いいたします。 

 

２．議 事 

【会長】 
皆さんこんにちは。皆様お忙しいところお集まりいただいてありがとうございます。前

回 8月に引き続き、宜しくお願いします。それでは議題に入りまして、室蘭市一般廃棄物

処理基本計画についてということで、事務局の方から処理基本計画の説明をお願いします。 

【事務局】 
まず、今回配布した資料の確認をさせていただきます。1枚目が議事次第ということで、

平成 27年度第２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ものが１

枚、その次に配席図、これが 1枚。それと資料 1としまして「室蘭市一般廃棄物処理基本

計画素案原案」という、冊子のものが１つ。資料 2として前回お示ししました「素案原案」

という冊子が 1部。資料 3としまして、「原案からの主な変更点」がございます。もし本
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日お持ちになっていなければ、予備等用意していますので、言っていただければお配りし

たいと思いますが、皆様お持ちでしょうか。 

それでは説明に入らせていただきます。前回の素案原案からの表記等の変更について説

明させていただきます。前回お示しした数値とグラフ等に使われている数字は、平成 25

年度のものを使っていたのですが、直近の平成 26年度に変更しました。これは内容等の

変更ではなくて、数値を平成 25年度から 26年度に更新したという形です。内容について

は随時、この後説明してまいりますのでよろしくお願いいたします。 

次に変更点等の説明についてお話させていただきます。皆様お手元の資料 3を見ていた

だきながらご説明してまいります。 

まず 1つ目、基本目標について。これは素案の今回お配りした資料 1の 6ページと 7

ページにあります。これについては平成 27年 8月 24日開催第 1回審議会において、素案

原案の中でごみ排出量を抑制することを目標として 4Rの推進を提案させていただきまし

た。会議の中で、「基本目標については発生抑制だけにこだわるのはいかがなものか。特

に事業系ごみの削減については、生産活動等にも影響を与えかねない。もう少し、近年の

室蘭市のごみの減量状況を加味した中で考えるべきではないか。」、「同じ排出であって

も内容やリサイクルの方向についても少し視野に入れるべき。」、「発生抑制は重要であ

るが現状を見る中で大幅な減量は難しいのでは。事業活動の抑制に係る影響も考え、リサ

イクルも重要視すべき。」といった意見をいただきました。この４Rについては、啓発等

の意識的要素が大半を占めてしまうので、今回お示ししたような減量というのはなかなか

難しいのではないかというご意見をいただきまして、これについては、国の方針を参考に

廃棄物の減量形態として排出抑制を重視したものでお示ししたのですが、審議会の意見を

踏まえ、目標達成に向けて市民、事業者が現実的に取り組みやすい「リサイクル」を目標

に加えて、基本目標については前回の 4項目から 5項目に変更しました。それで、当初の

案というのは、「まずごみを出さない」という観点で、リフューズ、リデュース、リユー

ス、リペアの 4項目でごみの排出、総量を減らすというものでしたけれども、そういうこ

とではなくて、ごみとして出てきたものに対しても、きっちりリサイクルするという方針

を示してくださいということで私たちも受け止めていますので、これはごみとして出てき

たものに対してもリサイクルしましょう、という方針を付け加えました。 
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続きまして、今のリサイクル、減量目標についても事業活動に影響、経済的にも影響を

与えるのではないかというご意見も出ていましたので、それに関連して減量目標値につい

て、素案の 31ページをご覧ください。これについては、前回会議の中で、大元の目標に

ついては平成 18年の基本計画の目標値が総排出量値で定めていたため、人口の減少に伴

い早々に達成されたことから、今回の計画では実質的な市民個々の排出量を目標値として

定めました。具体的な数値については、北海道廃棄物処理計画の目標値 940グラムを目標

値としてお示ししました。前回の審議会の中で、「基本目標である発生抑制については意

識的なものが大部分を占めるものであり、また事業者への急激なごみ排出抑制は生産活動

等に抑止につながり、経済的にも影響を与えかねない。現状を考える上でごみとして排出

されるものを資源にしていく方が現実的ではないか。また、過去の状況を精査して、取り

組むべきではないか。」というご意見をいただきましたので、意見を踏まえまして、室蘭

市の状況及び北海道の減量目標値を精査し、新たな目標を設定することとしました。 

まずは、北海道の廃棄物処理計画の減量目標値 940グラムについてですが、国におい

て平成 12年の 1,185グラムから 20年間で 25パーセントを削減して 890グラムとする目

標値を出しており、現状として平成 24年は実績 963グラムで平成 31年までの目標値とし

てあと 73グラム、約 7.6パーセントの減量を目標として行っております。北海道として

は、平成 12年の実績が 1,395グラムで、国の目標に準じて平成 31年度末までに 25パー

セント削減すると 1,046グラムという目標値を本来立てる予定だったのですが、平成 24

年度の実績において 1,004グラムということで、既に目標を達成する数値だったために、

新たな目標値をどう定めるかということで、平成 24年から 31年において国が減量目標と

している 7.6パーセント、これを基準として 940グラムという目標を定めております。 

そこで次のページになりますが、国の減量目標については、特に平成 12年当時各自治

体の有料化等の大きな変動要素、平成 12年当時北海道でも約 3割程度が有料化になって

いてまだ 7割程度がまだ有料化になっていなかったということもあり、国からすると自治

体のこれからの有料化を見据えて、ごみの減少状況を定めて考えられたものと思います。

実際に、北海道はものすごい減少率で平成 24年度に目標値を達成したわけですが、これ

については北海道のごみ量の約 3割を占める札幌市がごみの有料化を行ったことによって

北海道の全体量としてかなり削減されたものと考えられます。ちなみに本市についても、

本市は平成 10年 10月に有料化を実施しており有料化した年を基準として前後比について
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はごみ量が 19パーセントの減少、資源物は 269パーセント増加、集団回収についても 83

