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１．開 会 

【事務局】 
ただいまより第３回室蘭市廃棄物減量・リサイクル等推進審議会を開催いたします。 

本日は、お忙しい中、ご出席いただきまして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。よろしくお願いします。 

本日は、平成28年度からの新たな計画として策定する室蘭市一般廃棄物処理基本計画の

審議について、昨年11月に続いて３回目の会議となります。本日は吉田会長、増川委員が

欠席とのご連絡を頂いております。 

ここからの議事進行は、吉田会長が欠席のため、亀田副会長にお願いしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

２．議 事 

【副会長】 
それでは、今日は私が代わりに座長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

次第にしたがいまして議事を進めます。はじめに配布資料の確認を事務局からお願いします。 

【事務局】 
資料は３つございます。一つ目が室蘭市一般廃棄物処理基本計画（案）、資料２「計画

策定について」、資料３「パブリックコメントの実施結果について」です。それに加えて、

次第、出席者名簿と座席図です。印刷で見えにくい部分がありましたら交換いたしますので、

お声かけください。 

【副会長】 
みなさんよろしいでしょうか。それでは、今日の審議議題は室蘭市一般廃棄物処理基本

計画についてです。これから話し合いをしたいと思います。まず、事務局から説明をお願い

します。 

【事務局】 
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資料２の「計画策定について」をご覧ください。第２回の審議会と重複する部分がある

のですが、今まで素案原案からこれまでの審議会でご意見を頂いて修正した点、そして新た

に修正した点を説明してまいります。 

まず、基本目標について、発生抑制に特化するのはいかがなものかとご意見をいただき

ました。これについては、素案原案では国の方針を基に「４Ｒ」としていましたが、目標達

成に向けリサイクルを加えて、基本目標を「５Ｒ」といたしました。 

２つめは、減量目標値についてですが、目標設定が高すぎるのではないか、生産活動・

経済活動に影響を与えかねない、近年の状況を加味すべきとのご意見をいただきました。こ

れについては、国及び北海道の目標値を参考に940グラムとしていましたが、本市の近年の

家庭系・事業系ごみの状況、減量状況、資源化の推移などを加味して目標値を1,084グラム

といたしました。 

次に、素案からの修正点ですが、目標設定値について、数字だけ載せていただいたので

すが、市の考え方を載せた方がよいとのご意見をいただきましたので、資料１の31ページ

のように、市の考え方を載せた後に、1,084グラムを示すという構成に修正しました。 

次に、減量の目安について、具体的に目安になるものを載せた方がいいとのご意見があ

ったことから、レジ袋、新聞紙などの減量の目安を掲載し、それに加えて生ごみに含まれる

水分割合、減量の方法などの絵を加えることとしました。 

次に、ごみ処理経費の記載について、素案原案ではごみ処理の経費のみの記載でしたが、

もう少し経費の詳細記載が必要とのご意見をいただき、運搬処分、資源化、事務処理経費も

記載することとしました。 

次に、平成18年から平成27年までの現計画の達成状況を記載するべきではないかとの

ご意見をいただき、ごみの減量目標、資源化目標の達成・未達成について、グラフ形式で記

載しました。 

その他ということで、発生抑制、資源化を含め市民への理解・協力を得るため、情報発

信を工夫すべきではないかとのご意見をいただいたことから、各種イベントなどでの説明、

また10年くらい前に行っていた出前講座等を再度積極的に行っていくという形で考えてい

ます。また、具体的な施策の記載についてもご意見がありましたが、一般廃棄物処理基本計

画は長期的な計画であり、具体的施策については、企業や団体のご協力が必要なものも多々
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ありますので、審議会のご意見を踏まえつつ、単年度ごとの一般廃棄物処理実施計画に載せ

