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平成 27年度 第 4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 28年 1月 26日（火）午後 7時～午後 8時 45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 

生ごみの減量について 

(4)閉会 

４ 出席者  （委員） 廣瀬忠義委員、保科洋子委員、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、生ごみの減量について事務局から説明をお願いします。 

   

（増田係長） 

それでは、議事の生ごみの減量について、ご説明させていただきます。 

お手元の「資料１」をご覧ください。1 ページ目の上の欄が、これまでのテーマでも話に

出ました、燃やすごみの組成分析結果です。今回の生ごみにつきましては、組成分析ではご

み袋 10袋中、1袋か多くても 2袋位しか出ないのですが、水分を含んでいることもあり重量

比による組成分析結果では全体の４１％を占めている「ごみ」になります。 

生ごみの発生抑制、リデュースとしましては、資料 1ページ目の下段にあります。生ごみ

ダイエット「使いきり・食べきり・水きり」が挙げられます。これは３つのきりをまとめて

「３きり」とも言われています。2 ページをご覧ください。最初に食材の使いきりです。生

ごみというと、野菜の皮や残飯等がイメージに浮かぶと思いますが、組成分析をやってみる

と、全く封を開けていない未開封食品、半分使っただけの野菜など、普通にまだ食べられそ

うな食品類が捨てられています。これらは、お腹に入ってしまえばごみになりませんので、

まずは食材を使いきりましょうということになります。次に、料理の食べきりです。作った

料理を残さず食べること、作り残しも保存しておき、最後まで食べきるほかに、最近ではス

ーパーなどで売っている惣菜も、品数が増え、味も美味しいので、余分に買ってしまい、食
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べきれずに残してしまうケースもあります。この食材の使いきりと料理の食べきりは、出た

生ごみをどうするかという前に生ごみを出さないようにする、発生抑制、リデュースになる

と同時に、皆さんにとっては、家計費や食費の節約、もったいない精神・食べ物を大切にす

る食育にもつながるものになります。3ページをご覧ください。生ごみの水切りになります。

生ごみには約 70～80％の水分が含まてていると言われています。水分はごみの重量が増える

だけでなく、焼却する時に水分を含んだごみを燃やすことになるため多くのエネルギーが必

要になります。まずは、生ごみをなるべく水に濡らさないようにすることと、生ごみを捨て

る前に水を切ってもらうだけでもごみの減量につながります。この水切りにつきましては、

11月に文化センターでやりました消費生活展と最近、環自協の支部長さんに紹介をさせてい

ただきましたので、そのことについて久保山から報告させていただきます。 

 

