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平成 27年度第 3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 12月 16日（水）午後 7時～午後 8時 40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 

容器包装プラスチックの分別・発生抑制について 

(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、岡本喜美子委員、 

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）吉田徹環境部長、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、容器包装プラスチックの分別・発生抑制について事務局から説明をお願いします。 

 

（増田係長） 

容器包装プラスチックは、週 1回、燃やすごみのステーションで収集しています。燃やす

ごみの組成分析の結果から、燃やすごみの中に容器包装プラスチックは、重量比では約 12％、

ごみ袋の数にすると 10 袋中 3 袋が混ざっていました。この中には、汚れてリサイクルでき

ないプラよりも、軽く水で流せば大丈夫なものや、そのままプラごみで出せるものの方が多

くありました。容器包装プラの分別は、分別自体は難しいことや、手間のかかることではな

いので、後はいかに行政がＰＲしていくか、いかに市民の皆様が分別してくれるかになるの

かと思います。 

今から、容器包装リサイクルのことについて、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

が作成したＤＶＤを観ていただきます。ＤＶＤには、リサイクル制度のこと、リサイクルの

こと、分別のこと、注意してほしいことが分かりやすく説明されていますので最初にこちら

をご覧ください。 

      ＜ ＤＶＤ視聴 ＞ 
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（増田係長） 

次に、一般廃棄物処理基本計画、第 3章、計画目標、第 2節目標をご覧ください。焼津市

では家庭系燃やすごみの排出量の削減に向け、紙類の資源化と併せて、容器包装プラスチッ

クの分別・発生抑制により、家庭から出される燃やすごみの減量化を進めていきます。 

目標達成のための行動計画では、リデュース・発生抑制は詰め替え製品の購入やマイバッ

クの使用が該当します。容器包装プラスチックは、生ごみの資源化推進や雑がみの資源化促

進のような具体的な項目建てはありませんが、組成分析では 10 袋中 3 袋、約 3 分の 1 が容

器包装プラスチックが混ざっていたことを考えますと、住民、事業者、行政でまだ取り組め

ることがあると思います。 

次に、近隣市の状況ですが、隣の静岡市と島田市につきましては、容器包装プラスチック

を分別しないで、燃やすごみと一緒に回収しております。これは清掃工場の焼却方式にも関

係ありますので志太広域事務組合より教えていただきたいと思います。 

 

