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令和元年度 第２回 蒲郡市ごみ減量推進対策協議会 議事録  

 

日 時 令和元年１１月１日(金) 午前１０時～午前１１時５０分 

場 所 蒲郡市役所 北棟集会室 

出席者 坂部会長、石川副会長、柴田委員、太田委員、安藤(和)委員、志賀委員、竹内委員、来本

委員、西浦委員、安藤(嘉)委員 

 

１ あいさつ 

坂部会長より挨拶 

 

２ 議事 

（1）第 1 回協議会議事録について 

（2）将来ごみ量及び目標について 

事務局より｢資料１：令和元年度第 1回蒲郡市ごみ減量推進対策協議会議事録｣、｢資料２：将

来ごみ量及び目標について｣の説明 
 

坂部会長 ただ今の説明についてご意見があればお願いしたい。 

柴田委員 事業系ごみが令和１０年度にかけて１人１日当たりの排出量が増えていくの

は、どういった原因と考えているのか。 

事務局 事業系ごみは事業所から出るもので、必ずしも人口の傾向に比例しないため、

１人当たりという表現が良いかという点はある。事業系ごみも処理手数料の見直

し等により総量は減少しているが、人口も減ってきており、事業系ごみの減少に

対して人口の減少が大きいため、１人当たりとすると増加するかたちになる。 

西浦委員 Ｐ１０の生活系ごみやＰ１１の家庭系ごみの数値がどの程度のものなのか、こ

れまでどれくらい減っているのか、それによって目標が達成できるかどうかが判

断できると思う。 

事務局 前回の資料の中で平成２６年度では生活系ごみが７７５ｇだったものが、平成

３０年度 に７５７ｇに減ってきている。各年で増減しているが、将来予測すると、

生活系ごみは少しずつ減少していくと予測される。ただし、目標に対してはまだ

減少が足らない状況である。家庭系ごみについては、前回資料に示していないが、

生活系ごみの中の家庭系ごみであり、生活系ごみと同様に捉えていただきたい。 

安藤(嘉)委

員 

Ｐ４で説明いただいた生活系ごみと事業系ごみの推移について、生活系ごみは

減っており、事業系ごみは増えているということだった。先ほど人口が減少して

いるためということで説明があったが、人口で割る点については事業系、生活系

は変わらないということだと思うがどうか。 

事務局 生活系ごみは人口の減少よりもごみ量の減少が大きいため、１人１日当たりに

した場合も減少傾向となる。事業系ごみは人口の減少よりもごみ量の減少が小さ

いため、１人１日当たりにすると増加している。 

竹内委員 目標値は目標値でいいと思う。１割減らすとなると例えば新聞を毎日出さない

ということで達成できるが、新聞を読むのをやめるなどといった文化的な生活を

資 料 １ 
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崩さずにごみを減らすということには工夫がいる。例えば夏のスイカであれば皮

がごみになるが、皮まで消費すれば減少するとか、乾燥させれば軽くなるとか、

カットフルーツを買ってくるなどの工夫がある。やり方はあると思うが無理なく

生活の中で工夫できる方法、数値というよりもごみを減らすということが重要だ

ということを啓発いただければいいと思う。 

事務局 １割という数字は、全員が１割減らせば達成できるところではあるが、やらな

い人がいることでやる人の負担は大きくなる。新聞や本の消費をやめるというよ

うな取り組みを求めるのではなく、使用したものを資源として分別し、ごみを減

らすことができているか加味できるよう家庭系ごみの目標も新たに設定した。ど

う取り組むかということについては啓発していきたい。 

安藤(嘉)委

員 

可燃ごみのうち水分量が半分ぐらいある。それをどう減らすかということが難

しい。木の枝などを出す場合も乾燥させて捨てるということでごみを軽くできる。

生ごみもそのまま捨てるのではなく、なるべく水分を減らせればごみを軽くでき

る。そういった方策を情報提供していただきたい。 

事務局 この後施策のところでもご報告させていただきたいが、生ごみも堆肥化や水切

りを呼び掛けるなど取り組んでいきたい。施策については、この後ご意見をいた

だきたいと思う。 

坂部会長 事務局より補足はあるか。 

事務局 新規に今回、家庭系ごみについても目標を設定させていただきたい。その他の

目標については、現状を見ると目標までは、まだまだ達成に向いていないため、

施策を強化して現行の目標の達成を目指していきたい。まとめると家庭系ごみは

目標を５００ｇと設定し、その他の目標は現状の目標として取り組んでいきたい

ということでご承認いただきたい。 

 （異議なし） 

坂部会長 それでは次の議題に進みたいと思う。 

 