（久保山係長） 

     今回は、最近の水切り対策の商品を紹介しながら、アンケートによりご家庭の生ごみ処理

の状況を確認したものです。お手元に配布いたしましたものが、今回消費者生活展と環自協

支部長会で紹介しました水切りグッツになります。簡単に商品の特徴をお知らせします。ま

ず、１つ目は三角コーナーと水切り器が一体になったもので、手を汚さずに水切りができる

ものです。次に２つ目は水切り袋です。これは袋の底や周辺に水を出す穴があり、また、防

止加工がされているため、三角コーナーの代わりにそのままシンクに置いて使うものです。

捨てる時に最後のひと絞りをし、そのまま廃棄できるのが特徴です。最後に、３つ目は三角

コーナーの機能を持つものです。最近は、スーパーやコンビニでもらう穴のないビニール袋

を使用する家庭が多く、消費者生活展での聞き取りでも穴のない袋を使用している方は結構

いました。水が抜けないビニールを使用していると洗い物や料理の際に飛び散った水が、す

べて袋に入ってしまいます。この商品はそうした水が入らないよう、使うときだけ口を開け

普段は口を締めておくというものです。三角コーナーと違って場所を取らないという利点も

あります。しかし、どんなものでも一長一短があり、評価はまちまちです。 

次に、アンケート結果をお知らせします。消費者生活展では、１３４人から回答を得まし

た。全体の 14％、19人が電気式生ごみ処理機やコンポストを使用し、家庭内処理を実施して

いました。逆に、4％、5 人が水切りもせず、ゴミに出しているという事実もわかりました。

また、73％、98人が水切りを実施しているとのことでしたが、詳しく話を聞くと、穴あき袋

にごみを入れ、自然に水を切る程度で、本来の水切りまで実施している方は非常に少ないと

感じました。多くの方は、手間がかかること、手が汚れることが苦になるようです。 

また、現在、環自協支部長のご協力をいただき地区役員さんなどを対象に水切りの実態と

水切りの提案をいただいています。まだ集計中ではありますが、今いただいている水切りの

意見・提案をご紹介いたします。水切り器の評価は消費者生活展と同様で良い悪いが分かれ

ますが、全体的にいずれの商品も間口が小さいという意見が多く聞かれています。生ごみ処

理の状況では、多くのお宅で水切りを実施し、燃やすごみに出していると回答をいただいて

います。 

実は、今回この調査で一番聞きたかったことが水切りの提案でした。ご回答いただいたご

意見の中には畑に埋めて堆肥化を図るといったものから、家庭用ディスポーザーへの補助制

度といったものもありましたが、まずは、ゴミに出さないで使い切ること。そして、作った

ものは食べきることを進めていく必要があるとのご意見もありました。忙しい中で、水切り

にひと手間かけることは、わずらわしさもあるため、そのまま捨てることができる方法が求

められているのかなと感じました。 

 

（増田係長） 
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続いて、生ごみの資源化について説明させていただきます。資料４ページからになります。

市では、家庭から出る生ごみを各ご家庭にあったやり方で家庭内処理してもらうやり方で進

めています。生ごみの資源化ということでは、燃やすごみに出さずに、資料にあるような電

気式の生ごみ処理機やコンポストなどの生ごみ処理容器を使って、生ごみを処理してもらう。

そして処理後にできた堆肥はご家庭のプランターや菜園等で使っていただく。といようなこ

とになります。 

一般廃棄物処理基本計画の第 3章 計画目標、第 2節目標にあります重点施策では、焼津

市は紙類の資源化、藤枝市は生ごみの資源化ということで進めておりますが、組成分析で４

１％の重量比を占める生ごみですので、焼津市も生ごみの減量化を併せて進めております。

目標達成のための行動計画では、ごみを出さない調理方法の普及として、先程説明しました、

使いきり、食べきり、水切りに関するものが載っています。また、生ごみの資源化というこ

とで、生ごみ処理機のことなどが載っています。生ごみは、生活していく上で必ず出てくる

ごみではありますが、まずは無駄買いをしないで食料を使い切ったり、料理を食べきったり

して、できるだけごみに出さない。それでも野菜くずなどは出ますので、出た生ごみは水を

切る。さらには、生ごみは燃やすごみにしないで生ごみ処理機等で家庭内処理してしまう。

また、家庭内処理が大変なご家庭でも水切りを徹底することができれば、生ごみはまだ減る

と思います。 

 

（廣瀬委員長） 

これまで事務局が説明したことについて、本日、ご出席されている皆さんよりご意見・ご

質問を聞かせていただきたいと思います。 

 

（岡本委員） 

電気式の生ごみ処理機の補助金を交付していますが、どのくらい交付していますか。長い

期間行っていますので補助金で処理機を買った方が大勢いると思いますが、補助金を使って

購入した方がずっと使っているか調査等をやっていますか。 

 

（増田係長） 

補助金を交付した後の調査等は行っておりません。 

 

（岡本委員） 

私は、発泡スチロールの中に木材チップが入っている生ごみ処理容器を 5年位使っていま

す。面倒だと思うこともありますが、生活のリズムに入ってしまえば大丈夫です。 

 

（増田係長） 

手間を感じないですか。習慣としてできていますか。 

 

