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令和元年度 第 4回 小松島市一般廃棄物処理基本計画策定会議 

議事録 

 

【日 時】令和 2年 2月 12日（水） 午後 1時 30分から午後 2時 45分まで 

【場 所】小松島市役所 4階会議室 

【出席委員】茨木委員、大島委員、金西委員、喜田委員、島田委員、武中委員、 

内藤委員、松浦委員、松村委員、山口委員 

 

【会次第】  

1．開会 

2．委員長挨拶 

3．議題 

（1）小松島市一般廃棄物処理基本計画（素案）の成案について 

      （2）パブリックコメントの実施結果について 

     （3）（市民用）概要版について 

    4．事務連絡 

    5．閉会 

 

 

【事務局】 

 事務局より会議の概要を説明。 

 

【委員長】 

委員の皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、心よりお礼申し上げます。そ

れでは、第 4 回 小松島市一般廃棄物処理基本計画策定会議を開始いたします。まず、

前回の会議から、エポックメイキングと言えるレジ袋のことです。私も折り畳んで入れ

るようにしておりますが、破れて廃プラスチックとなる危険性もあり、何回も使えるか

どうかは今後の検証に必要です。プラスチックがなぜここまでクローズアップされたか

といいますと、適切に回収されず、バラバラになって海へ流れたり、自然界に放出され

ることが問題視されたからです。プラスチックごみが海に浮かぶと広がり、下から見る

とクラゲに見えるため、ウミガメが勘違いして食べてしまいます。そういうことから自

然破壊に繋がるので、プラスチックごみを減らすという動きになっています。減らすこ

とは確かに大事ですが、処理するプロセスとして、他のことがあるのではないでしょう

か。小松島市では、ごみ袋は指定ごみ袋となっています。ごみ処理の問題は、あまり短

い期間で単純な結論を出してはいけないと考えます。今回は、今日の会議の最終的な目
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標は、お手元の「一般廃棄物処理基本計画」です。この計画は、令和 2年から何年でし

たか。 

 

【事務局】 

目標年次は令和 15年です。 

 

【委員長】 

15年分の計画の成案を見ることが、今日の会議の目的です。その議論を皆様と行いま

して、廃棄物処理基本計画というのは、目標年次はいつになりますか。 

 

【事務局】 

 目標年次は、概ね 15 年後ということですが、概ね 5 年ごとには改訂する計画ですの

で、その認識を間違えないよう、お願いいたします。 

 

【委員長】 

目標年次ですが、概ね 5年ごとに策定させていただきます。この計画は、協力してい 

ただいている市の処理あるいは回収の手伝いをしていただいている人たち、市だけの計

画だけでは成り立ちません。実際には、市民一人当たりの廃棄物排出量の減少を念頭に

置きますので、協力は、一人一人の市民の皆様へのお願いです。広報は色々な方法があ

り、ホームページを使うのと同時に、お手元にあります冊子の「概要版」を作ります。

このような 2つのことを行いたいということで、進んでまいりたいと考えております。

それでは、よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

事務局より、議題（1）小松島市一般廃棄物処理基本計画（素案）の成案について、

議題(2) パブリックコメントの実施結果について説明。 

 

【委員長】 

ありがとうございました。この基本計画、ホームページに上げているパブリックコメ

ントを行った、ということです。それでは委員の皆様より、一般廃棄物処理基本計画に

ついて、何かお気づきの点などがございましたら、お願いします。 

 

【A委員】 

 この概要版についてですが、今、国・県も SDGsを国民に広げるという形になってい

ます。今回、該当しているところが、17 の目標のうち 12「つくる責任、つかう責任」
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に該当すると思います。この基本計画の中に SDGs に該当しているところがあるので、

計画の中に入れるところがあれば、加えていただけるとありがたいと考えます。 

 

【委員長】 

実は、市の別の計画に（SDGs を）入れましたが、具体的に入れるにはもう少し勉強

しなくてはなりません。すなわち、市全体が概念をもう少し勉強しないと個別の計画に

は難しいと考えます。また、目標以上にターゲットまで細かく勉強しないと有意義に使

うことは難しいです。個別の計画だと、そこまで掘り下げないと難しいという疑問があ

りまして、全体的な計画には、今後 1年間かけて市の方でマークの意味とターゲットに

ついて勉強し、時間がかかるという議論はさせていただきました。 

 

【事務局】  

事務局としては、SDGs の考え方は今の時勢から否定するものではなく、必要な部分

として位置づけの落とし込みができないと活用は難しいので、今のところは、こういう

形でお願いしたいと考えている次第です。 

 

【A委員】 

わかりました。少し考えていただきたいと思います。 

 