（3）さらなる排出抑制・資源化のための施策について 

事務局より｢資料３：さらなる排出抑制・資源化のための施策について｣の説明 
 

坂部会長 ご意見、ご質問ありますか。 

安藤(嘉)委

員 

食品ロスダイアリーとはどういったものか。 

事務局 各家庭でどのような食品を捨ててしまったかを１週間分等定期的に見直すよう

記録するものになる。大体どの程度の量を捨ててしまったか、後で振り返り、食

品を大切に残さないよう、買い物の内容を考えるための記録である。 

安藤(嘉)委

員 

市としてフォーマットはあるのか。 

事務局 一般的なものがあり、市として精査して作っていきたい。 

安藤(嘉)委

員 

ホームページ等で見ることができるようにしていかないといけない。 
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事務局 取り組んでいきたい。 

石川副会長 廃食用油の店舗拠点回収が実施されるということで、これからも拡大していけ

ばと思う。 

事務局 廃食用油の回収については、茶の間の会の自主的な取り組みとして長年続けら

れてきた。月１回の指定日での回収を行ってきたが、市として常時排出できる拠

点を設置した。形原町のＡコープに設定したが、引き続き、他の地区についても

設置できるか今後の検討ではあるが、設置後の課題・効果を捉えつつ、設置に協

力していただける店舗等の確認を進めていきたい。 

来本委員 妻とよくスーパーに買い物に行くが、レジで会計を済ませてお客さんの様子を

見ていると、マイバッグを持ってきている人が多く、多くの人がリサイクルに協

力していると実感する。レジ袋を断り、マイバッグを使用する人も増えてきてい

る。今の環境清掃課がこういった啓発を進めれば、家庭系ごみの減量が男性も協

力して進んでいくのではないかと思う。 

Ｐ８、（５）の⑥について、私の地区では役員が代わる際、新役員には市の職員

を呼んでごみの分別をどうするかという説明を受ける。ごみステーションではク

リーンサポーターが立って住民に指導をしている。他の地域ではそういった説明

をされていないということか、もしやっていないなら環境清掃課から積極的に声

を掛けて実施するべきだと思う。 

事務局 今ご意見があったとおり、役員が代わる際や行事の際に市がご説明にあがって

いる地域もあるが、行ってない地域もある。実施している地域のほうが少ないの

で、積極的に実施していきたい。クリーンサポーターに関しても、毎年ごみの分

別について説明しているが、ごみの減量についても説明していきたいと考えてい

る。 

来本委員 市の職員のＯＢが地域に貢献するべきということで、積極的に協力させていた

だいているが、そういったＯＢも活用して各地域へ説明会に出向くよう頑張って

いただきたい。 

事務局 行事なども各地域で重なることもあって、どのようにお願いするかは難しいと

ころもあるが、出前講座についても申し込みを待つのではなく積極的に実施して

いきたい。 

西浦委員 可燃ごみの割合を見ると紙、プラスチック、草木の順で多くなっている。プラ

スチック製容器包装は収集しているが、それ以外のプラスチック製品は分別・資

源化できないのか。もちろん経費は掛かると思うがプラスチック製品の量は多い。

草木については、チップ化して市民に持っていってもらうという取り組みがあっ

たが、終わってしまった。再度取り組めないか。計画の中には入れられないかも

しれないが検討していただきたい。 

事務局 プラスチックの資源化に関しては研究ということではあるが、全てを資源化し

ていくとなると経費も掛かり難しいと思うが、研究していきたい。草木について

は一部チップ化して必要な農家にお配りしているが、草木チップは堆肥にはなら

ないため需要があまりない。堆肥化については、今後も研究していきたい。 
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石川副会長 堆肥化に関しては好評だったが今後はできないのか。 