（岡本委員） 

台所で出た野菜くず等は夜になったらチップの中に入れるというリズムになっているから、

私はもう大丈夫ですが、リズムに乗るまでが少し大変かもしれません。久保山係長が説明し

たアンケートでは、生ごみ処理機を使っている方が電気式と自然分解式とで 19人と出ていま

すが、内訳はどうなっていますか。 

 

（久保山係長） 

電気式生ごみ処理機が 5人、自然分解式生ごみ処理容器が 14人です。 
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（吉田部長） 

私は、だっくす食ん太くんを家でやっていますが失敗することもあります。生ごみの家庭

内処理をやっている方の中には苦労している方もいるようなので、上手にできるやり方等は

ありますか。 

 

（岡本委員） 

生ごみ処理容器の中に虫が出たことがあります。しかし、虫が出た時には油を少し入れた

りとか、容器ごとビニール袋に入れて外に出して中身を熱くすると虫は死んでしまいます。

今まで 5年位の間に虫は 2、3回出ました。 

 

（廣瀬委員長） 

電気式生ごみ処理機を使っている方で、すごく良いと言っている方がいました。追跡調査

をやって、生ごみ処理をやってどうなったか、良いこともあれば大変なこともあると思うの

で、そのようなことを出してもらえれば、これから始める方達も取り組みやすいのではない

でしょうか。それと、生ごみ処理をして出てきた肥料をどう使っているのか。堆肥を花壇に

入れて使ってきれいな花が咲いたとか、処理機を使った後の結果も見えてくれば、その良さ

が伝わりやすくなると思う。ごみ減量説明会でも追跡調査をした結果、いろいろな良い点を

伝えることができれば、それならやるよという人もいると思います。 

 

（伊藤課長） 

追跡調査は、調査結果が参考になりますので考えたいと思います。電気式生ごみ処理機の

補助金は毎年 30基位補助金を交付しています。電気式生ごみ処理機はリピーターの方もいる

と思いますし、音がしたり電気代がかかるという問題もあると思います。補助金の利用者へ

のアンケート結果を参考に生ごみ処理機の普及につながればいいと思います。木材チップを

利用した生ごみ処理機は配布する時に、ダンボールコンポストだっくす食ん太くんは抽出し

てアンケート調査を行っていますので、補助金についても今後、検討していきます。 

 

（小林主任主査） 

インターネットで生ごみ処理機のレビューを見ると、生ごみを減量するとか堆肥化すると

いうより、ごみを捨てる回数が少なくなる、生ごみの臭いが出ない等使ってみて便利だとい

う声が多かったです。このような利用者の声を参考にしながらアプローチを考えていくこと

も方法だと思います。また、家庭で生ごみ処理をやっている方のメリットが目に見えるやり

方の例として、仙台市では家庭から電気式生ごみ処理機で処理してできた乾燥した生ごみを

回収しており、持ってきてくれた方には量に応じて回収した乾燥生ごみを肥料にして作った

野菜等と交換しています。 

 

（曽根委員） 

地域生ごみ処理モデル事業に参加するまでは電気式生ごみ処理機を使っていました。電気

式生ごみ処理機は生ごみの水を切ってから入れないと処理時間がかかってしまいますので、

生ごみはある程度溜めてから水を切って入れていました。乾燥した生ごみは土に埋めて肥料

として使いました。使い勝手としては便利でしたが、音が少しうるさいことと、温度も高く

なるので機械を触ると暖かくなっていました。 

 

（廣瀬委員長） 
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機械や容器を使った生ごみ処理について意見をいただいておりますが、生ごみ処理機等を使

うことが難しい家庭もあると思います。生ごみ処理機等を使わない家庭も生ごみを減らしてい

くには、どのような方法があるでしょうか。 

 

（保科委員） 

資料等でも生ごみには多くの水分が含まれていると言われていますが、私は台所のごみ袋

に水が入らないようにしています。野菜ずく等をごみ袋入れるとその都度、口を縛っていま

すので、洗い物をした時の水がごみ袋に入ることはありません。また、排水口に溜まったご

みは水分を絞ってから袋に入れています。野菜や魚などに元々含まれている水分までは絞り

切ることはできませんが、余分な水は入らないようにしています。 

 