ながら公表していくこととします。 

総括として、ごみの減量、排出抑制、適正処理、分別排出などにおいては、意識的なも

のが大きな要素となることから市民の理解・協力を得るため、市として周知方法の考え方等

を工夫し、積極的に説明会などを行うことで認識を深め、理解を得ていくことといたします。

これについては、来年度、輪西連合町会を対象とした出前講座を市民会館で行うことになり

ました。吉岡委員にご尽力いただきまして、大変感謝申し上げます。こういう取り組みを全

町会に広げていければと考えております。 

具体的施策については、新たな分別収集を考案していく中で、他の自治体で先進的に行

っている場合もありますので、成功例などを参考にしながら企業や町会などのご協力を得て

調査・研究を行って実践していくように考えたいと思います。これらにつきましては、先ほ

ど、お話いたしましたが、単年度の実施計画がありますので、今年はこういう事をやってい

くという具体的な施策も載せていくこととします。 

また、本計画は、策定後におけるごみ排出実績や施策の変更、また、焼却施設、埋立施

設を管理運営する西いぶり広域連合における今後の計画策定、加えて国、北海道の計画改定

を注視しながら、随時改定していきたいと考えております。 

次に本審議会でのご意見を反映して作成した素案について、パブリックコメントを実施

しましたので報告します。資料３をご覧ください。期間は平成27年12月９日から28年１

月８日までの１か月間で、意見提出方法としては意見箱への投函、環境課への持参、郵送、

ファクス、電子メール、ホームページからの送信としました。意見箱の設置は、室蘭市役所

本庁舎１階窓口、広域センタービル、市民活動センター、環境課、男女平等参画センター、

東室蘭駅の蘭東支所えきがる、中島会館、サンライフ室蘭、白鳥台会館の９か所としました。

また、周知方法として、市のホームページ、広報紙、北海道新聞及び室蘭民報の報道機関に

取り上げていただきました。 

この結果、１件のご意見がありました。意見の内容は、第５章２、ごみの減量について関

連したものが２点あり、「現状は需要の多岐化、生産技術・量の向上などでごみの絶対量は

増加している。その状況下のなか、ごみの減量方法についても多岐に及ぶが、根本であるご

みの総量を減量することが必要であり、施策として、可燃性ごみ（厨芥類）の約50パーセ

ントもの比重を占める水分を減量するべきではないか。」という排出抑制に関するものと、
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「資源の有効利用についても技術都市「室蘭」としての特性を生かせるような新たな資源化

物の分別回収品目を考案するべきではないか。」という資源の有効利用の方策に関する内容

です。 

ご意見を踏まえ市としては、本計画の基本理念である排出抑制の目指すところは、ごみ

総量の減量であり、可燃性ごみ（厨芥類）に含まれる水分の減量について、水切り等の減量

事例・方法等の情報発信を行うこととし、具体的な施策や手法については、単年度ごとにご

み減量施策の有効性や取り組みやすさなどを勘案しながら、取り組んでいくこと、また、資

源物の有効活用に関する意見については、新たな分別回収品目の調査・検討を行っていくこ

とを、回答として考えております。 

以上でございます。 

【副会長】 
ありがとうございました。確認ですけど、前回の審議会の意見については、案に盛り込

んであるということですね。 

【事務局】 
はい、資料１として室蘭市一般廃棄物処理基本計画（案）、これは全て第１回、第２回

の委員の皆さまからいただいた意見と、パブリックコメントを含めて、修正したものです。

本日はそれにつきまして、また新たにご意見等がございましたら、それを受けて、ここで議

論していただいて完成版というふうにしていきたいと事務局で考えております。 

【副会長】 
ということは、今日はこの案についてご意見をいただくことになります。それでは皆さ

んから今の説明を基にしてご質問等、意見がありましたら、お願いいたします。 

【委員】 

資料３の所ですけど、色々と工夫して置き場所を相当広くしているけど、意見が１件と

いうのはちょっと寂しいですね。何かいい方法があるのかなって。具体的にはわかりません

けど、町会とか色々な団体に頼めば、ある程度答えてくれるかなと感じていたのですけど。

これだけ置いて１件ですものね。 

【事務局】 
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ご指摘のとおり、最近市で行われます他のパブリックコメントでも、件数が大変少ない