【委員長】 

県の次の戦略のパブリックコメントを見たのですが、マークがどういう関連性を持っ

ているかは時間がかかりそうです。世界が認めた基準ですが、やはり行政の仕事ともう

少し各課レベル、個人の仕事でも勉強してほしい内容です。それを普段、仕事をしなが

ら考えなければいけないので、マークをつけるだけならばトレンドを追いかけることは

できますが、活用するには時間も必要です。逆に言うと、市民、国民の間で共有する場

があれば良いと考えます。SDGs がこういった取り組みであると説明がしやすいように

作る。今回は途中見直しということで、この話は置いておき、ターゲットまで勉強する

と考えます。他にありませんか。 

 

【A委員】 

その課や部署によって、17の目標のうち、ここの課はここに該当という形で、それぞ

れが該当することはあると思います。 

 

【委員長】 

わかりました。そういうことで、策定会議の案としてよろしいでしょうか。 
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【委員】 

特になし。 

 

【委員長】 

これで、この案を進めさせていただくということです。次に、先に話のありました「概

要版」について、説明したいと思います。 

 

【事務局】 

事務局より、議題（3）（市民用）概要版について説明。 

 

【委員長】 

ありがとうございました。概要版を通じて、本体版のおさらいをしたいと考えます。

何かお気づきの点などがございましたら、お願いしたいと思います。 

   

【A委員】 

この概要版が確定したら、広報に掲載するのでしょうか。 

 

【事務局】 

 はい。基本計画、概要版もホームページ等で情報提供します。概要版は冊子を作るこ

ととなりますが、ホームページ等からデータを取得できるような形と情報提供に関して

は、広報等を考えております。 

 

【A委員】 

概要版の概要みたいなものですか。 

 

【事務局】 

基本計画は、ホームページにも掲載します。概要版についても、最終ご意見をいただ

きまして、修正等があれば最終版とします。 

  

【委員長】 

ごみの扱いは文化的です。封を切っていないモノをそのまま捨てますが、それはなぜ

だろうと思います。都会であれば、その店に行けばいつでも手に入ります。そうではな

いから、予備を買っておくけれども、色々な事情で半年くらい使わないまま手つかず状

態になります。事務局へ質問ですが、「NPO法人フードバンクとくしま」は、徳島市に
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登録したNPOでしょうか。小松島市は別でしょうか。 

 

【事務局】 

それに関しては、確認できていません。 

 

【委員長】 

これから行政だけで頑張っても厳しいので、民間の力を借りる制度になっていますが、

色々な力を借りてやっていく必要があります。 

 

【事務局】 

全国的な事例で見れば、福祉協議会等が主催で、市のイベントに取り組む事例があり

ます。常時行うのであれば、当然、NPO 法人の事務所に正規に申し入れるという話に

なります。ただ、いずれのパターンでどちらを運用するというのは地方公共団体の判断

ですが、小松島市としては今のところ、どちらのパターンも実績はないということです。 

 

【委員長】 

ありがとうございました。 

 

【A委員】 

今のお話ですが、県の消費者協会としては、今年度までは「レジ袋削減」のキャンペ

ーンを全県下でしていたのですが、次は「食品ロス」の一斉キャンペーンを考えており

ます。前から言われている話ですが「食品ロス」も色々使い道もあるし、節約する分も

あり、色々考えられることがありますので、そこを啓蒙する活動で、今年度から「食品

ロス」をテーマに活動しますので、また頑張りたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

【委員長】 

ご協力よろしくお願いします。基本計画と概要版が市民の目に触れるようなことが大

事ですし、文化を変えるという意味で、基本計画をしっかり学ぶ必要があります。ちな

みに、ごみの排出量は 1人あたりどの程度、減らさないといけなかったですか。 

  

【事務局】 

100ℊ以上です。 

 

【委員長】 
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100ℊ以上減らさないといけないので、市民に見ていただきたいと思います。自分たち

の地球の話なので、ごみの排出量の削減等をやってもらうように、市民の目に触れるよ

うに取り扱いたいと考えております。よろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 異議なし。 

 

【委員長】 

それでは、この計画を実際に動かす「将来計画」の確認をしておきたいと思います。

計画年度と、1ページにあります、令和 2年度に計画を開始しまして、令和 10年度、令

和 15 年度としてスケジュールを進める形です。その中で「見直しスケジュール」は何

でしょうか。  

 

【事務局】 

 具体的には記載しておりません。今後、5 年後くらいを目途にもう一度見直しして、

目標年次からすると、少し年数が中途半端になるところもあるのですが、ご了承いただ

きたいと思います。 

 

【委員長】 

この「一般廃棄物処理基本計画」には、第 4章までが「ごみ」、第 5章は「生活排水」

を記載しております。小松島市内で文化が進みまして、ほとんどの家庭のトイレは水洗

になっており、それぞれのご家庭で浄化槽を設置しています。これを前提に計画書とし

ています。これについては、会議等で確認させていただきました。また、他の市におい

て、下水道料金について、料金をいくらに値上げするかという会議をお手伝いさせてい

ただきましたが、下水道の普及率はピークに達しています。しかし、値上げをお願いす

る以上、普及率を向上させなければいけないと話をした次第です。小松島市も災害対策

優先で、なかなか進まないところもあります。長い目で見ると浄化槽の管理費よりは安

くなりますが、長い目というのは何十年単位となるので、意識は揃わないです。県全体

の下水道普及率も浄化槽が家庭に普及したので進んでいない状況です。 

 