事務局 今後も検討はしていく。幸田町と共同で取り組みたいということもあるため、

一緒に検討していきたい。 

安藤(嘉)委

員 

資料の中でごみ分別アプリの配信とあるがご説明いただきたい。 

事務局 市のホームページからスマートフォンにアプリをダウンロードできるようご案

内している。案内チラシも全戸配布したが、なかなか知らない方も多いため、引

き続きアナウンスしていきたい。また、外国語版も準備しており、外国人向けへ

の対応も進めていきたい。 

石川副会長 パソコンやスマートフォンが使えない高齢者の方に対しては、出前講座をもっ

と公式な行事以外でも積極的に行っていただければと思う。出前講座の内容も目

の前に実物を持ってきて見せるなどすると分かりやすい。アプリと言われても分

からない人が結構多いので、親しみやすいかたちでやっていただきたい。 

事務局 地域に出向き時間をいただいて、ごみの分別や減量についてもお願いをしてい

くようなイメージで考えている。 

石川副会長 地域や団体が出前講座に来てくださいと声をかけるところも少ないので、行政

側から出向きますよという働きかけをしてもらえるとよい。ごみの問題は毎日の

ことなので行政から積極的にＰＲしていただきたい。 

西浦委員 有料化という部分について、他の自治体の計画でも有料化を検討ということで

書いてあるが、蒲郡のように具体的には書かれていない。国の動向で、有料化の

手引きも作成されており、自治体として書かなければならないということもある

と思うが、そこまで具体的に示さなくてもいいのではないか。ごみ減量と負担の

公平化で有料化するとのことであったが、ごみの多い少ないで余分にお金を取る

必要はないのではないか。ごみ処理は市民の税金を使って行う全市民を対象にし

た事業であり、行政にとって一番大事な事業であると思う。全てを否定はしない

が、書き方はご検討いただきたい。 

事務局 ごみの有料化については、皆さんいろいろな意見があると思う。国が指導して

いるからということではなく、前回の計画から検討をするとし、検討の内容を定

めてきている。皆さんからのご意見をいただきながら、市としてどのように計画

に記載していくか決めていきたい。 

坂部会長 有料化についてご意見はあるか。 

安藤(嘉)委

員 

ごみの発生抑制という観点から有料化という言葉が出ていると思う。適正な料

金であればある程度は必要なことだとは思う。 

坂部会長 表現的にはどうか。 

安藤(嘉)委

員 

事務局としては必要なことと判断されていることだと思うので、表現は難しい

がいいのではないか。 

事務局 将来的にごみ量がどうなっていくかは予測値ではあるが、目標の５００ｇを目

指す中で、必ずその値に達しなければやるという意味ではなく、何らかの指標を

設けたいというところである。 
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志賀委員 やらなければならないことは市民の意識向上を図るということで、市もそれを

積極的にやっていただきたい。市内でも分別がしっかりできているところとでき

ていないところと、だいぶ差があると思う。我々も努力しなければならない。市

も市民に伝えていかなければならない。印刷物ではなかなか読まない人もいると

思うが、市・市民が双方努力して、その結果、有料化を検討しなければならない

時期もくると思う。 

坂部会長 有料化の問題については、前回の答申の中でも市民のコンセンサスを受けてと

いうことで示していたと思う。 

安藤(和)委

員 

具体的に見える化をするといいと思う。ごみの処理にいくら税金が使われてお

り、削減すると他の事業にこれだけ使うことができるとか、５００ｇとは具体的

にどれだけなのかなど、人の集まるところに行って見えるかたちで説明すること

がいいと思う。 

事務局 皆さんに分かりやすく発信していくことで、自ずと家庭系ごみは減っていくの

だと思う。仮に減らなかった場合では、何らかの問題・課題があるということだ

と思うので、その時の判断だとは思うが、何らかの対応が必要になってくる。ご

みの有料化については、ごみ減量のための一つの施策であるため、協議会として

は一つの施策として判断していくと表現したい。最終的に答申をいただく中では、

これまでの皆さんのご意見を踏まえて次回、答申案をお示しし、決定していきた

いと思う。計画についても、皆さんのご意見を踏まえて市が策定させていただく

が、計画案についても皆さんに次回見ていただいてご意見いただく予定である。 

石川副会長 事業系ごみの食品ロスについて、ＡＩを活用して食品ロスを減らすという取り

組みを見たが、柴田委員（アピタ蒲郡店）のところでは何かお考えか。 

柴田委員 ＡＩを使ってという取り組みは考えてはないが、３Ｒの推進の中で食品ロスの

削減については、目標を設定して毎月達成状況を確認しながら取り組んでいる。

現状、毎月目標をクリアしており、食品ロス削減の取り組みは進んでいる。 

石川副会長 コンビニのおでんでも廃棄が多いと聞いている。 

柴田委員 予約制を使って食品ロスを削減するという取り組みも聞いている。そういった

取り組みもあると思う。 

坂部会長 議題３について他によろしいか。それでは全ての議題について協議が終わった

が全体を通じて何かあるか。 

安藤(嘉)委

員 

今日、資源物の日で立ち番をしたが、きちんと分別せずに出しているものがあ

った。町内の人ではなく夜のうちに持ってきているのではないかと思う。資源の

ところに可燃ごみなどが入っていた。違反ごみの対処は難しく、時間外に出され

ると対応が難しい。監視カメラという対策もあるが、監視カメラがあるうちはよ

かったが、お金も掛かるためいつまでも置けない。皆さんのモラルに頼るしかな

いが、余所からくるものにはなかなか対応できない。 

石川副会長 通りがかると電気が自動でつくものを設置したが、それだけでも効果があった。 

安藤(嘉)委

員 

監視カメラより費用が掛からないものでいいかもしれない。 
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事務局 行政としてやれることが限られるところはあるが、困ったことについては、ご

意見を寄せていただければと思う。 

太田委員 シュレッダーごみは資源化できないのか。 

事務局 シュレッダーをかけたものは、繊維が細かく分断され、資源にはならないとい

うことで、ご了解いただきたい。 

 

３ その他 

事務局より次回予定及び｢添付資料｣について説明 
 

閉会  


