
H27-033 

1 

平成 27年度 第 5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 2月 19日（金）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 

まとめ 

(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、まとめについて事務局から説明をお願いします。 

   

（増田係長） 

これまでごみ減量市民委員会議では、第 2回の紙類の資源化、第 3回の容器包装プラスチ

ックの分別・発生抑制、第 4回の生ごみの減量とテーマを決め、皆さんから貴重なご意見を

頂きました。 

お手元の「資料１」をご覧ください。こちらが、会議で出ましたご意見等をまとめたもの

になります。大きく分けて、1 ページ目が現状として、現在このように思っている、このよ

うなことをやっている、このような調査結果だったというようなものをまとめました。2 ペ

ージ目が対策として、こんな取組みをしたらどうかというものをまとめました。3 ページ目

が問題として、これからごみの減量を取り組んでいく上での問題をまとめました。そして、

欄外になりますが、共通の課題としまして、毎回いただきましたご意見をまとめてあります。 

本日の会議で予定していました 5回の会議が終了となります。次第にもありますように、

今回は全体を通しての振り返りとさせていただきます。まだこのような現状や問題がある、

まだこのような取組みができるというようなことや、ここがポイントだというようなことが

ありましたら、ご意見を頂きたいと考えております。 
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最後に、お手元の資料１に本日皆様から頂きましたご意見を加えたものをとりまとめまし

て、焼津市ごみ減量市民委員会議でまとめたごみ減量施策とさせていただきますので、よろ

しくお願いします。 

 

（廣瀬委員長） 

事務局が説明したことについて、ご意見・ご質問を聞かせていただきたいと思います。 

まず、雑がみの分別ですが資料にある雑がみの回収率というのは新聞、雑誌から雑がみ類

まで全部が含まれているのですか。また、雑がみの約 7割が燃やすごみに入っていたのです

か。 

 

（小林主任主査） 

この調査は、平成 23年度に実施したものです。現在は店頭回収している場所が増えて紙を

出す機会が多くなりました。店頭回収での回収量は把握していませんが、調査当時は店頭回

収が少なく、市の収集、自治会の収集、子供会の収集等と紙を出す所が分かっていました。

そして、組合で家庭から出された燃やすごみの組成分析をやっており、どの位雑がみが入っ

ているか把握していました。また、回収した雑がみの量も分かりますので雑がみがどの位発

生し、どれだけ回収し、どれだけ燃やすごみに入っているかが分かりますので、適正に分別

して回収した回収率が何％かという数値を理論上計算しました。そうしたところ、焼津市は、

新聞紙や段ボールはほとんど分別回収できていました。しかし、雑がみだけ回収率が 3割で

した。3 割しか分別回収できていなくて、残りの 7 割は燃やすごみに含まれてしまっていま

した。藤枝市は、7 割が分別できていて残り 3 割が燃やすごみに入っている結果でした。そ

のため、焼津市は雑がみの分別を徹底すると燃やすごみは減るし、雑がみの量だけで燃やす

ごみの量は計画値を達成できるということから、現在の焼津市の一般廃棄物処理基本計画で

は紙類の資源化を施策として行っています。 

 

（岡本委員） 

新聞と段ボールは分別ができているのですね。雑がみには、例えば包装紙やプリント、小

さな紙くずみたいなものも全部、雑がみとして含まれているのですね。 

 

（小林主任主査） 

名刺やお菓子の箱、トイレットペーパーの芯等もそうですが細かい紙類も多いです。新聞

やダンボールは分別しているのですが、雑がみは燃やすごみに入れてしまっている。容器包

装プラスチックは分別しているけど、お菓子の箱等は雑がみに出していいということを知ら

ずに燃やすごみで捨てていたということも聞いたことがある。 

 

（岡本委員） 

雑がみの定義みたいなものがよく浸透していないということでしょうか。 

 

（小林主任主査） 

そうですね。雑がみの分別がこれだけ広まっていることを、皆さんは日頃から分別をやら

れているから何の疑問もなくやられていると思いますが、分別をしていない人に聞くと知ら

なかったって言います。だから広報は大事ですけど、分別している方は広報紙もちゃんと見

ているし、ごみのカレンダー見ているし、ごみのステーションで雑がみが多いということも

気づいている。そういう意識の問題もあるかとは思います。 
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（保科委員） 