パーセント増加という実績を示していまして、有料化施策を含めると、ほぼ資源・ごみ量

ともに国の目標値、減量値と一定程度整合性が見られます。それを踏まえて、室蘭市の目

標値については、過去 10年の排出量をみると、実質的な最大減量値は平成 20年の 6.3パ

ーセント、最小減量値は平成 18、19年 3.1パーセント、またその他の年は大体平均して 5

パーセント程度減少しております。 

この間の施策として、啓発活動はもちろんのこと、平成 18年 10月に容器包装リサイ

クルの分別収集等の施策がありまして、ここ 10年間の実質効果としては、大体平均値と

して 5パーセント程度とみるのが現実的とみています。今後の施策については、事業者へ

の協力、各種啓発事業の実施、またさらなる分別収集については、今後金属くずとか布類

等の分別収集も視野に入れて進めておりますので、現実的には同程度の効果を目指してい

きたいと考えています。 

最終的な目標減量値としては 10パーセントを目標として、ただしこの間審議会の方で

ご意見いただいたように、リサイクルについてはただ減量するだけではなく、リサイクル

量については 10パーセントの増加を目標とします。これについては人口減少や学校の統

廃合とか含めて、集団回収の登録団体は現実的には少し減ってきていますが、実績量とし

ては微増しています。また、昨年から始めた小型家電、あと古紙や段ボールなどの環境課

への自己搬入についても平成 25年は 16トンで平成 26年は 25トン。今年については 11

月時点でもう前年度 25トンと同じ程度の段ボール、古紙、雑誌等の回収業者へ引き渡し

ており。今後も二回ほど引き渡しがあると思いますので、約 40トンから 50トンに近い量

がリサイクルの実績として見込まれるので、この他審議会等の意見で啓発活動、これもた

だホームページ・広報だけではなくて説明会等も考える中で、工夫によってはリサイクル

については十分増加の余地が見られるのではないかと判断し、リサイクルは 10パーセン

トの増加を目標としたいと考えております。 

それで前回の素案原案では北海道の目標値をそのままスライドしましたけれども、やは

り道の 940グラムというのは個々の市町村の平均であって、色々な事情や特色が地域によ

ってあるので、その 940グラムに至った、その考え方を室蘭市の方でも採用し、今回の

1,084グラムに変更していきたいという内容としております。 
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【会長】 
今ご説明いただいた流れで、前回の素案原案は累計 3割減とか目標がかなり高いんじゃ

ないかということで、今回は実績ベースで見直していただいたのだと思います。31ページ

のところで、平成 31年度に 1,084グラムで、前回は 940グラムでした。減量目標値をち

ょっと上げています。平成 26年は 1,173グラムとしていますけど、平成 31年に 1,084グ

ラムまで減らして、その内訳は家庭系が 479グラム、事業系が 445グラム、そして資源ご

みが 160グラムです。上の表と比較すると家庭系ごみが 533グラムから 479グラム、差

が 54グラム、10パーセントの減少。事業系ごみも 495グラムから下の 445グラムという

数字から、10パーセントの減少。資源ごみの方は 145グラムから 15グラム増えて 10パ

ーセント増加ということです。 

何かご意見とかご質問、ありますか。 

今まで一番減ったのが有料化の前後、平成 10年の 20パーセントですね。 

【事務局】 
ごみ量でいうと、平成 10年 10月から有料化としていますので、平成 11年度が実質的

に大きく減少した年となります。 

【会長】 
皆さんも覚えておられるんじゃないかなと思いますけども、0円から一袋 80円になっ

たんですね。10月の駆け込みの収集もすごかったですよね。収集車もてんてこ舞いでした

し。まあ、あれくらいのインパクトがあると 20パーセントの減ですけども、その後のご

み量はずっと横ばいの状況です。中々ああいうインパクトを与えない限りは、なかなかす

ぐ減らすのは難しい。 

（委員から「いいですか」と挙手） 

はい、どうぞ。 

【委員】 
素案を読み直ししてみたんですけど、読めば読むほど分からないことが出てくるんです

よ。例えば今目標値を設定するっていう、その根拠となるところはどこから来てるのかと

いうことなんです。北海道の 940グラム、室蘭市の 1,084グラムも数値としては良いんだ
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けれど、数値はどこから出てきたのか、どういう努力をするとこの数値が出てくるのか、

その根拠が分からないんです。 

それと同時に、目標というところで 5つの Rがついていますが、これは誰が守るんで

すか。難しいことがいっぱい書かれているけど、誰に向かって誰が実行するんですか。職

員ですか、市民ですか。 

【事務局】 
基本計画というのは市の中の物なので、事業者も含めた中の全市民ということになりま

す。 

【委員】 
全市民ですよね。そうすると市民というのは、生まれた子どもから老人まで市民ですよ

ね。そしたら 5つの Rというのは、これがわかる人は本当にプロみたいな人しかわからな

いんでないの。これが基本理念としてこういうことで良いのかということがまず疑問です。 

例えば、ごみは考えながら自然にやさしい処分をしましょう、という表現であれば、考

えるってことは工夫するっていうことだよね。色んな人が立場によって工夫する。それか

ら自然にやさしいっていうことは自然に戻すっていうことか、あるいは資源ごみとして、

資源として考えるって、そういう発想が出てくるんですがね。で、処分するっていうこと

はいろんな方法で分別していくと。これは、その立場にあった人、その人が考えることで

あって、例えばお母さんが子どもに「ごみ出してちょうだい」と言って、ごみ捨てするの

に、例えばこういう言葉があったとしたら、「お母さん、ごみを出すとき考えた？」って

ことをしゃべるかもしれない。そうするとそこに考えるって言う発想が定着してくるんで

ないかなと。 

だから、子どもでも老人でもわかりやすい、そういう表現方法というか、これが大事で

はないかなと思うんですよ。それに伴って今の目標値だけども、例えば 18ページの 27年

度の目標値、リサイクル率 24パーセント以上とか、こういう数字を出すのは良いんだけ

ど、この数字ってどこから出てきたのか、どういう努力をして、努力をした結果こういう

数字を目標とするのが良いよ、という根拠がまず全然見えてこないんですよね。であれば、

まず第一にごみの処理にかかる経費から煮詰めていかないとなかなか読み取ることはで

きないんでないかな、と思います。 
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例えば人件費にしても、収集する人件費と処分する人件費を分けたり、それからエネル