（小林主任主査） 

静岡市と島田市は容器包装プラスチックを分別せずに燃やすごみとして処理しています。

その理由の一つとして燃やすごみの処理方式に関係があるとされています。高柳清掃工場、

一色清掃工場、現在計画中のクリーンセンターではストーカ式焼却炉を採用しています。ス

トーカ式焼却炉の特徴は、ごみを立ち上げる時は灯油や都市ガス等で炉内を温めますが、温

まった後はごみを投入することによって、ごみのエネルギーのみで何の燃料を投入すること

なく燃やすことができます。静岡市と島田市ではシャフト式ガス化溶融炉を採用しており、

この処理方式は、製鉄の技術、鉄を溶かす技術を使っています。シャフトという筒のような

ものの中にごみと一緒にコークスをごみ 1トン当たり約 50キロ投入し、高温にして 1,500度

位でごみを溶かして処理します。ごみの処理に助燃剤が必要になりますので、石油からでき

ていて熱量が高い容器包装プラスチックを分別して投入しています。 

焼津市、藤枝市、志太広域事務組合では容器包装プラスチックを何で分別しているかとい

いますと、炉の違いだけではなく循環型社会への取り組みということがあります。循環型社

会推進基本法が定められており、ごみに対して循環型社会に向けての取り組みとして、最初

にごみにしないリデュース、次にリユース、最後にリサイクルがあります。そしてリサイク

ルの中でも順番があり、物に変えるマテリアルリサイクル、その次に化学的に分解して他の

物にリサイクルするケミカルリサイクル、最後に熱回収というリサイクルになります。よっ

て組合では、循環型社会に向けてリサイクルを採用する中で、燃やして熱回収するのではな

く、リサイクルの順位の高い、物に変えるリサイクルを採用しています。 

他の理由として、容器包装プラスチックは焼津市と藤枝市を合わせて年間約 3,000トン収

集しています。これを燃やすごみに換算した場合、1日当たり約 11トンを焼却する施設が必

要になります。また、焼却すればＣＯ２も排出されることになります。容器包装プラスチッ

クは、市民の皆さんが分別してプラの日に出すと、市が集めて志太紙業に持って行きここで

選別して１ｍ位のベールに圧縮します。その後は容器包装リサイクル協会の費用負担でベー

ルはリサイクル工場に運ばれてリサイクルされています。市は集めてベールにするまでの責

任を負っていますが、それ以降は容器包装リサイクル協会が運搬からリサイクルにして製品

にするまでを行っています。つまり、約 3,000トンの処理費用は、市は収集して圧縮まです

れば、その後のリサイクルまでの費用は協会が負担していることになります。 

このようなことから、焼津市、藤枝市、志太広域事務組合では、循環型社会で一番大事な

取り組みをルール通りにやっているということ、さらに費用的にもメリットがある取組みを

していることを理解していただきたい。 
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（増田係長） 

次に、焼津市、藤枝市、志太広域事務組合とで、毎年合同でやっております、容器包装プ

ラスチックの組成分析調査につきまして、志太広域事務組合より資料をいただきましたので、

ご紹介させていただきます。 

 

（増田主査） 

焼津市、藤枝市、志太広域事務組合の職員が合同で毎年、夏と冬に家庭から出される容器

包装プラスチックの組成分析をやっています。これは、焼津市と藤枝市それぞれのステーシ

ョンに出されている容器包装プラスチックの 45リットルの袋を 30袋位回収し、袋を開けて

10項目に分別していきます。 

平成 22年から平成 27年度今年の夏までの結果を見ますと、焼津市は汚れてしまっている

容器包装プラスチックの割合が高くなっています。これは見方を変えると、汚れてはいます

けど容器包装プラスチックの分別としてはできていますので、あとは汚れを落とせば大丈夫

ということにもなります。 

容器包装プラスチックの分別は２つのことを注意していただきたいと思います。一つ目は、

プラマークを確認するということです。プラスチックのようで紙だったというものもありま

すので先入観で判断せずプラマークを確認することが大切です。二つ目は、軽く水洗いをお

願いします。どうしても汚れが落ちないもの、容器の構造上汚れを落としにくいものは容器

包装プラスチックに入れずに、燃やすごみに入れていただく方がいいと思います。汚れてい

るものが容器包装プラスチックのごみ袋に混ざると、汚れがごみ袋の中で拡散して、きれい

だったものまで汚れてしまうことがありますので汚れが落とせない容器包装プラの取り扱い

というのは注意していただきたいと思います。 

次に禁忌品です。電池やガスボンベ、刃物、ガラス、注射針というのは危険な物は、収集

作業やリサイクル工場で事故を起こす原因になります。絶対に入れないようにしてください。 

 

（廣瀬委員長） 

ご感想、ご意見ありましたらお願いします。 

 

（吉田委員） 

シャフト式溶融炉とストーカ式焼却炉の話がありましたが、平成 7年に容器包装リサイク

ル法が制定されましたが、溶融炉ではどのような形でリサイクルをやっているのですか。 

 

（小林主任主査） 

溶融炉では、プラスチックの焼却に伴って発生する熱を発電する、サーマルリサイクルと

いう熱回収を行っています。 

 

（吉田委員） 

ストーカ式焼却炉にプラスチックがたくさん投入された場合、悪影響はありますか。 

 

（小林主任主査） 

プラスチックが多くなりますと、熱カロリーがかなり高いので炉の劣化が進みます。 

 

（吉田部長） 

ストーカ式焼却炉では、焼却灰を一部資源化したり最終処分場に埋めたりしていますが、

溶融炉では溶かした後どのように処理されるのですか。 
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（小林主任主査） 