（廣瀬委員長） 

久保山係長から説明があった消費生活展の時に行った水きりのアンケートでは、生ごみを

捨てる時に水切りしていますかの質問に対して、はいが 98人います。皆さん水切りに対して

意識しているということですね。 

 

（吉田部長） 

この前、環自協の支部長さんから家では排水口の所にストッキングをかけて、入った生ご

みを出す時に絞っていると伺いました。それぞれ工夫してくれていると思いました。 

 

（曽根委員） 

地域生ごみ処理モデル事業をやっていた時に、中が網目になっているバケツは入っていて

外側と二重になっているバケツを使っていました。このバケツは結構重宝しました。この中

に生ごみを入れると中で水が切れます。網目のバケツだけ出してカラスが来ない所にぶら下

げておくと、生ごみは完全に乾いてしまいます。手を汚さずにできるので非常に便利です。

冬でも風が吹くと下が穴が開いているから乾きます。ごみを乾燥させるとすごく軽くなるし、

ごみという感じではなくなります。今まではそれを溜めておき処理機に投入していました。 

今は黒土を使った生ごみ処理容器を使っています。黒土はあまり生ごみを乾燥させると逆

に分解が遅くなるので、水分の様子を見ながらやっています。土の中に埋めるだけなので便

利だなと思っています。 

 

（小林主任主査） 

乾かすというやり方はとてもいい方法だと思います。水切りができるような三角コーナー

等に置いておくと、結構水が切れているのでこれ以上の水切りは難しいと思います。それは、

生ごみの８割位が水分という話がありますが、生ごみの中の細胞の中に入っている水分も含

まれているからです。例えば、スイカを絞って水切りはできませんけど、乾燥させれば水分

は飛んでしまいますので、水切りよりも乾燥させる方法ができれば生ごみはすごく軽くなる

と思います。生ごみを乾燥させる方法としては、生ごみカラットといって新聞紙に生ごみを

包んで、ざるのような中に入れて乾かす機器もあります。水分を吸った新聞紙が空気に触れ

て蒸発して乾く原理のようです。 

 

（岡本委員） 

３きりを進めていくのはどうでしょう。例えばエコクッキングのように料理を工夫して、

生ごみをできるだけ出さないようにすることもごみの減量になると思います。ごみ減量説明

会だけではなかなか地域に広まっていかないと思いますので、会報を出すとか、料理教室を
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開くとか、浅く広く３きりを進めるための工夫はできないでしょうか。 

 

（小林主任主査） 

日本で約 1,700万トンが食品ロスとして廃棄されています。食品ロスのことを考えると、

生ごみの水切りや乾燥といった話もありましたが、その前にごみにしないということも大切

だと思います。焼津の方は魚を工夫して上手に食べる文化があるのと思うので、食品ロスが

少なくなるような取り組みができるのではないかと思います。また、そういうことが教育と

してうまくなりたてばすばらしいと思います。 

 

（保科委員） 

そういうことをやってきた年代とうまく繋がってきていないのかもしれないですね。 

 

（田中主査） 

魚の全体を見たことないという子供も増えてきているようです。スーパーで切り身を買っ

てきますので、家で魚を下ろす家庭は少なくなってきていると思います。 

 

（廣瀬委員長） 

そういう時代でどういう教育をしていったらいいでしょうか。食育の問題になってくるの

でしょうが。 

 

（増田係長） 

生活が変わってきて、共稼ぎや一人暮らしで一日の食生活が、朝食はパンと牛乳とか、あ

るいは食べない、昼食は勤め先のお弁当、給食やコンビニ、夕食は帰ってくる時にスーパー

へ寄って惣菜を買ってきて食べるという、調理しない世帯もだんだん増えてきていると思い

ます。また、一人暮らしでなくても、夫婦で働いていて二人とも朝早く家を出て夜帰りが遅

くなると、どうしても家庭で野菜とか生鮮食品を買ってきて、調理して食卓に並べることが

大変になってきている状況ということもあると思います。 

 