ギー系、これに水力、電力、油とかガスとか色んな補助熱源として、それらの経費がどう

いうごみを燃やした時にどういう経費が出ていくのか、そういうことを掴んだり、あるい

は設備維持管理費だとか、そういう細かいところをきちんと数字に現していかないと、そ

こから目標というものは掴んでこれないのではないかなと。そういうふうに考えるわけで

す。 

それに伴って、分別というものが出てくるんですよね。じゃあ分別した場合に、例えば

燃焼させるとして、色んなごみの種類によってカロリーが違ってくると思うんです。例え

ば水分の多いものとか、あるいはプラごみであればカロリーが高いとか、その分別ごとに

よってカロリー数をきちんと把握しておかないと。カロリーをきちんととらえておくこと

が第一に大事なことではないかなと思います。それによって排出ガスの基準値がわかって

きて燃焼温度がそれによって、むやみに高くなくてもいいし、あるいはその燃焼温度を高

くしなくてはならないものも出てくるかもわからないし。それによって色んな操作するこ

とによって例えば紙くずがあれば、そんなダイオキシンとか何かとてつもないものは出て

こないと思うし、そういう分別することによって、燃焼温度の数値をきちんとつかまえて、

制御できるんではないかと。そういうごみを単独で燃やすか、あるいは粉砕するか、ある

いは混ぜる割合をどうするか。そこから数値が見えてくるんでないかなというふうに思い

ます。 

もう一つ、ごみの分別基準について燃やせないごみって言う表記があるんだけれども、

これには布団だとかじゅうたんや家具類ってありますね。これは粉砕して燃やせるごみ、

というふうに表示しないと、一般市民としてはちょっと、これはもう本当に専門用語みた

いなもので、とっつきづらい表示なんですよね。で、あと燃やせるごみとしては生ゴミだ

とかおむつだとか刈り草だとか、そういう水分のいっぱいあるものを一つのグループとし

たり、あとは油類、プラ類、木・紙屑など、そういう単位でもって分別して収集する方向

でもっていくと良いと考えております。分別については市が一定の講習をするっていう感

じでもって、分別をきちんとできる人は一定の資格者として、地域の指導的立場に当たら

せてもらうと。また、スプレー缶については、これは市民の安全ということを第一に考え

るべきだと思います。したがって、家庭でつぶしたり、穴を開けたりするのではなくて、

そのまま回収して一定の専門的な事業者によって処理してもらうと。これ札幌で死亡事故
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が発生してますよね。だから、やっぱり市民の安全っていうのを第一に考えていかなけれ

ばならない問題でないかなというふうに捉えております。以上、非常に厳しいことを申し

上げたけれども、まず一般市民がわかりやすいっていうか、そういう感覚でもって立ち向

かって行っていただきたいなと考えております。以上です。 

【事務局】 
ありがとうございます。そうですね、よく言う３R、５Rにしても、一般的には通って

いますが中には一体、具体的に何をしたらいいのかっていうことがわからない方がいます

ので、本計画の中でも大雑把なことが書いてありますけど、具体的にじゃあそれは何だ、

というのは施策の中でいろんな広報をするという対策を練ろうと考えています。今回の基

本計画の中であまり書き込み過ぎてボリューム感が大きくなったりしてますんで、もう少

し具体的なものを入れつつ、わかりやすい表現を書き込んでいきたいと思います。同じよ

うなことが今回の数値、今回は室蘭の数字だけを使って、北海道全体の減少率、それに合

わせているんですけど、北海道の表現なんかっていうのは、市の計画でしたので、全く省

いておりますけれども、その辺の整合性と数値やなんかをもう少し書き込んで、わかりや

すい表現にしていきたいと、今のご提言について思っています。 

ごみの分別等それにつきましては、今回だってどういう種類でどういうことがあるか、

その種類も具体的なものをどこまで書き込めるかわかりませんけれども、代表的なものを

書いて、さらには広報紙等で、前回の会議でも広報がちょっと弱くなってきている、とい

う意見いただいていますので、今の「見える化」というか、文章だけではなくて、あっな

んだ、これはこういう分別なんだ、というところを見せられるような貴重な提言いただき

ましたので、工夫してまいりたいと思います。 

【会長】 
今ちょっと、いくつか委員からのご指摘いただいたもの、基本計画なので中々ちょっと

難しいところがあって、具体的にこれを見て、ごみの分別をどうするかっていう、ごみの

出し方云々ということよりは、これからどういうふうにやっていくかっていうことが多い

のはしょうがないので、パブリックコメントとかに A4用紙一枚にまとめるところではま

ず、具体的に 5年後に向けて、例えば 10パーセント減らすんだよ、とかリサイクルは 10

パーセント増やすんだよ、というところはたぶんわかりやすく書けると思いますけどね。 
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たぶん、そこであらかじめ具体的な行動のことをなかなかここに書くのは難しいところ

があるんですけれど、計画を全部読み通すのはちょっと難しいので、委員のご指摘の通り、

ポイントのところをわかりやすく書いて、例えばですけど 36ページのところ、具体的な

ことを書いていますね。レジ袋 7グラムとか、卵パック 20グラム。例えば家庭系で言う

と 54グラムの減量については、それの組み合わせとして卵パック 20グラムとかを組み合

わせながら 1日どれかで 54グラム減らしましょうというような、そこはなんか書き込ん

でいただいて、具体的なイメージを付けていただくような形になります。 

あと途中のお話で、どうして減らさなきゃいけないのかっていうのを、市民に分かって

いただくと。お金沢山かかっているので、うちの市も財政大変なので、やっぱり環境のこ

ともあるけれど、お金も掛かっているので、そういうこともあって減らしましょうという

ところをもう少し。ちょっとそこは言われるかもしれないですね。現状としてかかってま

すよと言われるかもしれないですけど。そういう経費を減らしましょうということが大切

です。 

【事務局】 
会長の方からお話しありました 36ページについては、議会にも素案原案と、このお話

をさせていただきまして、数字ばかりで実際どのぐらい何を減らしていいのかわからない

という、ご指摘を受け、今回はまずこういうものって何グラムあるよ、とかわかりやすく

工夫させていただきました。会長、委員からのご指摘の通り、こういうものが何グラムあ

る、これは例えばどこに分別が入るんですよ、というところは基本計画ですので、手順書

というよりは大きな数字目標を出しながら、そういう所が見せられる場面では工夫してい

きたいと思います。 

あと経費等につきましても、確かに燃料費がいくらだとか、かなり細かくなります。収

集運搬費と中間処理費というのがありますけれど、その費用について、例えば収集運搬費

ってなんだろうとか、中間処理費ってどういうものが含まれているんだ、というところを

付け加えて、皆さんにお示ししていきたいと思います。貴重なご意見ありがとうございま

す。 

【会長】 
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21ページの図 3－20.のところ見ていただきたいのですが、燃やせるごみ、燃やせない