状況です。それで今回は、他の課よりかなり数を多く設置いたしました。その他ＦＭびゅー

でもかなりの時間流していただいきました。今後意見等を募集するときは、町会回覧の活用

ということも非常に重要だと考えますが、パブリックコメントの実施期間と、町会の配布物

と回覧時期などを考慮して、今後こういう事がある時は、もう少し身近で文書が見られるよ

うな方策は考えていきたいと思ってございます。 

【委員】 
意見ではなくて、ごみの処分の仕方で、水分っていうのはごみ中のごみですよね。エネ

ルギーを使ってもまるっきり何も生産されないのが水分であって、その水分がごみの中に

50パーセント含まれているという表現をしていますね。16ページに載って。そうするとこ

の水分を減らして搬入するっていう事は、それだけごみを減量化したっていう理解になりま

すよね。これはもう、強力に推し進めていってもらいたいと思うのです。それについて、た

だこうしなさい、ああしなさいではなかなか上手くいかないので、やる人とやらない人の差

が出てくるから、やる人については何かメリット、例えば処分する袋でもなんでも、安く買

えるよと。100パーセント乾燥したごみであれば安く買えるよと。何も分別しない単なる可

燃ごみであれば少し割高になるという。そういう差をつけて、努力目標をつけていかないと、

なかなか浸透しないのでないかなと考えます。 

ここに室蘭市の考え方として単年度ごとに減量施策を実施するといっても、いっぺんに

はできないと思うのです。少しずつでもいいからその方向に向かって努力する。その姿勢も

やっぱり市民としてはその姿を見るということも大事だし、一緒にやりましょうという感じ

で進めていってほしいなと思います。 

【事務局】 
ありがとうございます。まさにそのとおりで、厨芥類のごみが大体40パーセント、他の

水分を含めると、まさに半分が水分です。それらの水分が無くなるとその分、ごみ量として

は減ります。過去に室蘭市の方でも生ごみについて堆肥化装置などの助成をしていた時期も

ありましたけれども、やはりある程度のピークを超えると誰も応募しなくなったりします。 

そういうのは各家庭の事情などがありますので、その前からごみの水分を一絞りすればよ

いといっても、なかなか浸透されませんよね。という意見をいただいて、私たちもどのよう
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工夫して周知すべきか今考えております。ご意見頂いた手数料の区別化については、乾燥さ

せて出すごみとそのまま出すごみを、別々の指定袋を作成した場合に、その確認方法や管理

をどう行うかなど、システムとして今の段階では難しいものがあると考えております。 

ただ工夫によって、インセンティブを与えられるものがあれば、変わってくると思いま

す。それにはごみ袋の新たな区別化ということではなくて、全体観として水分がこのくらい

減れば、ゆくゆくはごみの焼却にエネルギーがどのくらい使われなくなる可能性があります

よ、などの周知の仕方もあるのではないかなということを考えておりますので、そういう事

も委員の意見を踏まえて、実施計画の各段階でそれがいつ発信できるか検討してまいります。 

行政として、最終的には広域連合の施設で焼却を行いますけど、そこのシステムの状況

によっては少し燃料費が違ったり、他のごみが入ったりするとエネルギーの使う量が違うの

で、行政として水分が50パーセントを切れば、いくら燃料を使わなくてもよい、安くなる

ということは、状況が変わるので的確には言えないので、そういう部分の言い方も含めて、

事務局の方で考えていかなくてはなりません。 

【委員】 
色々な考え方、色々な方向性があるという事は、色々な可能性があるので、色々なこと

をやってみて一つずつステップを上がっていけば良いのかなと思っております。 

【副会長】 

付随して考えたことが２つあるのですけど、１つ目は、室蘭市はごみ収集を有料化してご

み袋売っていますよね。水切りをするとその重さの分だけかさが減るわけじゃないですけど、

水切りしたら少しは余分にごみが入るようになるのではないかと。それはあまり円換算しま

せんけど、少しは水切りをして沢山ごみを入れられれば、少しは経済的なメリットになるの

ではないかというのが１つの考えですけど、もう一つですね、これは市にお伺いしたいので

すけど、私たちがごみを出します。その後、焼却するまでの間に、何か技術的に水を抜くっ

ていうようなことはできないのでしょうか。できないからやってないのだと思うのですけど、

どうなのでしょうか。例えば、パッカー車の底でギュッっとやると水がずいぶんたまるので

はないかと思うのですけど。それはどういうふうに。 

【事務局】 
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今の状況で言いますと、副会長が言われたとおり、パッカー車に詰める時に圧が掛かり、

