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令和元年度 第 3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】令和元年 11月 20日（水） 午後 1時 30分から 3時 15分まで 

【場 所】小松島市役所 4階大会議室 

【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）について 

      （2）アンケート調査結果（クロス集計分析）の追加報告について 

     （3）パブリックコメントの実施について 

    4．事務連絡 

    5．閉会 

 

【会議概要】 

午後 1時 30分開会 

 

【事務局】 

事務局より会議の概要を説明。 

 

【委員長】 

委員の皆様方、ご多用のところ、お集まりいただきありがとうございます。円滑

な議事を心がけて参りますので、よろしくお願いいたします。さて、最近、ペット

ボトルの水を作っている工場を見て来ました。私の認識では、ペットボトルの形に

なったものが運ばれ、単に水を詰めるだけと思っていましたが違っていました。水

を詰めるラインの最初にペットボトルを成型する装置があり、温めて空気を入れま

す。その直後に水を詰めて、栓をして箱詰め後に運び出します。初めて知りました

が、2 回目を使うにはもう一度液体まで戻さなければならず、文献等によると、新

しく石油から作るのと同じだけの石油エネルギーが必要だそうです。ペット樹脂は、

ペットボトルとしては再利用しないけれど、別のものになります。ペットボトルが

紙ファイルになることは知っていましたが、色々な目的があると思いました。ワイ
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シャツを作るなら、再度エネルギーを使って溶かす必要はありません。リサイクル

は、色々なところで知らない工夫がされていると再認識し、是非そういう所でリサ

イクルを勉強してもらいたいと思いました。昔に戻ることはなかなか難しいので、

ごみの排出量のうち、どのようにリサイクルの割合を上げるかがこの計画の核にな

ると思います。昔のように鍋で豆腐を買いに行く文化ではないから、いかにして地

球の材料をもう一度使うかという計画にしていかなければいけないと思いました。 

ごみは生活や文化と非常に密接な関係にあり、出した本人が処理することになっ

ていますが、あちこちで野焼きが起こりますので、適切な収集、処理という役割を

市町村が担っています。したがって、今日はその市町村の役割である廃棄物の処理

計画を皆様と一緒に議論したいと思います。本日の議題は 3 つ用意されています。

小松島市一般廃棄物処理基本計画素案について、市民のアンケート調査結果のクロ

ス集計の追加報告について、パブリックコメントの実施についての 3点です。議題

1 小松島市一般廃棄物処理基本計画素案について、目次を見ていただきたいと思

います。では、事務局から説明をお願いします。 

   

【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）1、2 章について

説明。 

 

【委員長】 

ありがとうございました。第 1章と第 2章は概要と現状ですが、お気づきの点が

ありましたら、後ほどお願いしたいと思います。それでは第 3章から第 4章をお願

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）3章、4章につ

いて説明。 

 

 

【委員長】 

データを見て他の行政計画では、人口が少しずつ減る方向で将来的に戻すという

計画は都市ごとにありますが、少し難しいかもしれません。モノを売る商売と違っ

て、廃棄物の量は本来なら少しずつ減るものですが、一人ひとりが出すごみの量を

減らせば行政の負担は軽くなります。他のまちづくりの計画とは違って、適切に処

理していけば市の負担は減るのですが、1 人あたりのプラスチック排出量などは増



3 

えています。ごみが多くなるような生活の形態に変わっているので、少し努力が必

要です。お気づきの点がありましたらお願いします。 

 

【A委員】 

廃プラスチックについて、輸出の制限等がありますが、今年 5月に環境省から各

都道府県と政令市に向けて、事業者が排出する廃プラスチックの受け入れを求める

ニュースを見ました。いつかはわかりませんが、結局それは各市町村に下りてくる

と思います。一般廃棄物処理基本計画では、令和 15 年までの長期の数字を出され

ていますが、受け入れるとなれば、大きく変わって影響もあるのではないかと思い

ますが、どのような状況でしょうか。 

 

【委員長】 

産廃は県の仕事という区分はできているのですが、その影響はどうですか。 

 

【事務局】 

新聞報道のとおり環境省から通知があり、意向調査はありました。高カロリーを

焼くような炉を整備できているところは処理できますが、本市は単独整備のストー

カ炉なので、受け入れはありませんが、法改正等によるところもあります。広域ご

み処理の部分において、一般廃棄物処理は事務委託方式で徳島市と協議しています

ので、この観点からも今の段階では、そのような判断に至っていません。ただ、事

業者の声としては、保管コスト等が経営面を圧迫しているそうです。今は国の法体

系や財政支援のあり方が見えない状況であり、全国的な課題であるという認識です。 

 

【委員長】 

産業廃棄物は都道府県の範囲です。規模も大きく、量も出方も違うため、都道府

県の仕事として位置づけていますが、経営の圧迫という観点から、色々な要望が出

てくるのは理解できますが、産業廃棄物である以上、商品のコストに転嫁して最終

的な需要者がそれを負担するのが基本です。世の中では、厳しい競争環境に置かれ

て、需要人口が減り、要望が出るというのはわかりますが、法体系そのものを考え

直す時期に来ている可能性はあると思います。 

 

【B委員】 

赤石地区には最終処分場がありますが、あとどのくらい使えるのか、また、広域

化した場合、最終処分場の取り扱いはどのようになるのですか。 
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【事務局】 

