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平成 27年度第 2回焼津市ごみ減量市民委員会議 会議録 

 

※会議録作成にあたっての留意事項 

本会議録は、会議要旨の概要報告用として作成したので、委員各位の意見及びそれに対する事務局

の説明については、省略されている箇所もある。また、事務局の議案説明は省略してある。 

 

１ 日時   平成 27年 11月 12日（木）午後 7時～午後 8時 44分 

２ 会場   焼津市役所本館 603号室 

３ 次第   (1) 開会 

(2) あいさつ 

(3) 議事 

① 平成 23年度～平成 26年度におけるごみの排出量について 

② 紙類の資源化促進について 

(4)閉会 

４ 出席者  （委員） 廣瀬忠義委員、保科洋子委員、吉田丈二委員、曽根勝郎委員 

（志太広域事務組合）小林亮介計画課主任主査、増田功計画課主査 

（事務局）伊藤弘己廃棄物対策課長、増田和敏廃棄物政策担当係長、 

内田雄二廃棄物政策担当主査、久保山晋一廃棄物対策担当係長、 

田中進廃棄物対策担当主査、平田泰之環境管理センター所長 

５ 会議公開 可 

６ 傍聴者  なし 

７ 概要 

(1) 開会 

 

(2) あいさつ 

   廣瀬委員長 

 

(3) 議事 

（廣瀬委員長） 

議事①平成 23年度～平成 26年度におけるごみの排出量について、②紙類の資源化について

の２件を事務局から説明をお願いします。 

 

① 平成 23年度～平成 26年度におけるごみの排出量について 

（増田係長） 

第 1回目の会議の時に説明しました一般廃棄物処理基本計画には平成 13年度から 22年度

までのごみの排出量が載っています。今回の説明は、23 年度から 26 年度までどの位ごみの

排出量が減ってきたか。目標値までどの位なのかを説明させていただきます。 

家庭から出る燃やすごみと資源物、事業所から出る燃やすごみと資源物の合計は、平成 26

年度が 42,748 トンでした。22 年度から 4 年間で 3,055 トン排出量が減っています。平均で

毎年約 700トン減っていることになります。 

家庭から出る燃やすごみと事業所から出る燃やすごみの合計は、平成 22年度が 35,515ト

ンでした。平成 26 年度の排出量は 34,133 トンでしたので、4 年間で 1,382 トン燃やすごみ

が減りました。年平均にしますと 1年当たり約 350トンごみが減っていることになります。 

次に、家庭から出された燃やすごみの量を、1 人が 1 日当たりどの位出したかを排出量よ

り算出しますと、焼津市と藤枝市の合計で平成 22年度は 499グラムでした。平成 33年度は
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1人が 1日に出すごみの量を 436グラムまで削減する計画目標になっております 

焼津市の平成 22 年度の燃やすごみの量は 27,299 トン、1人 1日当たりの量は 521グラム

でした。平成 26年度は燃やすごみの量が 25,963トンで 1,336トンごみの量が減っており、

1人 1日当たりのごみの量は 499グラムとなり、500グラムを切ることができました。1人 1

日当たりのごみの量の目標は、平成 33年度の 453グラムになりますので、平成 26年度の 499

グラムからあと、46グラム減らすことになります。１人１人が出す量で考えてみますと、毎

日、皆さんが 46グラム減らすことを考えればどうでしょうか。魚の切り身が約 60グラム、

卵の標準サイズが約 50グラムです。4人家族なら、毎日、今より 184グラムのごみを減らす

ことになります。 

基本計画では焼津市は、家庭から出る燃やすごみの削減を、紙類の資源化と容器包装プラ

スチックの分別と発生抑制により、進めていく計画になっています。 

まだ、燃やすごみの中に紙類、容器包装プラスチック類が混ざっています。これらは毎日

の生活の中で普段から出てるごみですので、燃やすごみから分別してもらえれば、毎日一人

46グラム、4人家族で 184グラムの減量も不可能ではないと考えており、啓発に努めており

ます。 

 