その水は下にたまりますが微々たるものです。その後、ごみをピットという、ごみを溜めて

おく所に置きます。そこに直接入ってそれをある程度、色々な物が入ってきますので、燃や

すためにクレーンなどでかき混ぜて、ごみの質を平準化します。それはすぐ入れるわけでは

なくて、ある程度混ぜて少し置くことで、一定程度は乾燥します。ただ技術的に強制的に乾

燥というものは今現在の段階ではない状況です。 

【副会長】 

乾燥するとなるとその熱源が必要となり、それは焼却の余熱を使うのでしょうけど、もう

少し物理的に目皿のようなものを使うとか、フィルターを使うとかいうのは、現在はしてい

ないですよね。パッカー車というのは、下に水がたまる量は微々たるものだと仰いましたけ

ど、それをもっと沢山溜めて、ピットに入れる前にそれを抜くような車両っていうのは世の

中に出来てないのですか。 

【委員】 

技術的には下に入るのですけど、それは先に抜くのです。でも、つぶせるのはなんぼでも

つぶせるのですけど、でもそれは限りがあります。多分パッカー車、焼却炉もそうなのです

けど、前処理でもう一つ違う施設を造らないと難しいと思うのです。そうするとお金が掛か

るものですから。 

ですから、本当は委員が言われたように家庭で一回水を切ってくれるとかなり違うと思い

ます。ごみは出すときに一番少なくなる可能性があるのです。中間でやるとものすごくお金

かかりますから。 

できれば出前講座４月からやるとのことですから、そういう時に市民の方に言ってですね、

あちこちの町会で出前講座をやられる時にそういう所を市民の方にお願いしていくように

すると、市税も潤ってくるよ、という話をしていかないとなかなか難しいのかなって思うの

ですけどね。 

【委員】 

水分を減らすということはですね、生ごみのほかに、今、お年寄りが増えてきているから

紙おむつを非常に多く使っているみたいですから、紙おむつ類を分別回収したら何割かでも、

よその自治体では紙おむつ集めてきて、資源化をしましょうと言っているけれども、それに
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はかなりお金もかかる。けれども回収だけでも別途にすると、それほどお金も掛からないで

段階的にできると。一つそれをやってみるのも手かなと思いますけどね。 

【委員】 

さっきから話していますように、以前は頻繁に出前講座をやっていましたよね。そういう

時っていうのはすごく周知されますので、お互いに気を付けるわけですよ。それでうちあた

りも指導する方が居て、ごみを出す日にもちゃんと居るわけですよ。そうしながら皆でやっ

ていた。室蘭市においてはその辺のマナーは大分浸透されていると思うんですけど、これか

らどんどん暖かくなっていきますから、また改めて出前講座でどんどん浸透させていくほか

ないと思います。そうすると変わってくると思います。 

【委員】 

同じような話ですけど、先月14日に札幌市の焼却場を見学したのですが、凄いと思った

のは、第一搬入って言うのですか、ピットに大量のごみを入れる。見学通路は、全部ガラス

張りになっていて、寸分の隙間もないから全然臭いがしないのです。こういう施設であれば、

例えばピットの床を厚い鉄板で敷いて、煙突から排熱を通してやると、例えば50度や60

度ぐらいは排熱するときの温度はあると思うのです。それを一回通すだけで、床暖みたくし

て下から熱が来るから絶対外気温よりは高いから、乾燥度はすごいと思うのですよ。そうい

う捨てるものを利用して、水分を抜くっていう発想も今やりなさいと言ったって出来ないけ

れども、今度そういう改修の機会とかがあれば、そういう方向で床暖みたいにして、そこに

投入して乾燥させるとか、そういう方法もあるのではないかと思っています。見学したとき

凄いと思っていたのですけど。 

【副会長】 

そういう施設で水分を減らすとか飛ばすというのは、多分、現在の中間処理施設の改修と

か建て替えとかそういうことが出てきたときに、今のようなアイディアを取り入れるかとか

そういうことになるかと思うので、その時がひとつのチャンスになるかなと思いますけど。 

【事務局】 

今までの委員のご発言の中で、紙おむつの分別収集、出前講座等、あと施設関係のお話が

ありました。私たちも今の周知だけでごみ量が減るとは思っていません。では量は減ったけ
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れどもリサイクルをどのようにしていくかという中でも、もっと分別できるものがあるのだ