ごみと分けて経費を出していますが、実際にもっとかかっているのが資源ごみの収集で、

資源ごみ 2種類です。単価だと、4万トンで 5億 6千万なので大雑把にトン当たり大体 1

万円くらいかなと思うんですけど。実は資源ごみ、ペットボトルなどはトン 8万円とかで

すね。プラスチックゴミに至ってはトン 20万円ととんでもない金額です。私たちはリサ

イクルに出しているんですけども、ただリサイクルに出せば良いっていう問題じゃなくて、

7ページのところの「リフューズ」、ごみにならない物をお店で選んでいただくと結構減

量になると思うんで、これをやらないでごみとして出てきたものをどんどんリサイクルし

ても、私たちの税金を使ってやることになるので、そこのところも踏み込んでいただいて、

5R、この「リフューズ」のところは結構意識する必要がある。現状は市民一人当たり 7,800

円という単価は書いていますが、リサイクルすることは、実はお金が掛かってるんですよ

ということは、普段市民の方が目にすることは少ないかもしれません。 

何かご意見ありますか。 

【委員】 
会長が今、最後に言われたことを、言おうと思っていたんですけど、やはりそれによっ

てどのくらい減るのかって、10パーセント減をもうちょっとわかりやすくした方が良いと

思います。先ほど委員からやはり目標値の設定っていうのを、北海道の廃棄物処理基本計

画を参考としたというようなことになっているけれども、先ほどの説明を聞くとわかるん

だけれども、市民もこれだとちょっとわかりづらいかなと。何を根拠にして 1,084グラム

となったかを、もう少しわかりやすく表現できないかなと感じています。 

それと表の 4－10.の下の方の表ですけれども 31ページの。減量値が室蘭市で 54グラ

ムとなっていますけど、89グラムの間違いじゃないですか。 

【会長】 
事務局の方からご説明いただけますか。家庭系ごみのところですね。 

【事務局】 
表記の間違いです。訂正しておきます。申し訳ございません。 

私たちこの基本計画を作るうえでどうしても行政側として、委員、会長からも言われた

通り市民にどうやって意気込みというか、おそらく単に減量させる市民一人一人のその減
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量することに対するインセンティブのところは、確かに書き込みがちょっと少ないです。

例えば「ごみ袋 1枚分減らせます」、1枚と言いますと 10リットル、1リットル 2円です

から 20円分減るよと。そういうことを見せられれば確かに循環型社会だけでなくて現実

の問題として家計への影響というところでも、有効な見せ方じゃないかと思いますので、

そこはちょっと工夫させていただきます。 

【委員】 
どこかの市でもそのような、市民がこれだけやると、この分だけ減るんだよ、というよ

うなことで色々工夫してやってるところもありますよね。 

【会長】 
今の目標値のわかりやすさという点でいうと、なぜ 10パーセントかと言われると、簡

単に何て答えればいいんでしょうか。今までの実績ベースで 5パーセントの減量はある程

度できているので、それに努力目標を加えて 5パーセントというところでしょうか。 

【事務局】 
いろんなデータを調べる中で他の自治体も含めてなんですけど、やっぱり買い物の量、

どうしてもごみって景気的なものも影響を受けるもので、室蘭市だけでなく減少値は一定

のところまでいくとそこからは横ばいになる状況にあります。今の意見の中でこういう表

記をしたらわかりやすいっていうところは、当然これから市の方でやっていくんですが、

これをやったら何グラム減るんだという現実的な方法はなかなか数値に表しにくいもの

ですから、その辺を工夫しながら 1,084グラムというものに対する金銭的なインセンティ

ブも含めて、ご意見を踏まえながら、表現方法を工夫したいと思います。 

【会長】 
1日 50グラム減らして 1ケ月で大体 1.5キログラム。40リットルの袋に満たない小さ

い袋で一袋くらいですよね。 

【事務局】 
出来たら先ほどの 36ページの卵パックの量とか見ていただくとわかるんですけど、31

ページの家庭系ごみ 1日 54グラムの減少。減らそうと思えば日々としては卵パック 2つ

分ぐらいですけど、これは先ほどのお金の面と関連しますが、卵パック 2つ分が入らなく
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てもごみ袋は使ってしまいますよね。ですから 1回のごみ袋の量が劇的に減るっていうこ

とではないですけど、その辺もしっかり認識させながら、あまりそれが 1日これだけ皆さ

ん負担が減ります、という書き方をしますと、現実にはそうではないということもありま

すので、そこは表現を工夫したいと思います。 

【会長】 
ただいま説明していただいたところで、集団回収の 10パーセント増加というのはいけ

そうですね。私の感想ですけど、最近町内会のリサイクルとかですね、これらの活動とか

も 10年のスパンで見るとなかなか増やすのは難しいのかなという気がします。品目を増

やすとか工夫は色々あると。例えば助成金を少し増やすとかですね。助成金の話は前回提

案に出ていたんですけど、こういう集団回収等を増やすインセンティブを与えようという

話はどうでしょうか。 

【事務局】 
他の自治体では集団回収にある一定量を決めまして、それを超えるとインセンティブと

して、手数料を上げるというところもありますけども、室蘭市の場合は、回収量に応じて

助成金を出しています。受け取ってくれる組合の単価の影響もありますし、現実的に集団

回収のところの金額を上げるっていうことは財政的には厳しいですけれど、現在の工夫と

しましては新聞紙・雑誌等以外の、紙業者さんが商売にならない紙があり本当は集めたく

ないというところも市としては回収していただいて、その分に対しても若干お金を出すと

いうことをしています。前回の会議では、うちの町会ではそんなもの集めてないよ、とい

うお話もありました。ですからその部分についてはもう一度、集団回収をしている団体さ

ん、あるいは回収している業者さんにきちっと集めてもらう。集める品目について、全部

の雑紙は集められるんですよ、ということを意識して議論等をしていきたいなと考えてい

ます。 

【委員】 
焼却場のランニングコストについて聞きたいんですけど、排出ガスっていうのは何度ぐ

らいで出てるんですか。煙突から。結構温度高いんですよね。 

【事務局】 
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広域連合の施設ですけれど、エネルギーの収支というお話でもったいないんじゃないか