雑がみは分かりにくいということがあります。新聞紙は誰が見ても新聞紙、段ボールも誰

が見ても段ボールですよね。雑がみといっても色々な紙がありますし、面倒だから燃やすご

みに出してしまうということもあると思います。窓開き封筒は窓の所のビニールを外さなく

てはいけないとか、封筒やハガキの住所を消したりすることを考えると分別することを知っ

ていても、やっていない人がいるかもしれませんが、知らない人の方が多いと思います。ま

た、トイレットペーパーやラップの芯を雑がみとして分別することを知らない人が多いと思

いますが、それをどうして知ってもらうかが重要で、広報する時もこれは雑がみですという

ように具体例を挙げないと、雑がみを分別しようと言っても何をどうしていいか分からない

人がいるから、今の状態になっているのではないでしょうか。 

 

（廣瀬委員長） 

現在の雑がみの回収率は分かりませんが、紙類を出す場所も増えてきましたし、燃やすご

みの量も減ってきていますので、当時よりは良くなってきているとは思います。しかし、今、

言われたように分からないということが、市と自治会でやっている組成分析を見ても紙類が

まだ混ざっている現状につながっているのではないでしょうか。 

 

（保科委員） 

月 1回収集している地区の不燃・資源物の収集場所では、新聞紙はしっかり新聞紙でまと

めてありますが、雑がみは雑ですよね。しかも、とにかく種類が多いですよね。 

 

（曽根委員） 

雑がみを出す場所も不燃・資源物の日ですよね。容器包装プラスチックの場合は毎週プラ

の日に集めている。その違いはかなりあると思います。 

また、燃やすごみの日に雑がみを回収してもらうと回収の日が多くなり助かります。それ

は、お年寄りの方はなかなか不燃・資源物の集積場所へ、古紙を持って来ないですよ。大変

だから持って行ってもらっています。その違いはかなりあるんじゃないかなと思います。 

 

（小林主任主査） 

藤枝市は月に 2回、古紙類を出す日があります。不燃・資源物は月 1回です。古紙類の回

収の日が各自治会 2回あり、不燃・資源物の回収する場所で回収しています。その差がある

ので、以前から焼津市も古紙類の回収を月 2回にすればと言っています。 

 

（廣瀬委員長） 

そこのところですね。雑がみという意識がなかなか浸透していかないといのは、そういう

ところなのかな。そういう風に考えると容器包装プラスチックはだいぶ浸透して定着してき

ていると思います。 

 

（伊藤課長） 

古紙類の 2回収集についてですが、豊田第 10自治会と小川第 11自治会で数か月間、試験

的にやらせていただきました。結果的には、天気に左右されるところもありましたが、2 回

に増えたことにより古紙類を出す機会は増えるのですけど、出す機会が 1回から 2回に分け

られただけだったり、たまたまその日 2日間が雨だったことなどがあり、なかなかいい結果

が出なかったです。それと焼津市の場合、古紙の収入が自治会の方に入っている状況が藤枝

市と異なります。古紙類を月 2回にした場合、古紙業者と古紙価格の話をすると 2回回収す
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ると結局手間がかかるので単価を下げさせてくださいという話になってしまうのが実情で、

そういうことがネックになっています。豊田第 10自治会と小川第 11自治会で試験的にやら

せていただきましたが、その結果、回収量が思うように伸びなかったので、それではどうし

ようかということを検討して、すでに自治会独自で行って効果を上げている、古紙を回収す

る常設の倉庫を設置する方法を予算化し環自協を通して紹介しました。実際にある自治会で

は、古紙類の回収量が増えていますので、焼津市の場合はそういう常設の倉庫を補助するよ

うにさせてもらいますという方式で今はやっています。ただ、当然もっと良い方法があれば

考えたいと思いますが現在は、そのような状況であります。 

 

（廣瀬委員長） 

不燃・資源物の時に雑がみを出していて収集場所を見ると雑がみを入れた袋が多く出てい

ますが、まだ燃やすごみの方へ出てしまっているということだと、普段の生活の中で雑がみ

を意識して仕分けるのが難しいのですね。古紙類に出してはいけない紙というのも結構あっ

たと思います。 

 