溶融炉の場合、主灰はスラグといってマグマ状になった灰を一気に水の中で冷やしてガラ

ス状の砂のようなものになります。スラグは路盤材等の土木資材として活用すると言われて

います。 

 

（曽根委員） 

焼却炉の方式、種類について、国内で設置されている割合はどの位ですか。 

 

（小林主任主査） 

ほとんどがストーカ式焼却炉と考えていただければと思います。 

 

（廣瀬委員長） 

プラスチックの分別を嫌がる人でしょうか、島田市や静岡市は分別しないでそのまま出し

ていると言う方もいます。そのような時に、容器包装プラスチックを分別することの大切さ

をどのように伝えたらいいでしょうか。 

 

（小林主任主査） 

一つは、リサイクルの順番でいくと正しいものを採用していると言えます。焼津市、藤枝

市では、容器包装プラスチックはリサイクル順位の高いマテリアルリサイクルかケミカルリ

サイクルをしていますので、現状として容器包装プラスチックを分別することは、最も環境

にいいリサイクルをしていることになります。 

次に、製品を作る側が廃棄するまで責任を持つ拡大生産者責任という考えに基づいてプラ

スチックが処理されていることが挙げられます。そのため、製品を作る企業は、なるべく化

石燃料で作られるプラスチックを使わないように、詰め替え製品やリサイクルしやすく工夫

された製品を販売します。容器包装プラスチックの分別を進めていくということは、拡大生

産者責任を広げるため環境にいい社会づくりに一番貢献になると考えております。 

このように容器包装プラスチックの分別は社会を良くしているという考えをお持ちいただ

きたいと思います。 

 

（岡本委員） 

組成分析の結果を見ますとレジ袋は適正と書いてあり、不適正の所にごみ袋とあります。

レジ袋に入れて出すのは良くて、市販のごみ袋に入れて出すのはだめということになります

か。 

 

（小林主任主査） 

容器包装プラスチックは、商品を包むものになりますので、ごみ袋は商品そのものになり

ます。そのため、ごみ袋に入れて出すとごみ袋は異物扱いになります。しかし、協会で行う

ベールの品質検査では、ごみ袋は異物ですが計算上は抜いて取り扱っています。 

 

（廣瀬委員長） 

今後、プラを適正に皆さんが出してくれるためにどのような取り組みしていけば良いでし

ょうか。容器包装プラスチックの分別の大切さを伝えれば協力しようという方もいるでしょ

うし、宣伝や広報も必要だと思います。ご意見がありましたらお願いします。 
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（増田係長） 

週 1回、容器包装プラスチックを収集する日がありますので、プラを分別することはほと

んどの方が知っていると思います。しかし、自分の家のごみ袋、ごみ箱へ容器包装プラを捨

てる時に分別しないで捨てると、燃やすごみの中にプラが混ざってしまいます。ですので、

周知という面では、前回もそうでしたが意識付け、動機付けやどのようにＰＲしていくかと

いうことになるのでしょうか。 

 

（廣瀬委員長） 

ごみのステーション指導をやっていた時、あまり汚れていない容器包装プラスチックが入

っていました。少し水で流せばプラの日に出せるけど、そのまま燃やすごみで捨ててしまっ

ていました。 

 

（保科委員） 

汚れたプラは燃やすごみに出すといった場合、燃やすごみの組成分析をしたらプラが入っ

ていたということになると思いますが、容器包装プラに入れたら汚れている、燃やすごみに

入れたらプラが入っているというようになってしまうと、どちらに分別したらいいのでしょ

うか。洗ってあればいい、洗った形跡があればいいという基準が個人によって異なるので判

断が難しいと思います。 

 

（小林主任主査） 

配布しました容器包装プラスチックの組成分析の資料にあります汚れの判断は、私達の主

観的な判断で、軽く水洗いをしてあるか、していないかで判断します。協会のベールの品質

検査は水で洗った形跡があれば合格です。汚れていても水で洗ったような形跡があれば合格

というような検査員の基準になっています。 

 

（岡本委員） 

油ものなども大丈夫ですか。 

 