っていうことなんじゃないかなと思いますけど、今できる技術の中で、実際出る排熱等と

いうのは暖房や発電ということに使っていますので、煙突排気の低温のものまで回収する

装置っていうのはまた費用等が掛かりますので、今の状況では逆にもったいないのかなと。 

【委員】 
その、釜に入れる基準なんだけど、何か基準はあるんですか。生ごみであろうと木屑だ

ろうと何であろうと何でもかんでも入れてるんですか。 

【事務局】 
パッカー車で持って行って、ピットという所に貯めて、少し水分を抜くと。状況によっ

てピット内で中をかき混ぜています。それで大体同じような成分比で炉に入れるように調

整をしていますけれども、基本的に混ぜて大体均一にしながら炉に入れています。 

【委員】 
なぜそういうことを聞くかというと、煙突近くの排ガスに温度がもしあるんであれば、

生ごみの水分を抜く装置っていうか、そういうものに使って水分を抜いてから釜に入れた

方が効率がすごく良いのではないかなと、そういうふうに感じてるんですね。 

【事務局】 
基本的には、搬入後すぐに焼却という形じゃなくて、焼却する前に一段階水分を減らす

工程がありますんで、ある程度水分を抜いてから、焼却する形となります。 

【委員】 
油を補助熱源として投入して燃やしてるって聞いてるんですけど、どんな事しているん

ですか。 

【事務局】 
焼却施設というのは、ある一定のエネルギーが必要でございますので。 

【委員】 
その補助エネルギーなんだけど、ごみの種類を色々分別することによって、その補助燃

料って言うのが節減できるかできないかそういう実験っていうのはしたことあるんです
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か。例えばプラスチック類をまとめておいて、その熱源に使うとか、何かそういう工夫っ

ていうのはやったことあるんですか、ないんですか。 

【事務局】 
広域連合で、そういう実験をしたということは聞いたことがないです。 

【委員】 
なんかそういう工夫をやってみる必要はあると思います。やってみてダメだったらそれ

はダメでいいんだけど、やってみないでこれはうまくないんでないかとか、そういうのは

前向きでないんでないかと。 

【事務局】 
今ある施設を建てる時にシステムっていうのは、ごみの量ですとか、どういうごみの材

質が入ってきてこのシステムになるのか、というのは学識経験者などの方からのご提言な

どいただいていますので、実証試験というのは行う予定はないです。 

【会長】 
16ページのところ見ていただきたいのですが、厨芥類が 40パーセントで、水分が実は

50パーセントで、燃やす以前に水分はただ蒸気になるだけなので無ければ無い方が良い。

ごみ収集側としては、生ごみは出来るだけ出さない、あるいはその生ごみを出すとき水を

絞って出すようにしていただいて、出来るだけカラカラな状態で出してもらうのが実はよ

くて、もしそういう良い状態であれば、今お話になった処理施設の助燃の費用とかも少な

くて済むかもしれない。実際東京でも焼却施設に持ち込む時には水は出来るだけ絞ってく

ださいと指導されているんです。そういう自治体もあるので、委員が仰る通りで、水分を

減らさなければならない。ただそれが家庭レベルでできるかというと、多分皆さんやって

いただける方ばかりだと思うんですけど、どうしても調理した残りをざっと袋に入れてそ

のままごみに出す。そこのところは水分がどうしても多くて、中々ちょっと難しいんです

ね。焼却施設のところでは排ガスもなかなか抑制も難しいんですけど、実際に燃やすとこ

ろの炉のところでは乾燥させて燃やすっていう、プロセスなのである程度水分が高くても

燃やすことができる。ただその時に使うエネルギーは、水分が少ないほど良いので、だか

ら分別のルールとして、できるだけ生ごみの水を絞って出してくださいというのは、やっ
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た方が良いことではある。室蘭市とかあまりそういうのはやられてないと思いますし、北

海道ではなかなか無いかもしれません。 

実は出すごみの減量対策のところ、燃やした時のエネルギーが違うと。実際その通りで、

それによる影響もあるので、将来的に焼却施設をどうするかっていうときにはそこまで考

えないといけないです。これ、基本計画なので、そこまでを全部盛り込むわけにはいかな

いので、将来的には分別のルールを作り直した時に、生ごみの水切りをなぜしなければな

らないかまでを書いてはどうでしょうか。 

【委員】 
この会議は基本計画を作ろう、ってことです。結局それに関しては、市がデータを勘案

して考えてきて、大体このくらいでいいだろうと。100パーセントその通りになるわけな

いですよ。じゃあどうするかっていうのは、この基本計画の 35、36ページあたりを読ん

でもらえればわかるけど、これをどうやったらごみが減るかということが結局努力して成

果が出てくると思うんですよ。減らそうって言った段階では気持ちはあるけど具体的には

減らない。じゃあ、それをいかに盛り上げてどのようにやっていくかということです。基

本計画は今までの実績からこうなるんだろうということでね、それを細かいこと詰めても、

いくらかは数値が減るかもしれませんけども、そんなに減らないんじゃないかと思います。

じゃあそういうことで、具体的にある程度煮詰まってから、こういうことやったらどうだ

ろう、ああやったらどうだろう、という話を出した方がよいと思います。 

【会長】 
ご指摘いただいたように、基本計画というのはそこまで具体性というのはなかなか入れ

にくいというのがあって、政策を進める上にちょっともう少し細かいところを工夫して書

いていく。ただ市民にも読んでいただくことは間違いないので、その時にわかりやすい表

現をしていただくことになります。 

【事務局】 
それを目標に向かうためにどうしていくかということで、資料 3の見出し３．になりま

すけれども、これから啓発ということが中心になりますけれども、前回の会議で、啓発が

非常に少なくなっているというご指摘をいただきましまたので、そこを中心に対策を練っ
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て、目標に向かった対策の部分をやっていこうと思っていますので、そのことについて説