（吉田部長） 

紙と書いてあっても古紙類として出せない紙があり、分別も難しい面もあります。新聞や

段ボールは、燃やすごみの袋へ入れるとかさ張って捨てられないし、また、まとめて縛りや

すいので分別して古紙類として出してくれていると思いますが、雑がみは小さいのでごみ袋

の中に捨てやすいという要因等もあると思います。雑がみのことを多くの人に知ってもらう

ため、啓発が必要だと思いますので、平成 28年度に雑がみ回収のキャンペーンを人が集まる

所でやったり、地域ごとのコンクールをやろうという話にもなっていますが、そのためにい

ろいろＰＲしなければならないですけど、どういうことを皆さんにＰＲしていったら効果が

あるのか、ただ雑がみを分けて下さいだけではこれまでと同じですから、どのようなことを

ＰＲしていったら、より効果的かということもご意見をいただければありがたいです。 

 

（廣瀬委員長） 

雑がみを意識してもらうにはどうしたらいいのか。キャンペーン等いろいろな方法を考え

ているということでしたが、何かいい方法、アイデアがありますか。私達自身の生活の中で

も環境に意識した生活スタイルが問われていますけど、できているか考えてみるとどうでし

ょうか。雑がみの分別は、種類が多いし面倒くさいという気持ちが出てきてしまうので、そ

うならないようにどんどん出していただくには、もっともっと啓蒙しなければならないと思

います。しかし今度は、啓蒙していく時に雑がみの種類が多いから、皆さんにそれを徹底し

てやっていただくには、なかなか難しいという面が出てきてしまうと思います。 

 

（伊藤課長） 

雑がみは、出しにくさというものがあるかもしれないです。新聞や段ボールはそこへ重ね

ていけばいいですが、雑がみの場合はいろいろな種類があるので、どうやってストックして

おくかという面倒くささもあるかと思います。 

 

（廣瀬委員長） 

面倒くささは一つありますね。種類が多いということや、出してはいけない紙もあるとい

うことがネックになっているかもしれない。 

 

（増田係長） 
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組成分析をやった中で、例えばレシートや商品のタグという小さな紙よりもお菓子の箱、

ティッシュやラップの外側の箱、牛乳パック等そのまま雑がみとして出せるような物もまだ

混ざっています。まずは、これらを分別して出してもらうだけでもかなり効果は違うと思い

ます。そして第 2段階として、レシートは感熱紙だから駄目だねとか、ラーメンのふたは水

に溶けないから駄目だねとか、それは次のステップかなと私は個人的に思っています。まず

は、本当に見るからに雑がみを燃やすごみに入れないで分別して出してもらう。それだけで

も量っていうのは変わってくると思います。また、自分の宛名の付いたハガキ等はそのまま

出したくないと皆さん思いますよね。そのような物が燃やすごみに入ってしまっても、それ

以外の雑がみはしっかり分けようと意識してやっていただくだけでも、かなり分別っていう

のは変わってくると思います。 

 

（岡本委員） 

雑がみを入れる紙袋を用意しておいて出たら入れていけば問題ないのですが、資料を見る

と入れる紙袋が足りないって方が 3割いるということですよね。現状、雑がみを入れる袋が

足りない。こうなりますと、部屋に紙袋を置いておき雑がみを入れるということが、こうい

う方はできないんですよね。雑がみを入れられる紙袋がたくさんある方から、無い方へうま

く渡せる方法があればいいと思いますが、何か良い方法がありますかね。 

 

（増田係長） 

自治会で小屋等が置いてあって、いつでも出せる場所が整っている所では家庭で余った紙

袋を小屋に置いてといて、紙を出しに来たらそれを持って帰る、順繰りができているところ

もありますが、なかなかそういったところばかりじゃないので、普通にある月 1回の出す日

ということになると循環ができないのかなと思います。 

 

（廣瀬委員長） 

環自協でも市でも補助してくれるから小屋があるといいねという話になりますが、なかな

か場所が難しい。集会所とかで置く場所があり、自治会でもそのくらい市で補助してくれる

ならやってみようかななんて言ってくれるといいなと思うのですが。また、補助を出すって

言うだけではなく、作ってくれるような工夫もいるのいかなと考えたりもしました。 

 

（吉田委員） 

新聞紙は毎日来るから置いておき縛っているけど、牛乳パックでさえもある程度、溜める

には置いとかなければならない。容器包装プラスチックが議題の会議の時に、プラマークの

日という言い方をすれば分かりやすいという意見がありましたが、紙マークが付いているも

のだけ集めても、かなりの重量が集まると思います。雑がみと言っても細かいものは、ごみ

に入れてしまうと思います。紙マークを目印にすれば、気が付いてぱっと置くし難しく考え

ずに手軽にできると思います。 

 