（伊藤課長） 

志太広域事務組合の小林さんから補足説明等がありましたらお願いします。 

 

（小林主任主査） 

焼津市の家庭系燃やすごみの平成 26 年度の排出量は 25,963 トン、平成 33 年の計画値が

23,644 トンですので、約 2,300 トン減らしていくことになります。1 日にすると 46 グラム

ですが、1年間でみると 1か月分のごみの量を減らすことになります。 

これまで容器包装プラスチックの分別収集や紙類の資源化促進等をしてきましたが、今後

も計画値達成までに、やれる範囲のものは何があって、それをどうやっていくかということ

が非常に重要だと思います。 

 

  （保科委員） 

     全員が 1か月分のごみを減らすということですね。 

 

（伊藤課長） 

目標値としてはいい目標の数字だと思います。簡単に達成できるような目標値でもないが、

無理な数字でもないと思います。 

 

（廣瀬委員長） 

プラスチックや紙の混入状況を見ると、分別をすることで可能性はあります。 

 

（小林主任主査） 

ごみを無くすことではなく、燃やすごみから分別すれば達成できる数字です。計画として

も妥当な数字だという認識は、皆さん一緒だと思います。 

 

（伊藤課長） 

一般廃棄物処理基本計画の中に目標達成のために何をするかということが載っています。

目標達成のためにいろいろな施策をどのように実施しているか久保山から説明します。 
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（廣瀬委員長） 

紙類の資源化の促進の説明をお願いします。 

 