明させてください。 

【会長】 
それでは、資料 3の 4ページからですね。説明してください。 

【事務局】 
今後家庭系ごみと比べて、前回の審議会でもお話したんですが、事業系の紙等のリサイ

クルについても取り組む余地があるということで考えております。これらを審議会の意見

を基に、全体的なごみの減量だとか、本市の状況を考慮し、新たな目標を設定しておりま

す。ただここに書いてあるように、具体的な施策っていうのは市だけではできないものも

あります。各団体さんの協力だとか、施策を行うには予算との関連も出てきますので、そ

れについては単年度ごとに、今年はこういうことをやるよっていうのは実施計画に出しま

すので、今年はこういうのを目標にやりますよ、っていうことを具体的に出していきたい

と思っております。 

実施計画には年度ごとの先ほど立てた目標についても、今年はこれくらいの達成ですよ、

という結果を年度ごとに報告していきたいと思っていますので、成果と反省を見ながら次

の年の施策につながることもあると思いますので、それについては実施計画の方で今後示

していきたいと思います。 

次に、前回会議でご意見いただいたものについてなんですが、まず先ほどお話したよう

に啓発等の方法・推進については各委員さんから啓発事業が足りない、というご意見をい

ただきました。これについては、広報誌やホームページに固執しないで、各種団体さんや

企業さんと情報共有を行いながら、前回ご指摘あったように 10年、20年前は出前講座と

かも色々やらせていただきましたし、今回コープさんにお願いした件もあったんですが、

ちょっといろんなイベントに市の方も出向いて、色んな方々に説明してまいりたいと思っ

ています。これについては先ほど言った実施計画にも今年こういうことやりました、とい

う感じで現実的に載せていきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。 

続きまして、前回ご意見いただきました経費に関してですが、これは前回ご意見いただ

いたのを精査する中で、先ほど会長の方からもお話し有ったんですが、前回ごみの処理経

費だけだったので、今回は資源の「びん・缶・ペットボトル・容器包装プラスチック類」
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にいくらかかってるんだ、っていうのも入れさせていただきました。先ほどご指摘あった

通り、これだけ減らせばイコールには当然、例えば 1本減らせばいくら減るって厳密にイ

コールになるかっていうのはなかなか難しいですので、なるべく市民にわかりやすい形で、

記載させていただきたいと思います。 

現基本計画策定からの達成状況等ということで、これ平成 18年の計画についてどうな

ってるのか載ってないということで、ご意見いただきました。これについては 18ページ

に前計画における目標値、ごみ量・資源量についても追加して、記載するようにいたしま

した。 

次に 4番目の医療廃棄物。これについては前回審議会の中で感染性廃棄物について容器

等の工夫により事故を防止し、排出可能なものを拡大すべきとの意見をいただきました。

これについては収集だけの問題ではなくて、処分施設の西いぶり広域連合との協議が必要

な中で、再度西いぶり広域連合の処分施設としてどういう形で受け入れを今行っているの

か、もう一度話をさせていただきました。注射針等の鋭利なものについては、積み込むま

では良いんですが、どうしても施設の点検等を含めて、やはり作業員とかが直に接する所

が多いので、鋭利なものと感染の危険性があるものについては、処理困難物として西いぶ

り広域連合自体で条例の中の規則で定めている部分もあり、また他の町における医療系廃

棄物の状況についても聞いてみたのですが、受け入れ施設の決め事というか処理困難物の

関係もありますので、本市と同様に針等の鋭利なものについては医療機関へ持ち込むとい

うことで整理をしておりますので、現状は今の室蘭市の対応を行っていくということでや

むを得ないのかなと判断しております。 

今回、処理基本計画を作るということで、この目標に向かって私たちはその発生抑制の

ためにこういう啓発の手段として広報誌やパンフレット、ホームページ等のツールを使っ

ていきます。それらの具体的なものを毎年度実施計画といたしまして、今年は何をやる、

逆に言うと目標値をいくら達成できたか、ということを示していかなくてはならないとい

うふうに考えています。来年度から、基本計画に皆さんのご意見をいただいて、原案でき

ましたらそういうことも含めてホームページ等で皆さんに成果、手法、考え方、というも

のを見せていきたいというふうに考えております。 

他にも前回出ていました不法投棄の件数とかということも今回書き込ませていただい

ております。 
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【会長】 
ご説明はよろしいですか。今の説明で何かご質問等、どうぞ。 

【委員】 
非常に気になったのは今最後に言われた、5ページの「医療系廃棄物について」ですよ

ね。じゃあ今までどうしていたのかなって考えたのが 1つと、それと包丁とか、カミソリ

とか結構鋭利な物がごみ箱にあるんですよ。私も前に掃除をしたことあるんですけどね、

そのままでは処理のしようが無いから、牛乳パックとガムテープで巻いてごみ箱に立てて

置いたんですけど、それ持っていかなかったんです。その後、電話とかすればよかったん

だけど、そのうちに無くなっちゃたんです。ちょっと失敗したなと思いながらも大分悩み

ました。燃えるとか燃えないとかプラスチックの分別用、そういうものに対してはこの長

い間一生懸命学習したり色んな啓発しながらやってきたことがあり、室蘭市においては非

常によくできたと思っています。ですけども、そこの部分については、ごみを収集する人

たちに聞いてみると、手袋をはくんだけれど、危ないものがあるとぐっとつかむと、何回

も手を切ったりけがをしたことがあるということなんです。私がいつも気になるのはこの

部分なんです。危ない物のごみの取扱いについて、しっかり広報をお願いしたいかなって

思うんですよね。その辺あまりされていなかったかなと思います。 

【事務局】 
包丁やガラスについては、新聞紙や何かで巻いて、危険物ということを書いてください

ということは言ってますけど、委員が言われるように、それはすべての項目に載ってるか

というと、載ってません。私たちも作業の過程で、私たち行政がする仕事、そして今はほ

とんど収集運搬業者さんにお願いしています。そこで従事する方々は、廃棄物行政の一員

で大切な役割ですので、そういう方のけがが無いようにということは十分考えていきたい

と思っております。 

【委員】 
それともう一つね、スプレー缶とかってありますよね。それは札幌市においては今回、

皆さんご存知と言うか見たと思うんですけど、穴開けなくてもいいよ、っていうことで収

集するっていうことに。で、ここは穴をちゃんとあけて、空気を抜いて出してくださいっ
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ていう形になっていますけど、非常に、穴開けるにしても何にしても、危ないこともあり