（久保山係長） 

雑がみの分別が習慣になればやってくれると思います。最初にまず分別してもらうという

ところで、雑がみという言葉を知らない人がいるかもしれない。そのような方達を取り込む

ということではこの前、市で配布させてもらった雑がみ袋、普通の紙袋ではなくて雑がみの

種類等のイラストを印刷した紙袋を配布させてもらった。それを家のどこかに置いといてい

ただければ必ず目にすることになるので良いかなと思いました。チラシを回覧版で回しても

その時しか見ないので、常に目にするものがあればいいなと思います。例えばトイレットペ
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ーパーとかに雑がみと印刷したものを各家庭に 1個配布する。家族全員使うので雑がみとい

う言葉を目にしてもらうということでは有効的かなと思ってはいるんですけど。 

 

（廣瀬委員長） 

焼津市まちをきれいにする運動推進協議会で５３０ポスターをいただきましたが、『雑が

みは入っていませんね』というようなポスターを人目につくところに貼るとか、ごみの集積

場所にプラカードのようなものを置いたりとかしてもいいと思います。 

 

（小林主任主査） 

他の自治体で、燃やすごみの袋に『生ごみ入れていません。資源化しています。』という内

容の言葉を印刷して配布した自治体がありました。雑がみの収集日にイラストの描いてある

雑がみ袋が置いてあっても、雑がみ出していない人は見ても分からないと思います。他市は

生ごみでしたが、焼津市は課題が雑がみでしたら、燃やすごみの袋に『雑がみ入っていませ

んよ』『私は分別しています』『雑がみの資源化に取り組んでいます』などの言葉を印刷して

配布してみるのも一案かと思います。 

 

（曽根委員） 

私の町内会では、自分のごみ袋には自分の名前を書いています。また、各組ごとに塵取り

とほうきを持っていて順番に燃やすごみの集積所でごみ収集車が回収した後、汚れていなく

ても掃除してもらうようにしています。そのため、本人が気づかずに異物を入れてしまった

時は組内ならその家に持って行って気をつけてもらうように声掛けもできます。市でごみ袋

に名前を書くことは難しいと思いますが、名前が書いてあれば、ごみ袋の中身に雑がみが多

いと思ったら「分別してくださいよ。」と言えるので、そういう方法もあるかなと思います。 

 

（廣瀬委員長） 

一時期、ごみ袋に名前を書いていましたけど、いろいろと難しいんでしょうね。次に容器

包装プラスチックの対策やＰＲは何かありますか。容器包装プラスチックの日と言わないで

プラマークの日と言ったらどうかとか、少々の汚れがあっても水洗いしてあれば大丈夫とい

うことを知ってもらうだけでも随分違うということを、前回の会議で意見を出してもらいま

した。 

 

（増田係長） 

容器包装プラスチックを出す時に、どこまで軽く水洗いするかこの加減が難しいんでしょ

うね。汚れているから燃やすごみで出すか。どこまで洗えばいいのか。 

 

（保科委員） 

容器包装プラスチックの収集は週 1回ですので、汚れたごみですと 1週間置いておきたく

ないと思います。燃やすごみは週 2回あるので、燃やすごみに出してしまうこともあると思

います。 

 

（吉田部長） 

容器包装プラスチックを出す時、軽く水洗いするたけで良いことを知らない人も多いと思

います。汚れているから燃やすごみに捨てているプラも、洗ってあればプラの日に捨てられ

ます。その辺を知らない人も結構多いと思う反面、相当きれいにしないと出せないと思って

いる人もいると思います。 
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（岡本委員） 

ごみ減量説明会の時に、容器包装プラの見本を持ってきてみんなに見せて、これはＯＫで

す。こっちは燃やすごみです。という説明をやっていないですよね。物を見てもらうのが一

番わかりやすいような気がします。雑がみもどれが雑がみかという認識がなければ分別でき

ないので、容器包装プラもどこまでなら容器包装プラで出せるか知ってもらう。知ってもら

うには何回も機会を作って皆さんに周知することが大事だと思います。 

 

（廣瀬委員長） 

容器包装プラスチックは、まず、出してもらうこと。ちょっとだけでいいから軽く水洗い

をするだけって、その「ちょっと」を大いに前面に出していけばいいでしょうか。 

 