（久保山係長） 

平成 27年度に実施しております焼津市の紙の資源化の事業についてです。1番目は、古紙

の資源化支援事業です。(1)は奨励金の交付です。各団体、環自協や PTA等の地域団体に古紙

等の収集量に応じて１キロ当たり 2 円の奨励金を交付するものです。26 年度の交付実績は

480万 5千円で、回収量は新聞が約 1,300トン、雑誌が 486トン、ダンボールが 338トン、

牛乳パック 33トン、雑がみ 198トン、繊維で 47トンでした。(2)のイラスト付きの雑がみ袋

の配布は、ごみの減量説明会、朝のステーション指導、消費生活展で雑がみ袋を配付し、雑

がみの分別の啓発をしました。(3)は常設の古紙回収倉庫設置に対する補助金の交付です。各

環自協の支部宛に年に 1 回、上限 10 万円で設置にかかる費用の 2 分の 1 の金額を補助する

ものです。今年度実績は 4 件で、今後予定している支部もあります。2 番目はミニステーシ

ョンの運営です。市内 4箇所のミニステーションで古紙等の回収を行っており、月 1回の不

燃・資源物の収集日では出しにくい方が土日にも出せるように運営しています。場所は東益

津、小屋敷、大富、利右衛門の 4箇所です。26年度の実績は新聞紙 520トン、雑誌 251トン、

雑がみ 131トン、ダンボール 124トンでした。3番目は、家庭ごみ、不燃・資源物の分け方・

出し方を毎年配布しています。表紙に年の不燃・資源物の収集日を示し、次ページ以降はそ

れぞれのごみの分類ごとにイラストを載せながら、分別方法を説明し、リサイクルの紹介も

しています。4 番目は、燃やすごみの組成分析です。集積所に出されたごみを自治会ごとに

45リットルの袋を 10袋集め、地域の皆様に参加していただき実施しております。26年度の

実績は、生ごみが約 40％、リサイクル可能な紙類が 16.3％、リサイクル可能なプラスチック

類が約 12.0％、その他が 30.4％でした。5番目は、ごみの減量説明会の開催です。各地域を

回り、焼津市のごみの現状や分別状況等について説明をしています。6 番目は、焼津市環境

衛生自治推進協会の事務局として、環自協支部長に対して古紙回収の常設倉庫等の情報提供

や研修会を開催、またリサイクル工場の見学など紙をはじめとするリサイクルの現状と重要

性を勉強しています。以上が 27年度に実施している市の事業内容です。 

続きまして、これらの事業がどのように一般廃棄物処理基本計画に反映しているのかです

が、40 ページをご覧ください。(5)雑がみの資源化促進では、収集回数、回収方法の充実と

いう施策に対し、常設倉庫の補助金の交付やミニステーションを運営して市民の皆様がごみ

を出しやすい事業を実施しています。雑がみの分別方法の周知では、家庭ごみ、不燃・資源

物の出し方・分け方の冊子の配布や、ごみ減量説明会を開催し、分別の重要性や種類を説明

しています。雑がみ袋の提供ではイラスト付き紙袋の配布を実施しています。リサイクルは

39ページになります。資源ごみの出しやすい環境づくりのわかりやすいごみの分別ハンドブ

ック項目では、先程の出し方・分け方が該当します。子ども会や自治会等が実施している集

団回収の奨励では、古紙回収の奨励金を交付しています。41ページの社会的コストの負担の

あり方の検討のごみ組成分析調査の実施及び調査結果の公表では、自治会別の組成分析結果

をごみ減量説明会の中でお伝えしています。42 ページの環境学習・広報啓発の推進の(2)環

境生涯学習の実施のごみ減量出前講座では、ごみの減量説明会を実施しています。43ページ

の(4)地域の環境ボランティアリーダーの育成では、環自協支部長と連携強化を図り、勉強会

を開催し、一緒にごみ減量に取り組んでいます。市の事業としましては大きく３つに分かれ

ると思います。一つ目は、意識付け、動機付けの事業として古紙の奨励金の交付や、燃やす

ごみの組成分析を実施しています。他にごみの減量説明会も意識付け、動機付けにあたりま

す。二つ目は、出しやすさの事業として、イラスト付きの雑がみ袋の配布、常設倉庫の補助

金の交付、そしてミニステーションの運営やごみの出し方・分け方による案内をしています。
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三つ目は、リーダー育成として環自協支部長との連携を強化しお互いに勉強させていただい

ております。 

これまでは市の事業が市民の皆様にとってどういう位置づけで実施しているかを説明して

きましたが、ごみの減量を３Ｒの視点から見ていきます。まずはリデュース、ごみを出さな

いということでは、紙袋などいらないものはもらわないとか、簡易な包装にすることがあり

ます。リユースは、フリーマーケットを活用として雑誌や本などのリユースができると思い

ます。リサイクルは、焼津市が取り組んでおります古紙の資源化促進事業が該当するのかと

思います。行政の役割りは市民の皆様が少しでも紙などの資源を分別しやすい環境を作って

いくことであると思っております。分別しやすい、リサイクルしやすい環境を作っていくた

めの具体的なご意見とかご提案を頂けたらありがたいです。 

 

（廣瀬委員長） 

前半の部分のご意見、今の紙類の資源化についてのご意見ありましたらお願いします。 

 

（小林主任主査） 

志広組では焼津市、藤枝市の組成分析を平成 14年からやっていていますが、このデータか

らも焼津市は紙類の混入が多いことがわかります。今のようにスーパー等で紙類を回収して

いない頃の平成 23年のデータを紹介します。一般家庭で紙がどれ位発生して、分別して市の

紙類の収集に出した量はどれ位かという回収率を出したところ、藤枝市は雑がみの回収率が

約 68.4％でした。7 割は分別できていて、3 割は燃やすごみに入っていたことになります。

焼津市は回収率が 29.9％で、残り 7 割が燃やすごみに入っていたという結果になりました。

だから焼津市は、現在の一般廃棄物処理基本計画で紙の分別を徹底して行けばごみが減ると

いう計画を立てています。焼津市が展開している施策、久保山係長が説明した雑がみの資源

化促進について、なぜ雑がみに特化しているかというと、この時の焼津市の新聞紙の回収率

は 88.1％で約 9割が、ダンボールは約 8割が分別していることになります。これは藤枝市の

回収率約 9割と同じくらいですが、その一方で藤枝市と比べると雑がみの分別ができていな

いという結果になっているからです。 

 