（廣瀬委員長） 

スーパー等では一人用とか小分けにした惣菜が増えてきましたよね。食べられる分だけ買

えれば捨てる生ごみは減るかもしれないけど、容器包装プラスチックは増えてしまいますね。 

 

（小林主任主査） 

燃やすごみが減っている傾向はあります。惣菜以外にもある程度調理済みで最後の焼いた

り炒めたりすることろだけ自分で調理するものもあります。調理くずがあまりでない形で家

庭で料理できますので、ごみの量が減るっていうのはそれは一理あると思います。 

 

（久保山係長） 

確かに組成分析を各自治会ごとにやらせてもらっていますけど、10袋、15袋と持ってくる

中で生ごみが入っていない袋が結構あります。野菜くずとか生ごみが全然入っていないとい

う袋はあります。生ごみを家庭内処理していれば別ですけど、燃やすごみの収集日は週 2回

なので生ごみは本当に各家庭で調理していれば入ってない訳がないんですよ。 

そういう方に水切りといっても意味ないですね。そうなりますと３きりというのも普及し

ていかなければならないかなと思います。まずは使いきりとか、食べきりというところから

始めていきたいです。 
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（廣瀬委員長） 

花や野菜を育てている方が各家庭から出る生ごみを集めに回ってくれて、集めた生ごみを

肥料用に処理するようなことをやってくれる所があったらいいですね。そうすると生ごみを

出した人達が出しやすいというか、分別してくれるようになるのではないかと思います。 

 

（曽根委員） 

環自協で視察に行かせてもらった大きなホテルでは、ホテルの地下にごみ処理機があって、

一旦そこで生ごみを処理した後、それを山の方にある工場へ持って行き肥料にしていました。

そして、工場でできた肥料を使って野菜を作り、その野菜をホテルで使うというリサイクル

をしていました。 

 

（保科委員） 

エコクッキングは買い物から行くそうです。私達は普通にエコクッキング大事にしましょ

うというように料理する方の言い方で使っていることが多いと思いますが、買い物からエコ

が始まるそうです。いらないものを買ってこない。今日はこれだけ作るから、これをこれだ

け買ってくるというようなことからエコクッキングをやると聞きました。 

 

（廣瀬委員長） 

皆さんが言っていただいたようなことをどのようにして啓蒙していくか、浸透させていく

かが重要になってきますが、地球温暖化など環境の事などもひっくるめて、私達の社会を見

つめるみたいなところから始めていかなければいけないのかもしれないと思いました。こう

してやって下さいと言っても、そうだなと納得してくれなければやってくれないと思うので、

色々な機関を通して見たり聞いたり、また体験してもらうような機会を作っていくことも大

事だと思いました。 

 

（増田係長） 

もったいないという意識を持ってもらえばどうでしょうか。買っても使い切らずに捨てて

しまえばもったいないですよね。食べ物ももったいないし、家計にももったいない。もった

いないという気持ちが働けば少しは買い控えとか食べきるとかをしてくれますかね。 

 

（小林主任主査） 

生ごみの減量の施策は全国どこも基本は同じようなことをやっていると思います。後は堆

肥の循環をしている仙台市のやり方のように、少し工夫が必要なことがあるかもしれないで

すけど、施策を皆さんがやるかやらないかによることころが大きいと思います。各自治体で

ごみを減らそうと施策を出していますが、それをやるかやらないかというのは一人ひとりの

意識になってきますので、そこをどうしたらいいのかは永遠のテーマかなと思います。 

 

（吉田部長） 

それは庁内で話をしても意識の問題ということが出ますけど、そこをどういうふうにして

いくかというのが一番の課題です。 

 

（曽根委員） 

ごみは毎日出てくるものなのでね。とにかく人間が生きていく以上、必ず毎日出てくるも

の。それをうまく処理するというのは大変といえば大変。 
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（小林主任主査） 

もったいないということが分かってもらえると意識が変わるでしょうか。また、食育等と

連携してやれば伝わるでしょうか。 

 