ますよね。その辺の違いを今、教えてもらえますか。 

【事務局】 
スプレー缶に穴を開けて、死亡者が出たっていうことで、各自治体では見直し方法を検

討しております。かなりまだ多くの自治体が「穴を必ず開けてください」としています。

私たちも穴をあけるのは何故かって言いますと、先ほどから何回も出てきますが、西いぶ

り広域連合、この受入れ先の最終の規定が、「穴をあけたものを出してくれ」ということ

になっているんですよ。そうすると当然私たちが収集して処理施設に持っていくものは穴

が開いてなくちゃならないことになります。 

それで今までは市民の皆さんに穴をあけてもらっています。それをもしやめるとすれば、

次は処理施設に持っていく間に、誰かがどこかで穴をあけなくちゃならないということが

ありまして、それで今色んな自治体でも危険であるというので、私たちも当然そういう情

報を得てまして、簡単な穴あけ方法やなんかというものをお知らせしているところですけ

れども、西いぶり広域連合とも今後詰めていって、本当に穴を開けなくてはいけないのか、

あるいは穴を開けるならどの時点で穴を開けることが、皆さんの危険性が無く、収集運搬

の作業の途中で穴を開けるとしたら、作業員の方が全部一つ一つ見て穴を開けなくてはな

らないので、これは大変な時間のロスです。仮にスプレー缶だけを全部集めて持っていく

というのは、穴が開いてないと受け取ってくれないので、じゃあそれは別な委託会社に穴

を開けてもらうのか、我々職員が穴を開けるのかなど、色んな課題が出てきています。た

だ、札幌市の火災は、火の前で穴開けをされたようです。ですから私たちはあくまでも今

の段階では、火気が無く風がちゃんと通る屋外で穴を開けてくださいという広報をしてま

す。取り組み方法はこのままが良いのか検討する段階の中では、もうしばらく火気の無い

ところ、風通しのいいところということで広報してまいりたいと思っておりますけど、こ

れはおそらく議会等でも出てくるお話かと思いますので、これは来年度にも早々検討を始

めなくてはならないというふうに考えています。 

【委員】 
ちょっと業者的な話になりますけど、一応作業員に全部見させているんだけども、見き

れないんですよ。それと、100円ライターなんですよね、あれがひどい。年間に何回か組
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合の方でも火事になってるんですけども、それは消防の前に行ってごみを開けてもう一回

入れ直さないと、一度登別でもあって、火が付くと走ると結構燃えるものですから、結局

収集車が燃えちゃうんですよ。ですから市の方でも市民に周知をするんですけど、何回も

言わないと市民の方もわからないと思うんですよ。その辺うちの従業員にも何回も言って

るんですけど、全部不燃ごみの時も見ているんですけど、100円ライターが中に入ってい

ると全然わからなくてね。あれを割るって言うのもまた大変な話なんです。その辺、委員

が言うようにもうちょっとわかりやすく、具体的な話をしていった方が良いのかなと思い

ます。子どもにもお年寄りにもわかるように。 

缶も実際にはほとんど洗っていないようです。水で一回洗わないと夏の時は中が腐って

くるんですよ。洗わないとリサイクルするって言ってもだめなんですよね。だから出す側

のモラルもきちっと説明をして啓発をしていかなければならない思いますけどね。 

さっきから事務局がいうようにこれは基本計画なもんですから、その具体的なことは市

の方で広報なり、もうちょっと何度も言わなきゃならないのかなと思いますけどね。基本

的な計画はこういう事しかできないのかなと思いますけどね。 

【委員】 
質問させていただきます。11ページに袋の値段が出ているので言わせていただきます。

市民の方からごみ袋の値段が高いって苦情がありまして、私が受けたんですけども、今日

会議あるから聞いてきますって言ってお電話切ったんですけど、もし安くしたらごみが増

えてダメになるかもしれませんけど、とにかく登別よりも高いっていうことなんですけど

も。 

【事務局】 
登別市と値段は一緒です。 

【委員】 
あ、そうですか。なんか登別の方が安いってね、室蘭市民の方がそんな言い方してたん

ですけど。わかりました、同じだって言っておきます。それで、あとごみ袋ですけど、あ

の袋で市としては利益があるんですか。例えば 80円で売って 20円くらい市に入るとか。 

【事務局】 
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袋だけのお金で考えれば、製造費と当然手数料ですので、売った対価と言うのはあるん

ですけど、その差というのは確かにあります。ただそれについては当然ですけど、施設で

ごみを処理するお金として手数料をもらってますんで、それに経費として充てているもの

なので、それで市に歳入が入って他の物に使うことは全くないので、利益と言うかごみを

処理するお金としてそのお金をそのまま処理に充てているというのが正しい言い方にな

ります。 

【委員】 
そうですか、わかりました。もうひとつですけど、使うことが一番多いごみで燃えるご

みで、橙色ついていますよね。色をつけた方が高くなるのではないですか。登別は白いっ

て言っていましたので。もしできれば色は付けないで、他は色別で必要ですけどね。一番

使う袋を橙色にしたのは何故でしょうか。 

【事務局】 
登別市が透明って仰られてるのは、おそらく資源ごみを出すときの袋だと思います。室

蘭市はご存じのとおり収集日の前の日に市の方で、かごとか網とかを設置しますが、登別

市は設置せずに、資源物を透明な袋に入れています。燃やせるごみという表現と燃やせな

いごみという表現にして、橙色と緑色にしているんですけど、全員がきっちりと分別をし

ていただいて、収集日当日必ず出してくれるって言う前提があれば、可能性としてはゼロ

ではないです。室蘭市が何でオレンジなの、緑なのっていうことは、特には無いです。例

えば黄色であっても、他の色であってもかまわないんですが、透明にしてしますと他の袋

と区別がつかずにどうなのかっていう心配はあります。 

基本的には西いぶり全部、登別から洞爺湖町まで 1リットル 2円というのは一緒です。

そして袋の色っていうのは、皆さんが間違いなく燃やせる・燃やせない・廃プラというこ

とがわかるように、また収集の作業員も異物が入ってないのかわかるようにしています。

透明な袋にしたからといって、この 10リットル 20円が安くなるわけではありません。こ

れはあくまでも手数料ですので 10リットルのそのものを、処理する費用として 20円を皆

様にも負担していただきます、ということでお願いしております。 

【委員】 
はい、わかりました。 



 