（廣瀬委員長） 

雑がみの取り組みを進めていくことで、紙類の資源化の促進とごみ減量が進んでいくとい

う感じがします。 

 

（吉田委員） 

色々なことをやらずに雑がみだけを集中してやれば、先程の数字を達成できる感じがしま

した。月 1回の不燃・資源物の時だけではなく、手軽に捨てられるような場所、環境を良く

することが急務だと思います。そうすれば、もっと皆さん雑がみを出しやすくなると思いま

す。 

 

（廣瀬委員長） 

スーパーや古紙業者も古紙を回収している。焼津市全体の雑がみのことを考えれば、スー

パーや古紙業者が回収して結構だし、古紙を出す所が大いにあってもいいと思います。その

反面、自治会として考えると、不燃・資源物の時に出してくれればありがたいと思います。

自治会で古紙をいつでも出せる回収場所を作る場合、場所も含めて小屋を楽に作れることが

一番大事な条件だと思います。 
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（伊藤課長） 

古紙を出せる環境でいうと、小屋以外にどういうものが考えられるか。確かに小屋を建て

られれば一番いいですが、廣瀬委員長が言われたとおり建てる場所がなかったりするので、

何か他に良い方法はないか考えています。 

 

（保科委員） 

新聞の回収率は 88％もあるので、小屋に入れるのは新聞が多くなると思います。今、やら

なければならないのは、新聞はこのままでも大丈夫だと思うので、雑がみについてどうする

か。組成分析によると雑がみが燃やすごみの中に 15％入っているので、その分を減らしてい

くことを考えると意識しかないと思います。高齢になると体が大変になり分別一つとっても

苦労しますが、やろうと思えばやれる人達、子供や壮年の方にもう少し意識してもらえるこ

とができたらと思います。 

 

（伊藤課長） 

朝のごみのステーション指導をやっておりますが、燃やすごみの袋の中に新聞やダンボー

ルの混入は見当たりません。紙を分別するという意識は皆さんあると思うのですが、雑がみ

は燃やすごみの中に出ています。 

 

（廣瀬委員長） 

それでは、その意識を作るのにどうしたらいいでしょうか。 

 

（保科委員） 

雑がみを分別しないとどう駄目なのか、どのようになっているから駄目なのか、そこまで

聞けないから知らない人がいると思います。ハガキ等のように、雑がみに出すと名前がどこ

で出るか分からないから、燃やすごみに入れてしまうものが多分何％かはあると思います。

できるだけ雑がみは分別しましょう、なぜ燃やすごみに入れてはいけないのか、ということ

まで意識してくると、雑がみの分別をやってくれるのではないでしょうか。 

 

（廣瀬委員長） 

なぜ減量なのか。なぜ雑がみをという啓蒙活動をしていかなければならないというご意見

ですね。 

 

（曽根委員） 

収集場所の件ですが、大井川地区と焼津地区では自治会の規模が違いますので、自治会で

雑がみや古紙を集める場合、場所ややり方にも違いが出てくるのではないでしょうか。また、

スーパー等は敷地内に置き場所がありますから生活に必要なものを買いに行くついでに持っ

て行くから紙類が簡単に集まりますよね。私の自治会も回収量が減っているので、かなりス

ーパー等へ持って行っていると思います。 

 

（増田係長） 

ごみ減量説明会では、紙類を分別してもらう説明の中で、新聞屋さんが自宅の家の前まで

取りに来てくれたり、スーパー等の店頭回収があったりするので、紙類を分別して出すとい

うことでは色々な方法がありますが、各自治会では自治会長、環自協の支部長を始めとした

自治会役員さんが協力してくれており、地域あってのごみ減量なので、説明会では紙類の分

別のお願いと併せて、古紙が自治会収入になっていることを説明し、できるだけ自治会の古
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紙回収に出してもらうようお願いしています。そのような中で、お年寄りの孤立化や地域関