ろうなということを市の方でも考えています。ですから施策の中でもできるものから、具体

的なものは基本計画には記載しませんが、現に処理施設において邪魔になっているもの、例

えば鉄アレイとか鉄くず、あるいは大量に出るであろう布類ですとか、今のところはどのよ

うな方法でできるかなということは考え始めています。 

ただこれも、それを処理またはお金にできる事業者さんがいないとこれは回りません。 

行政がなるべくお金をかけずに、更に市民の方がお金をかけずに処理する方法としては、

どこかでそういう物を扱う事業者の役割が非常に重要となっており、そういう話があれば事

務局の方では話を聞いて検討したいと考えており、ある程度、資源物になりそうなものにつ

いては幾つかの業者さんに話はお聞きしています。今話した、鉄・布類については、そうい

う業者がいらっしゃるので、そういうお話は進めていますけど、紙おむつは札幌では事例が

ありますけど、室蘭の方ではどのくらいの量があるのかということで、業者もなかなか入り

づらいところがあります。そういうお話があれば当然事務局として、お金をかけない方法で

もしできるのであれば、そういう検討は進めていきたいと思っております。 

出前講座についても、今回、委員の方から、声をいただいたということで、この委員の皆

様の中にも、また改めて私たちの会で説明してほしいというようなことがあれば、私たちの

方も出向いて積極的に広報・周知していきたいと思っております。 

新しいピットの意見については、施設はこれから耐用年数を迎えますので、今の施設を直

してもっと長く使うか、あるいは建て替えて新しいものにしようかという検討の時期に来て

おります。そこで、今回最初にお話したように、本計画は10年間ということですが、目標

値は平成31年度としています。これはなぜかと言うと、この時期はおそらく広域連合でも

方向性を出すのではないか、その時には西いぶり全体でごみ量の見直しなどが始まるのでは

ないかということで、平成31年度までの目標値とさせていただいています。その時に建て

替えの話があれば、広域連合の事務局の方には、こういう事もできるのではないかという提

案を室蘭市としてお伝えしていきたいと考えています。 

【委員】 

分別の話ですが、西いぶり広域連合の広報で、ごみの中に、ハンマーの先端とかボンベだ

とか色んなものが混ざっていて、困っていますということなのだけど、これどこにでも売っ

ているものですよね。一般家庭でもこういうものは色々な物があります。廃棄しようと思っ
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ていてもダメと言われたら、一般市民は持って行き場が無いですよね。それで窓口を作って

ほしいのですよ。こういう物はどう処理したら良いのですかって、その窓口と同時に、有料

でもいいから処分できない物を一時預かり所みたいなセンターを作って、預かった物は業者

と色々なコンタクトを取っておいて預かるとか。漬物石とか、物干しの下のコンクリの土台

とか、そういう物は要らなくなったらどうしたら良いかわからないです。そういうのは土木

関係の、コンクリを壊してリサイクルするような専門業者がいるから。家庭から出たものを

ストックヤードのような、有料で良いから受け入れるスタイルを作ってほしいと思います。

でも上から目線であれはダメ、それはダメって言われた方はどうしようもできないんですよ

ね。だからダメと言う前に、こちらに持って来てくださいと言うような姿勢がないと、不法

投棄が無くならないのではないかなという気がしますね。散歩をしていても不法投棄が目に

余って困ります。あ、これ、やり場が無くてこういう事しているのかなって思ったりしてい

ますけど。やっぱり、あれダメ、これダメじゃなく優しい目線へ変えてほしいなと思います。 

【副会長】 

ちょっと難しいところもありそうですけど、いかがですか。 

【事務局】 

現実的には、おっしゃられたとおりの状況ではありますが、処分施設で処理できないとな

ると、当然市としてもその運搬をいいですよという市民周知はできない状況です。ただ先ほ

どもお話したように、そういう例えば薬品など特別な処理が必要なものについては、なかな

か全種類周知っていうのは難しいものがあります。それで当然問い合わせのあったものにつ

いては市の方でお答えするようにしています。例として挙げられた、漬物石・物干しの下の

ブロックについては、ごみステーションに出していただければ収集するものです。 

私どもの周知不足ではありますが、一般的に収集できない物は、今お話した焼却施設で焼

却できない物です。西いぶり広域連合では、燃やせないごみとして集めているものも、実質

破砕をかけて細かくして焼却しています。ですから家庭系で、パッカー車でごみステーショ

ンから収集されている物は、焼却施設に行っています。しかし、漬物石とかコンクリート類

など一般家庭から出たものについては、焼却施設での破砕ができないものとして、最終処分

場という、埋め立て施設に入れておりますが、一般的なごみを直接埋め立て施設へ持ち込む

ということは、今、西いぶり広域連合ではしていません。何故かと言うと、北海道ではあま

り問題になってないですが、最終処分場は広大な土地と立地場所にも制約がありますから、
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関東圏とかがそうですけど最終処分場の埋め立てをなるべく少なくして、延命化しようとい