（小林主任主査） 

容器包装プラスチックの分別は複雑ですが、軽く水洗いということと、必ずプラマークが

ありますからプラマークを確認してもらうことをやってもらえばまず大丈夫です。プラマー

クの確認と軽く水洗いの周知を 5，6年やっておりますが、容器包装プラスチックの組成分析

をやってみますと、当時から比べ水洗いしている家庭も増え、改善されているのかなという

思いはあります。ご家庭での分別が劇的に明日から変わるということは難しいですが、広報

のほか色々な形でお知らせてしていって、どこかで見てもらうことが形になっていったので

はないでしょうか。 

 

（廣瀬委員長） 

生ごみについてもご意見ありますか。 

 

（岡本委員） 

アースキッズチャレンジ事業は生ごみのこともやっていますか。 

 

（保科委員） 

県から委託を受けたＮＰＯ法人が小学校に出向いて地球温暖化や環境に関する授業を行っ

ており、節電などのメニューの他にごみの減量は分別について授業をやっています。 

 

（久保山係長） 

市でも環境生活課で環境に関する講座を学校に照会しておりまして、廃棄物対策課のごみ

のことについても、学校へ出向いで説明をしますよというＰＲしています。今年度は焼津東

小学校にリサイクル、リユースについて担当が講師になって授業をしてきました。 

 

（岡本委員） 

焼津東小学校は授業に取り入れてくれたので、市内の他の学校にも広めていくことはでき

ませんか。アースキッズも良いと思いますが、市独自でごみの減量のことを授業に取り入れ

てもらう。できることなら、子供がやることは親も見てくれるので、参観日にごみの減量に

ついて授業をやらせてもらえれば良いですね。 

 

（保科委員） 

学校の授業でやることが難しければ、学童教室等を回ったらどうでしょうか。生徒全員と

いうことにはなりませんが、学童教室に来ている児童に授業みたいに説明することもできる
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と思います。 

 

（廣瀬委員長） 

教育委員会にも働きかけをして、子供達にもごみに関する学びの場を設けることができた

らいいですね。 

 

（増田係長） 

毎回、皆さんからいただくご意見の中で『こうしてくださいと言っても、そうだなと納得

してくれなければ、やってくれない。なぜ分別するのか、なぜ減量するのかを分かりやすく

伝える。』というところが、ひとつ大きなポイントだと思いました。行政がやると分別してく

ださいとか、分けてくださいとか、一方通行的なお願いになってしまうことが多いので、市

民の皆さんへ説明する時にやっぱそうだなとか、やんなきゃだなとか思っていただく、前置

きの説明があって、それがすっと入ると、ごみ減量のモチベーションになるのかなと、これ

までの会議でご意見を聞きながら思いました。ごみ減量を進めていくうえで、市民の皆さん

に納得してもらえるというか、動機付けというところについて、こうやってやればいいとか、

今までこういったところが足りなかった、というところがあれば教えていただきたい。 

 

（岡本委員） 

自分自身、納得したことと言えば、エコクッキングって必要だなと思いました。テレビで

やっていた、野菜の皮を剥かないでそのまま使う料理を実際に試してみたらおいしかったし、

野菜くずとか普段出る生ごみの減量にもなりました。自分でもやってみてみると、知らない

ってこと結構あると思いました。それぞれの公民館で講座がありますので、料理を作る講座

でエコクッキングも取り入れてもらい、参加者に体験してもらったらどうでしょうか。その

時に参加者へ水切りや雑がみの啓発品も配りながら、ごみの減量を広めていくこともできる

と思います。 

 

（保科委員） 

広報やいづの 2月号に５３０ポスターの事とか大きくごみのことが出ていましたよね。そ

のページに黒土を使った生ごみ処理容器のモニター募集のことも書いてありましたけど、反

響はいかがでしたか。 

 

（増田係長） 

今日までで 48 件お申込みをいただき、現在、30 基お配りしました。黒土を使った生ごみ

処理容器は焼津水産高校の敷地内にあります藤枝特別支援学校焼津分校の生徒さんに作って

もらっています。モニターとしてお渡ししておりますので、まず始めてから 1ヵ月経ったと

ころで、色々試してもらいながら使っていただいた結果、どの位生ごみを処理しているか、

使い勝手はどうであるか、燃やすごみがどの位減ったか、台所の臭いが減ったかとかを記入

してもらって写真と一緒に報告してもらいます。あとは、長く使ってくださいというとこで

やらせてもらっています。 

 