（廣瀬委員長） 

どう語り掛けていくか、どう働きかけていくかというところが大事だろうと思います。働

きかけする中で意識してもらったり、感じてもらいたい。 

 

（吉田部長） 

学校の現場に環境教育のような時間を取ってもらいたいと考えていますが、学校もカリキ

ュラムがあり、なかなか時間とってもらうのも難しい状況です。これからも学校と連携して

いきたいと思っています。 

 

（伊藤課長） 

紙類に関しては地域の収集日に出してくれれば自治会の収入になりますとか、容器包装プ

ラスチックは週 1回この日に出してくださいというように、取り掛かりやすいようになって

いますが、生ごみに関してはその人の意識による部分が大きいのでとりかかりは大変なのか

なと思います。 

 

（廣瀬委員長） 

ごみが有料化になれば、みんなの出すごみは減るでしょうか。もしくは、有料化になって

ごみが減るのではなく、その前に有料化にならないようにごみの減量に取り組むようになる

でしょうか。 

 

（保科委員） 

市民の皆さんはこういうことを聞きたり、話をする機会がないと思います。ごみ減量説明

会を年 1回やっても出てくる人は同じですし、説明会に出た人が自分の地域で次の人に広め

ていければ、ごみの減量の意識も広がっていくと思います。 

 

（曽根委員） 

交通立哨は役員が一緒になってやるけど、不燃物やごみの収集場所に目をかけるというこ

とは全くないですよね。人間は生まれてから死ぬまでごみを出しているから、交通事故も大

分多いので交通安全はもちろん大事ですけど、同じようにごみにも力を入れてもらった方が

良いと思います。交通立哨のように役員が率先してごみの集積所を見て回って、ごみの分別

や減量の意識を広めていくというようなことも考えてみたらどうかなと思ったこともありま

した。 

 

（保科委員） 

役員の人が来てくれたり、話を聞いた人が来てくれたりした時にちょっとうるさいわねっ

てなってしまったら逆効果なので、押しつけにならずに言われた方がそうなだって思ってく

れるやり方があればいいと思います。 

 

（小林主任主査） 

先程の教育に関連して他の市では、市長が小学校 4年生だと思いましたが全員に委嘱状を



H27-032 

9 

 

渡し、ごみの勉強をして家庭で分別を守ってもらう、わが家の環境大臣ということをやって

います。大人も子供に言われるとはって気づくことがあります。 

 

（保科委員） 

焼津市でもアースキッズをやっていますよね。小学４年生を対象に学校に専門家が来て話

をしてくれます。電気を消そうとかそういう環境の問題の中にごみの話も入っていました。

実際にごみを置いて、これはどこに入るか子供達がごみを分別して当てはまるごみ袋に入れ

ることをやりました。 

 

（久保山係長） 

今年は大富小学校でアースキッズをやらせてもらいました。その前は大井川でやりました。

知り合いの父兄からアースキッズやった後、今でも子供が家で余分な電気は消して回ると聞

きました。 

 

（廣瀬委員長） 

市長もごみのことはいろいろな時に言ってくれたりしています。 

 

（吉田部長） 

市長もごみ減量施策については重要施策であると言っております。今度の広報やいづ 2月

号に市長自ら雑がみの分別を題材に４コマ漫画を描きましたので、広報をぜひ見てください。 

 

（廣瀬委員長） 

生ごみの減量について、生ごみ処理機や堆肥化のこと、食品の使いきり・料理の食べきり・

生ごみの水きりの３きりのこと、エコクッキングや食育等、色々な意見をいただきました。

生ごみの減量というと家庭から出た生ごみの対策に目が行きがちですが、生ごみを出さない

施策が多くありました。生ごみの減量は生ごみになる前の段階から生ごみの処理まで、さま

ざまな角度からアプローチからできるので、今日の意見を参考にしていただければと思いま

す。 

これで第 4回ごみ減量市民委員会議を閉会させていただきます。 

 