うことが大前提となっています。 

【委員】 

最近あまり見ないけど、廃タイヤが一時期すごく多かった。もうそこら辺に置いているよ

うな感じで。あれはやっぱり扱う業者がいるんで、こういう業者がありますよって案内して

くれれば、それだけでも違うと思うんですよね。 

【事務局】 

先ほどお話したように、全部の事例を紙ベースにして、全部のケースをというようにはい

かないものですから、パソコンだとか一般的にごみとして出そうな、西いぶり広域連合で処

理できない物については記載しています。特殊なものについては申し訳ないのですけど、環

境課に問い合わせていただいて、即答できない場合は市の方で処理方法を調べて、処理方法

が判明した時点でこちらの方からお知らせします、ということで広報しているのですが、委

員も知らないということは申し訳ないのですけど、情報発信とか広報が少ないと感じていま

す。 

【委員】 

その窓口をね、困る前にここに相談してください。というピーアールが大事だと思うんだ

よね。 

【事務局】 

それ西いぶり広域連合の方にも、こういう意見がありましたということで伝えておきます

ので。 

【委員】 

ぜひ言ってください。困る前にここに相談してくださいと、まずそれを書いてください。 

【委員】 

ちょっといいですか。さきほど漬物石とかコンクリートの土台とか、そういうものを、ご

みステーションに置いて良いとのことですが、良いのですか。 

【事務局】 
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置いていただいて構わないです。 

それらのごみは、通常の収集車は回収していませんので、収集作業後に、連絡体制として

別の指導員と呼ばれる、収集ルートを巡回している人に連絡が入って、別な車が回収するこ

とになっています。 

【委員】 

それは知らないよね。それを言うとみんなやっぱり出すと思います。それと前に各事業所、

色んな廃棄処分の物を持って行って、それを連絡しようっていうのを広報で出してくれてい

ましたよね。例えばどこの事業所へ連絡してくださいっていうのを。そうすると、ステッカ

ーを張ったものだとかテレビとかそういったものを持って行ってくださるっていう。前に家

に回ってきたと思うのですけど。 

【事務局】 

基本的には中心になるのは一般家庭のごみ収集であれば私どもが委託している業者がや

りますけれども、その他に収集運搬の許可を与えている業者の電話番号を社名とともに入れ

ておりますし、そういう業者も集められないタイヤ類ですと、取り扱っている会社名と電話

番号を掲載していますし、市の方で集めていない家電リサイクル法の対象品は法律で一般ご

みとして出せないことになっていますので、これを取り扱える収集運搬業者を掲載している

んですけど、どうしても１枚の紙に、分別の種類がたくさん書いてあるので、ちょっと見づ

らいのかなということもあります。毎年毎年、発行しているわけではありません。ですから

市の方でも何年かに１回は改訂しますので、その時に見やすくする工夫は必要なのかなと、

皆様のご意見、感想をお聞きしまして痛切に感じました。 

【副会長】 

先ほどからのお話は全部、周知徹底というか広報のお話ですよね。まあ市役所の電話が鳴

りっぱなしになるくらいに広報していただければ。問い合わせが大変ですね。 

【委員】 

詳しく見ればわかってはいるのですが、私たちもそこまで見てないということも言えるの

ですよね。それは市民としても反省です。 

【事務局】 
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実際に環境課への問い合わせとして、１日平均何十件かは電話が鳴るのですが、その半分