（廣瀬委員長) 

使ってもらった感想を広報とかでＰＲして、家庭で生ごみ処理が広まってくれればいいで

すね。生ごみを減らしていくというのも大事なごみ減量の一つで、効果もあることです。生

ごみ処理のやり方も色々ありますので、大いに広まっていくにはモニターとかも取り入れな

がら提案してくことは良いですね。どういうところが良いということをお知らせしていくこ
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とは、大事なことです。利用者の話を読んだり聞いたりして、自分もやってみようかなと思

ってもらうことにより、新規の方が増えていくことになります。 

 

 

（保科委員） 

モニターをやってくれた人たちが、これ良いよと言ってくれないと広まらないですよね。 

 

（増田係長） 

黒土を使った生ごみ処理容器を近所の知り合いがやっていて、広報でモニター募集が出たの

で申し込んだという方もいらっしゃいました。 

 

（小林主任主査） 

焼津市では家庭から出る燃やすごみの量が一人一日当たり約 530グラム出しています。その

内の半分が生ごみだとして、生ごみ処理器で処理すると 265 グラムになります。4 人家族だと

1日 1キロ出ることになります。そうしますと生ごみ処理器 1 基で 1年ですと 356キロ燃やす

ごみを減量でき、10基ですと 3.6トン減量することができます。この生ごみ処理機で処理でき

る量は比較的大きく、さらにいうと福祉にもつながっているのですばらしいなと思います。だ

から、ぜひモニターが広がっていくと良いと思っています。 

 

（吉田部長） 

モニターなので結果を市でまとめて、皆さんにお知らせしなければ意味がないです。そこ

が一番大事なところです。 

 

（増田係長） 

まずは生ごみを減らしたいということがスタートですので、モニターにまずやってもらっ

て感想を頂く。それを今度、次のやり方に生かしていくっていうのも大事かなと思います。 

 

（廣瀬委員長） 

面白そうならやってみようという人はいると思うので、増やしていくためには得た情報を

上手に伝えていくことが大事なことだと思います。モニターの大事なのはそこなので。楽し

さみたいなことや良さみたいなことをモニターから聞き取って皆さんに伝えてください。 

 

（久保山係長） 

出た生ごみを処理する方法の他に、生ごみを出さない方の対策としていい取り組みはあり

ますか。 

 

（保科委員） 

家庭に残っているもうすぐ賞味期限が切れそうな食べ物を持ち寄って、それを使った料理

を作ってパーティーをやる記事を見ました。これを見て、食べ物を無駄にせず、みんな集ま

って楽しくできたらいいなと思いました。市でやっている説明会で紹介したらどうでしょう

か。 

 

（増田係長） 

各地域で行っていますごみ減量説明会ですが、環自協の支部長さんから説明会に参加でき

ない人にも説明会の内容を見てもらうようにＤＶＤを作って各自治会に配ったらどうかとお
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話を頂き、今年度配布させていただきました。ごみ減量の基本的な部分を説明しているため、

どうしても毎年内容が同じようになってきてしまうため、これまで頂きましたご意見を参考

にさせていただきたいと思います。 

 

（廣瀬委員長） 

     本日は、まとめということで生ごみ、雑がみ、容器包装プラスチックのことを振り返りな

がらご意見をいただきました。生ごみについては、食べきりや使いきりという面から賞味期

限が近い食品を持ち寄ったパーティーや授業参観日にごみ減量の授業をやって親子に啓発す

るといった新たなご意見もいただきました。雑がみは、雑がみを知らない方への周知や出し

やすい工夫等、取り掛かりのきっかけを提供していくことが今後の課題でしょうか。容器包

装プラスチックは、プラマークの確認と併せて、軽く水洗いがポイントなので説明会等でも

現物を見てもらって、まずは分別してプラの日に出してもらうことを徹底していけば燃やす

ごみへの混入も段々減っていくと思います。 

これまで 5回、ごみ減量市民委員会議を開催し、皆さんからご意見を頂きました。皆さん

から頂きましたご意見は、行政にバトンタッチしますので、今後、これらを発展させていく、

周知していく、使っていく中でごみ減量につなげていただきたいと思います。また、来年度

策定する計画に生かしていただきたい。 

以上で、第 5回焼津市ごみ減量市民委員会議を閉会します。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