- 22 - 
 

【委員】 
いいですか、ちょっと参考までに。先日富良野市に行ってきたんですよ。市役所さんの

施設見学研修で。そうしましたら、富良野の値段言いますと、実質価格ですね、40リット

ルで 18円でした。だからあまりにもちょっと室蘭は高いのではでないかなって感じがあ

るんです。まあ手数料のこと考えるとどうかなって思うんだけど、その辺のとこ、考えら

れるんであれば。 

【事務局】 
私もその研修に一緒に行かせていただいたんですけども、富良野市の場合はその袋を作

る、一枚当たりにかかる値段だけを購入時に負担していただくというような説明を聞いた

ので、おそらく富良野市ではその袋を実際に作るのに 1枚いくらかを価格として設定され

ているので、富良野市がごみ処理をする費用というのは別途、市の別な予算を充てている

という感じで私は聞いていました。 

基本的にはごみを処理する費用として税金が使われていますが、ごみを出す方の量によ

って少し多く負担していただいているっていう考えです。皆さんの税金の負担はあります

けれども、その他にごみを出す量に応じて、協力願いますという額と考えてください。 

【会長】 
有料化の平成 10年ですか、検討委員会がありまして、色んな議論があって無料のとこ

ろをどうして有料にするんだっていう意見があったものですけど、実際私たち、さっき一

人 7,000円なので、3人家庭だと 2万円くらいかな。それ、80円で考えると 300枚くらい

になるわけですから、実際には全然ごみ処理経費にはなってないと言うか、ごくごく一部

ですけど、それをやったことによって、20パーセント減ったんですね。みなさん、意識的

に減らしましょうって言うのは意外に言えるんですけど、そこに意識付けがですね、かな

り大きいので 80円と言う料金もまた関係していると思いますが、80円と言う料金にイン

パクトがあって、私も平成 10年に一生懸命減らしたということがあるので、その所の側

面が大きくて、実際それで先ほどお話していただいたように、室蘭としてはそれ以外のと

ころで税金の方で補てんしていく。ただし、すごく厳しいです。本当に、参加されて、収

集で私たちも何か赤いシール貼られますので、それ町会ごとに何枚貼られたかって言うの

がそれぞれの町会にいって、指導が来るんですよ。ですから収集の状態が悪いステーショ
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ンは、あそこは生ごみの中に色々な物入れているとか、缶のふたとか入ってるとか、そう

いうところはきちんとしていて、それとバランス取れているというと変ですけど、室蘭市

はごみの料金は高いですけど、収集はそこまで厳しくはないので、どこに力を入れるかあ

れなんですけど、実際にお金はかかっているので、それが安くしてしまうと多分、リサイ

クルしなくともゴミに出せば良いんじゃないかと捉えかねないですね。 

大体ご意見いただいて、全体的に基本計画の修正案も見えてきました。ちょっと数字の

間違いはあったんですけど、それ以外のところは大体、最初に委員からご指摘あったよう

に、わかりやすくという意味で何かパブリックコメントとか、ご意見いただいて、1枚も

のかなんかで説明がわかりやすいものを 1枚見れば平成 31年までにどういうものを目指

すか、というものができれば、ご意見をいただくか、それとも私とか事務局の方へ。 

他に何かご意見は。 

【委員】  
主婦としては、今日は本当に勉強になりました。水分はできるだけ無くすという事は明

記しているってことを聞いたんですけど、どこに書いてあったかなっていうくらいですけ

ど、みんなが台所で出た生ごみを出来るだけ絞って出すというだけでもだいぶ違うんだな

と。だからそれぞれ一人一人のご家庭の台所で家事なさる方がそういう意識付けをもっと

持つということが、それだけでも全体的な経費を減らすんだなっていう事をすごく思いま

したので、その辺はやっぱり、学校のときからでも小さいときからでもいいし、いつでも

どの場面でもね、絞って出すんだよって言う一言がどの方も意識すれば大分違うんじゃな

いかと今、思いました。 

【委員】 
今の委員のお話で一つ、ごみの減量のリサイクルの目安のところに、レジ袋 7グラムと

書いてありますよね。あれを、洗剤をボトルから詰め替えボトルにしたら何グラム、スー

パーでノートレー商品といって白いトレーを使わないで袋に入っているものとかが、実際

にお肉とか売られているんですが、そっちの商品にしたら何グラム減らせる、というよう

な実際に皆さんの工夫で減量できることを書いていただくと、もっと実践しやすいのでは

ないかと思います。 
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それと、広報のごみの分別、多分 1年に 1回とか、書いたものをもらってるはずなんで

すが、やはり皆さん、最初はどこかにとってあっても、いつの間にか無くなって次の年ま

でそれが来ないというのが実状だと思うので、見ない人は何やっても見ないですが、毎回

使うごみ袋に注意とかを、裏表あれば結構書けると思うんですね。それも一つの広報の仕

方ではないかと。実際に使うもので、あえて別の冊子とか来なくても、あとは QRコード

でこれを読み取ればすぐ今、ある程度の年代は皆さんもうスマホなので、QRコードで読

み取って、そこのページにすぐ行ける、っていうようなものをごみ袋につけていただくと

すごく早くできるんではないかと思います。 

【事務局】 
委員の言う通りで、水気を絞ってもらうのが非常に大事で、そういうことを見せる工夫

として、ごみ袋を使った啓発は僕らもなるほどと思いました。広報等の取り組みの中にこ

れを活かしていきたいと思います。ありがとうございます。 

【会長】 
それでは事務局の方から今後のスケジュールについて述べてください。 

【事務局】 
本日皆様からいただきました意見を踏まえて修正させていただきまして、パブリックコ

メントを来年 1月 8日まで募集します。素案と内容につきましてはホームページのほか、

市内公共施設に配布するとともに、概要版みたいなわかりやすいものを合わせて配布しま

して、意見を募集します。その後、皆様からの意見を基に今年度いっぱいには原案を策定

しなくてはならないですし、また議会報告を 3月中にしなくてはなりませんので、おそら

く 2月中旬くらいにパブリックコメントを含めた意見等を合わせて、原案の案ということ

を皆さんにお示しいたしまして、最終版として確定していきたいと思います。 

今回の素案等のパブリックコメントにつきましては、また会長とも相談して、原案を作

成してまいりたいと思います。意見としては 2月入る前に、原案を皆さんに事前に送りま

して、委員会を開きたいと思います。よろしくお願いします。 

【会長】 
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概要版って言うんですかね、わかりやすいやつを私と事務局の方で詰めていきたいと思

います。 

【委員】 
すみません、お忙しいんでしょうけど、もう少し早めに日程を決めてほしいんですけど。

申し訳ありません。 

【事務局】 
12月中には 2月の何日開催ですっていうのを詰めまして、皆さんにお知らせしたいと

思います。 

【会長】 
それでは、本日の議事は終了いたします。 

 

３．閉 会 

【事務局】 
吉田会長をはじめ、皆様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いただき、誠にありがとうございました。ではこれ

で本日の会議を終了させていただきます。またよろしくお願いします。どうもありがとう

ございました。 