以上は収集日をお聞きになる市民の方、分別をお聞きになる方です。今日は何のごみの日？

と、各家庭にごみ収集カレンダーを配布しておりますが、問合せはあります。 

【委員】 

そのレベルだと思って、仕事してもらわないと。物事をやるのに一番初歩的なレベルで発

想してもらわないと。色々なことを知っている人は、それはそれで素晴らしいのだけれども。 

【委員】 

指導する方が、地域にいると非常に助かりますね。嫌われるかもしれないけれども、そう

いう人たちがいることで見てくれると非常に助かっているのですよ。そういうのをこれから

もどんどんやっていきながら、協力していきたいと思います。私たち・自分たちのものなの

だから。 

【事務局】 

市の職員もパトロールはしていますけど、全地域をくまなくというのはなかなか難しいで

す。やはり地域の協力なり、今お話しされたように、そういうのに厳しい方が見られて、チ

ェックしているところはきれいなところはきれいですし、分別されるべきところはされてい

ますし、地域的に温度差的なものが多分にあるので、その辺も含めて、出前講座なり周知し

ていきたいです。 

【委員】 

そういう一つの基準っていうのも、チェックマンと言うかライセンス制度にして町会に何

人かいるようにする制度が必要じゃないかと思う。ごみのことについてはあの人に聞けば絶

対大丈夫だっていう、そういう知識がある人。一定の市の免許というかライセンスを受けた

人というか、そういう浸透の仕方というか、制度を作ることも大事じゃないかと思う。 

【副会長】 

すごく大掛かりになりますね。でも、やっぱり市役所に電話が現状以上に増えても業務が

ストップしてしまうことは無いでしょうけど、もう少し頑張っていただいて、お問い合わせ

はこちらへ、というのだけでも周知して、電話していただくのが、まずは最初の取り組みか

なと。 
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【委員】 

生ごみの水切りのことなのですが、手で絞ったりはするのですが、握力が無いと強く絞れ

ないということで、この間、札幌市の施設見学に行った時、水切りをしている写真がありま

したよね。ああいうのは私も見たことがなく写真でしか知らないのですけど、そういうのは

具体的なものとか水切り器といいますか、ありますでしょうか。年を取ると絞るのも大変な

ので。 

【事務局】 

今家庭用で、三角コーナーの三角部分が、ごみを入れると折れるようになっていて、ギュ

ッと一絞りできるようなものもありますので、そういったものを見せるのも手かなと思って

います。 

【副会長】 

そういう物や、缶に穴を開ける道具だとか、出前講座をやるのでしたら実物を持って行っ

て、実演をやるだとか現物を見せるのは良いですよね。 

【事務局】 

缶の部分については、よく街頭啓発の時に実物を展示していますが、また説明会でも何か

実物を持っていくなどして工夫したいと思います。 

【副会長】 

私、一委員として考えてきたのですけど、「５Ｒ」を強調するっていうことになりました

が、リユースということについて、もう一言プラスしたらいいのではと思ったのですけど、

それは何か捨てる前にこれは捨てないで、他の人に使ってもらえないだろうかというふうに

考えて、リサイクルショップとかフリーマーケットとか、西いぶり広域連合でやっているリ

デュースの事業とかありますよね。そういう所に一度持っていくっていうようなことも考え

たらどうかと思うのです。 

例えば、この案の中では39ページの資源の有効利用のところですけど、（２）の市民の

ところにリサイクルのことばかり書いてあるのですけど、リユースについては、書いてなく

て、もちろん自分で使ったものをもう一度何か別の用途に使うというリユースもありますけ

ど、まだ使えるけど自分は使わない、でも他の人は使うかもしれないというようなものも中
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にはあるかなと思って、そういう時にリサイクルショップなどを利用すると良いのではとい