（小林主任主査） 

軽く水洗いをしてある形跡があれば検査員は合格にします。 

 

（保科委員） 

レトルト食品の容器は水で流すだけでは落ちませんので汚れています。リサイクルする時

に製品の原料にする場合は、不適合にならないのですか。 

 

（小林主任主査） 

検査では、水で流した形跡があれば合格です。分別回収された容器包装プラスチックをプ

ラスチック製品の原料にするマテリアルリサイクル、コークスの代わりにするケミカルリサ

イクルにするかは協会が選んでいます。いずれのリサイクルも軽く水洗いをしていただけれ

ば大丈夫です。 

 

（廣瀬委員長） 

まずは容器包装プラスチックは簡単な洗い方で出してもらう。それで十分ということですね。 

 

（小林主任主査） 
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そうです。容器包装プラスチックの組成分析をやって何が分かったかというと、皆さん制

度が複雑で分からないということと、汚れていること。しかし分別についてはプラマークだ

け確認して、軽く水洗いするだけで良いということです。 

 

（吉田委員） 

今日の議事で、分別ということでは市民が取り組むことが話の一番中心になっていますが、

発生抑制ということでは事業者、行政が取り組むことがあると思います。企業が詰め替え製

品を作ったりしていますが、行政が企業に対して何かアクションをかけましたか。便利だか

らプラスチックを使ったものが増えてきましたが、行政としての取り組みはどうでしょうか。 

 

（久保山係長） 

基礎自治体が企業に対してアクションを起こすことはないと思いますが、環境省等が協会

や企業等に働きかけております。 

 

（伊藤課長） 

市でも容器包装リサイクル協会等からアンケートがありますので、そのような中で要望等

を書かせていただいております。 

 

（小林主任主査） 

リサイクル推進協では、自治体、リサイクル業者、企業の方が集まり意見交換会を行って

います。以前に静岡でやったことがあり、その時に焼津市等の取り組みを紹介させてもらっ

たことがあります。 

 

（保科委員） 

プラマークが見にくいです。どこに書いてあるか分からないことがあります。プラマーク

が無いと燃やすごみになってしまいます。小さなものでしたらやむを得ないのですが、大き

い商品のものでしたら大きくプラマークを書いてほしいと思います。プラマークがもっとわ

かりやすく確認できれば良いです。 

 

 

（伊藤課長） 

週 1回、容器包装プラスチックの日があるので、ある程度、認知されていると思いますが

容器包装そのものが市民の方はあまり馴染みがないような気がします。色々な問い合せやご

み減量説明会等で質問を受けることがあります。焼津の場合、藤枝と違い容器包装プラスチ

ック以外の普通のプラスチック製品を月一回の資源物の日に回収をしています。プラスチッ

ク製品も燃やすごみに入れないで分別をお願いしています。先程おっしゃったようにプラマ

ークが付いているか付いていないか。では、付いていないものについてはプラスチック製品

の分別という状態に焼津はなっています。それとペットボトルは月一回の資源物の日に回収

していますので、焼津の場合は、プラスチック系の分別はほとんど燃やすごみに入れずに分

別ができるような状態になっているかと思います。そのため、そこが逆に分かりにくくなっ

いるような気がします。 

 

（保科委員） 

容器包装プラスチックという言葉が分かりにくいです。皆さんプラって言っていますよね。

今日はプラの日というように。そうしますと、今度はプラスチック製品と一緒になってしま
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ったりします。 

 

（久保山係長） 

プラマークの日としたらどうですかね。 

 

（保科委員） 

その方が、わかりやすくて皆さんに浸透していくと思います。 

 

（廣瀬委員長） 

これまでのご意見をまとめますと、大きく分けて一つはプラを分別する理由、もう一つは

プラの分別、プラマークを確認して軽く水洗いをすることで分別はできるということになり

ます。環境に良いことをやっている。そしてマークを確認して軽く水で流せば大丈夫なこと

を知っていただければ、容器包装プラの分別も進むのではないでしょうか。 

それでは第 3回ごみ減量市民委員会議を閉会させていただきます。 

 

 