係の希薄化が進んてきているため、コミュニティーづくりの一環として声掛けをしながら資

源物の日に紙類を集めている地区がありました。 

 

（吉田委員） 

ごみ減量説明会の時に、地域で分別を実践している方に具体例を紹介してもらったらどう

ですか。 

 

（増田主査） 

雑がみの分別に関して平成 24年 12月に焼津市と藤枝市の大型店舗に来られたお客に対し

てアンケートを実施しました。雑がみの分別をしていますかという質問に対して、半分の方

がしているという答えですが、細かいところまでやっている方は半分、残りの半分はある程

度しているか、全くしてないという結果でした。分別していない主な理由は面倒ということ

でした。また、雑がみを入れる袋は３割の方が足りないという回答でした。紙袋を使わずに

雑がみを出せる環境があると雑がみの分別もさらに進むのではないでしょうか。 

 

（廣瀬委員長） 

雑がみを入れる袋を部屋の出しやすい所に置き、普段から紙類を入れられるようにして、

習慣化してくれば意識も変わってくるのでは。意識付けという意味では説明会で配布したよ

うな雑がみ袋は大事だと思う。折りに触れてどんどん雑がみ袋を渡していったらどうでしょ

うか。雑がみ袋を渡すのも意識化であるし、ごみの説明会や美化運動など形を変えて啓蒙運

動はやっているが、参加しない人もいるので回覧とか広報とかも混ぜながらいろいろな形で

何度も繰り返しながらお知らせしていくことが必要だと思います。 

 

（曽根委員） 

広報やいづにも５月のゴミゼロの時に１面の表紙のページを使って、焼津のごみの現状の

特集を出すくらいのことをした方か良いと思います。 

 

（廣瀬委員長） 

市民が興味をひくような中身を考えてなくてはいけないと思います。何グラム減っただけ

ではなく、それはいくらになるか金額に換算する。一人当たりはいくらだが自治会あるいは

焼津市内ではいくらになるか。重さや量だけではなく別の形で知らせる方法もあります。手

を変え、品を変え啓蒙していくことが大事ですね。 

 

（小林主任主査） 

周知徹底ということでは、色々なことにつけて知らせていくということが一番効果があり

ます。掛川市では徹底して説明会をやり、更に、燃やすごみの日に地域のごみ集積所に立っ

て、「紙入っていますね。紙分別してくださいね。」とステーション指導を実施しました。こ

れが大変効果があったとのことで、紙を分別することを知らなかった人には分別することを

知ってもらい、分別がまだ足りない人は更に分別をしてもらうようお願いをするなどして周

知徹底してごみの減量を図ったとのことでした。 

 

（保科委員） 

分別したら何が良いか、分別しないとどうなるのか。やらされて分別をすることと、やら

なければならないと思ってやるのでは、大きな違いがあると思います。 
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（廣瀬委員長） 

ある自治会では不燃・資源物の収集日に雑がみを持って来た方にトイレットペーパーを渡

したことがあります。自治会に入った古紙の収入を地元に還元しているのですけど、雑がみ

の分別を意識づける意味では効果があったと思います。見方を変えていけば意識付けができ

るのかもしれない。 

 

(吉田委員) 

お金の生きた数字の使い方ということでは、古紙奨励金を合計約 480万払っているという

大きな数字ではなく、この自治会にはいくら払っているという方が、自分が分別するとこれ

だけ収入があるというような、身近な数字の方が意識付けにつながるのではないでしょうか。 

 

（廣瀬委員長） 

雑がみの分別を進めていくには習慣化していくことが大切で、回収する場所などの環境づ

くりや分別する意識付けをしていく必要があります。それをとにかく皆さんに知らせていこ

うという意見が一番多かったと思います。 

これで第 2回のごみ減量市民委員会議を閉会させていただきます。 

 