うことを書いたらいいと思うのです。と言うのは、リサイクルはもちろん物を大切に何回も

使うということで、大事なのですけど費用が掛かりますよね。収集してからリサイクルする

と、焼却処分より何倍も費用が掛かるわけで、すればするほど費用が掛かってしまう。お金

のことだけ考えているわけではないのですけど、持ち手を変えてリユースすることだと費用

も掛かりませんし、持ち込んでうまくすれば少しはお金になる。私たちのこの一般廃棄物処

理の埒の外で物がリユースされるのが、費用的にも良いですよね。なので、リサイクルショ

ップなどを利用するのも考えてみましょう、ということです。 

【事務局】 

ありがとうございます。私たちの今回の計画も、要らない物にならないように家庭内で

色々工夫していただきたい、という書き方です。 

不要となったものは、流れに沿っていくと最後はごみになるのですが、そこに選択肢とし

て、もしかしたら他で活用してくれるかもしれないということが加わって、リサイクルショ

ップなどで引き取っていただければ、ごみ量にカウントされないので、大きな家具であれば

１日何グラム削減の何日か分は達成したという計算になります。ぜひ、こういう検討は調整

して参りたいと思います。手段として示すことが大事かなというふうに考えています。確か

にその手段というのは、行政から市民の皆さんへお知らせする点が非常に大事かと思われま

す。 

【委員】 

今副会長言われたように、37ページの基本目標見てもリユースとかリデュースとか意味

わからないよね。だから物を長く使うっていうことじゃなく、何か使いませんかだとかって

市民に投げかけるっていうような言葉で、またカッコ書きでもしてわかりやすく表現するの

も一つかなと思います。 

【副会長】 

あとは、いかがでしょうか。 

いくつかご意見頂きましたね。それで、具体的に今日の議論を踏まえて、手直しが必要だ

と思うのですけど、それについては、事務局と会長、副会長で文言を書き換えたいですが、

一任していただけますか。 
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【各委員】 

はい、お願いします。 

【副会長】 

それでは、他にご質問ご意見ありませんのでしたら、議論はここまでにしたいと思います。

それでは事務局から何か、ありませんか。 

【事務局・生活環境部長 米野】 

室蘭市廃棄物減量・リサイクル等推進審議会の皆さんにおかれましては３回の審議会にご

出席いただき、貴重なご意見、またご助言いただきまして、ありがとうございます。吉田会

長様、亀田副会長様をはじめ委員の皆様のお力で基本計画策定に向けて進むことが出来まし

た。改めて感謝申し上げます。 

本計画におきまして、私ども行政だけではなかなか行き届かない視点、あるいはわかりや

すい表現、こういうことで市民の方にわかっていただけるような計画になったのではないか

と思ってございます。今後はこの計画を達成するために、しっかりと進捗管理していく所存

です。 

目標値につきましては、人口増減の影響を排除するため、市内の一般廃棄物の総量から、

一人あたりの排出量としたことや、家庭系・事業系の10パーセント削減など、不断の努力

が必要なものとなりました。単に計画を策定し、市民・事業者の皆様に「目標はこうなりま

した、宜しくお願いします。」だけでは目標を達成することは難しいものと考えてございま

す。 

廃棄物は、私たちの生活計画に切り離せない物であるとともに、新しい素材の商品が生ま

れたり、便利な道具が流行したりするなど、社会状況によりごみの内容や形態は変化するも

のでございます。本日の審議会におかれましては、ソフト面・ハード面から様々なご提言い

ただきました。今後は、本日のご提言にもありましたが、具体的な事例、物をもって出前講

座を開催し、周知方法を工夫することなどを考えてございます。また、施設面の関係では西

いぶり広域連合とこれから施設整備に向けての考え方を整理していく中で、このような意見

も踏まえまして、調整してまいりたいと考えてございます。 

本審議会は計画を策定することで役割を終えることとなりますが、委員の皆様には今後と

も計画の推進にあたりましてアドバイスやご意見を賜ることを最後にお願い申し上げまし
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て、簡単ではございますがこれでご挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうご

ざいました。 

【副会長】 

すみません。具体的にこの案の今後の取り扱いっていうのはどうなりますか。スケジュー

ルとか。 

【事務局】 

今後の日程につきましては、今日の議事録等、再度精査いたしまして、どの様な形で基本

計画に表現等を盛り込むか、変えていくかということを検討し、会長・副会長とご相談いた

しまして、最終的な完成版ということで委員の皆様にお示ししたいと思います。集まってい

ただくよりは、このように完成しました。という完成版を郵送させていただきたいと思いま

す。 

また、市としましては３月の議会に、「このような形になりました」ということで報告し

なくてはなりませんので、３月中旬までには、完成版として皆様にお示ししたいと考えてい

ます。 

【副会長】 

ありがとうございました。質問等ございませんか。それでは事務局、お願いします。 

３．閉 会 

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

貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。 

以上で、室蘭市一般廃棄物処理基本計画策定にかかる審議会、これを終了させていただ

きます。誠にありがとうございました。 