【A委員】 

 10 年、15 年先に向いて、今、令和 2 年度から作る業務計画の中に、SDGs が進んで

いるので、対応するという言葉がほしいと考えます。 

 

【委員長】 
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計画の概念図を見ていただきたいのですが、相互関係は何ページになりますか。 

 

【事務局】 

「基本計画」の 2㌻になります。 

 

【委員長】 

基本計画の条例や国の体系があります。そこから廃棄物のページを抜き出すことが比

較的容易なので、その計画に目標を書いています。私もまだ不完全と言ったのですが、

その部分を引用し、それぞれの目標がいるのですが、そういうところも可能と考えてお

ります。 

 

【事務局】 

 「小松島市第 6 次総合計画」においては、廃棄物のリサイクル率や処理目標があり、

今回のように何トンにするかというようなところです。ただ、まち・ひと・しごと（創

生総合戦略）は、人口定住・移住定住が主となる計画ですので、廃棄物の中身・数値目

標等は位置づけていません。あえていうならば「SDGs」のニュアンスを十分研究して

施策との関連性、先ほど言われましたが、新しく実践的な部分というのであれば、ふさ

わしい時期まではすえ置きたいのが本音です。 

 

【副委員長】 

小松島商工会議所ですが、現在は食品ロスの対策を進めています。しかしながら、こ

れを推進する運動はしているのですが、各事業者が個々に実施してこういうことをして

いる、という声も結構あるのが実態です。理念は持っていますが、行政も同じような気

持ちで複雑なことを抱えているというところでありますので、理解いただくのは非常に

良いことです。それから、この中でもう一つ、概要版で思うことがあるのですが、デー

タを整理したのは、非常にいいと思います。携帯電話やパソコンなどは、最初から企業

が何年ぐらいで置き換えるという形で、修理できないというところは、必要分を拡大し

ないといけません。ここでは、こういうような情報を発信していかないといけないと思

います。それから、住宅も壊せばたくさんのごみが出てきます。しかしながら、これも

経済対策などで状況も変わりやすいので、その対応が必要となります。ここでは市町村

計画として理解しています。 

 

【委員長】 

話をいただいた内容で、例えば第 4章の「ごみ処理基本計画」の概要版のもとになっ

た施策の体系を網羅的に見ていただいたところと思います。ここでやはり、「住民」「事
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業者」「行政」の 3 つが主体となり、やるべきことを記載したのが計画の一つの特徴で

あり、市の行政ができることも本当に限られたものなので、文化も変えていかないとい

けないし、国全体の方針もすぐに変わるものではありません。変わらないものを考えて

文化を形成すると、この計画は非常に網羅的でありながら、きちんとしたものになると

思います。ありがとうございました。別の話ですが、携帯電話を集めて途上国に送りま

す。携帯電話の中にレアメタルや金、プラチナ等が含まれていますが、分別して取り出

して再利用する技術がありません。送り出すとごみになります。そういうことは国も考

え、大きな業者もたくさんあり、都市鉱山という言葉もあります。都市の中には鉱山、

すなわちレアメタルが山のように眠っています。それをどうやって取り出すか、わが国

でも技術が確立されていません。今、どんどん精度を上げて、再利用できるように研究

しています。そういう状態なので、スピード感をもってやる仕事と文化を変えないとい

けない仕事は、行政は一緒にしてはダメということで、ごみの問題はほとんどが後者に

なるようです。もう一度確認します。計画期間は令和 15年度までですか。 

 

【事務局】 

はい。計画期間は令和 15 年度まででございますが、見直しは概ね 5 年ごとに行うと

いうことでご理解いただきたいと思います。 

 

【委員長】 

令和 15 年度まで何が起こるかわかりません。長期の計画であれば、変更のリスクが

大きいと考えていいと思います。ですので、今後に向けて、市民の皆さんも今以上に

SDGs の考えも踏まえた考えが大切と考えます。それでは、概要版も一応、原案どおり

です。ありがとうございました。今日予定された案件は終わりですが、何かお気づきの

点などございましたら、お願いしたいと思います。 

 

【各委員】 

特になし。 

 

【委員長】 

それではこれで予定された議事は終了といたします。 

 

【事務局】 

事務局より事務連絡。 
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【B委員】 

長期間にわたりありがとうございます。審議いただきましたように、この案をよくま

とめていただいたと思います。ただ、これはまとめただけですので、計画だけで終わら

ない、というのが一番重要です。この中で思ったのは、1 人あたり 100ℊ程度の減量、7

割が生活系の燃えるごみです。この計画は、周知して実践しながら、ごみを減量すると

いうために作ったものと考えております。今後も審議していただくこともあるかとは思

いますが、これをもとに進めてほしいと考えています。ありがとうございました。 

 

－午後 2時 45分 閉会 － 