最終処分場については県有地を借りて供用開始し、以降、再延伸許可をいただい

ております。今年度が再延伸にかかる年度であることから、県との調整を行ってお

り、現時点で明確な答えを申し上げることはできませんが、少なくとも残余年数は

減っており、減容化を図るのが市の責務であると考えておりますので、ご理解いた

だきたいと思います。また、あくまでも広域処理は中間処理までです。基本的に最

終処分は広域の所掌事務に入っていないので、各市町の問題として考えるべき事項

という位置づけです。 

 

【委員長】 

難しいですね。この計画年度の中で、新たに最終処分のあり方も位置づけて、課

題の一つとしているところです。 

 

【B委員】 

事業系一般廃棄物について、小さい商店の人が事業系の区別がわかりにくいので 

燃えるごみの袋が 5袋出ているところがありますが、どのような扱いをしています

か。 

 

【事務局】 

事業系一般廃棄物における事務系の紙類等は、事業者が自らの責任において処理

しなければなりません。その中から資源化に回せるものがあれば資源化率が上がり、

ごみの焼却量も減となります。こういった啓発の意味合いもあり、事業系のパンフ

レット、リーフレット等の検討をはじめ、新たな取り組みの啓発を図っていきたい

と考えます。 

 

 

【委員長】 

市内事業者へのアンケート調査において、事業系一般廃棄物という定義をご存じ

ですか、との報告では、意外と意識が低く、本来ならば皆さんで処理していただく

のですが、意識的には低いという印象です。学問の言葉ですが、ある意味フリーラ

イド（ただ乗り）の危険性があるので、本来的にはごみの減量化に努めるという姿

勢で進める必要があると思います。ごみの問題は難しくて、廃棄物は文化の問題で

す。2 回目に少し議論しましたが、プラスチックを集めて処理するうちは大丈夫で

す。それが野晒しになってバラバラになって海へ流出するとマイクロプラスチック

という重篤な問題として返ってくるので、ここに書かれているように 3R を徹底す
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ることが計画の核になると思います。何か他にお気づきの点がありましたら、ここ

まではこの方向で進めるとして、生活排水処理が計画に含まれていますので、進め

ていきたいと思います。説明お願いします。 

 

【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）5章について説明。 

 

【委員長】 

ありがとうございました。この関連で何かございますか。 

 

【B委員】 

公共下水道の現状についてはどういう流れになっているのかお聞きしたいと思い

ます。 

 

【委員長】 

平成 14年からスタートして非常に長い取り組みになっていますが、吉野川水系

において県が力を入れて下水管を吉野川沿いに入れて、接続するという話が出まし

た。大規模な施設になるので、非常に難しいと言えると思います。下水道というの

は浸水対策の雨のための下水管と、汚水を集めて処理するための下水管を 2本入れ

るのが大原則ですが、進んでいないというのが現状です。下水処理に関して計画は

どうなっていますか。 

 

【事務局】 

小松島市の公共下水道に関してですが、事業認可を取得し、事業に着手していま

す。当初、公共下水道事業というのは、委員長さんがおっしゃられた通り、雨水対

策と汚水対策の両輪が公共下水道となります。事業着手当初は汚水事業、雨水事業

の両輪で進めていたところですが、平成 16年 10月の台風時、市にとどまらず、被

害が出て浸水対策の方に重点を置き、公共下水道を整備し、市民の生命と財産を守

ることに力点を置くと庁内で意思決定されまして、雨水事業の方に力点を置いたの

が現状です。ご承知のとおり、財政的に非常に厳しい時期と重なりまして、市民の

生命と財産を守る事業を優先してきたという経緯があり、現状として市民目線では

汚水事業が進んでいないと感じることがあるかもしれません。 

 

【委員長】 

下水と雨水の管を埋めているけれども、雨水だけですか。 
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【事務局】 

雨水管のみです。 

 

【副委員長】 

雨水対策や浸水対策は市民全ての人に理解いただけると思いますが、汚水対策は

下水に対する市民負担が受け入れられるかどうかというのが一番大きいと思います。

この合意が得られない限り、なかなか加入いただけないと思います。合意が得られ

なければ、合併浄化槽等に重点を置いた対策も必要と思います。 

 

【委員長】  

県の場合、合併浄化槽が開発されて普及する時期と都会が公共下水道をする時期

と重なっていたわけです。本来、下水道の方がコスト的に下がらないと誰も接続す

る人がいませんが、合併浄化槽の性能が良くなったというのも現状です。市の水環

境対策の問題点は、生活雑排水が未処理のまま川へ流れている分は、まちづくりと

一体化して考えていかなければいけません。家を改装、改築する際に、環境に合う

形にそれぞれの家を管理するというのが必要と思います。未処理のまま下水を流し

ているようなら、環境問題を考えてください、というお願いくらいしか方法はない

と思います。理想の姿は、市全域に公共下水道で雨水も汚水も整備されているのが

ベストですが、現実的には難しいところもあります。地域全域で、まちづくりと一

体として環境問題を解決する、水は汚さないことで考えていきたいと思います。 

 

【副委員長】 

急激な人口減少が進んでいますので、転出等で団地の人口が減ってきたら、浄化

槽自体が管理できなくなります。大きな浄化槽の場合、5件や 10件では浄化槽にか

かる経費が負担しきれなくなり、維持管理できない浄化槽に市税が投入されること

になれば、市民としては納得できる人と納得できない人が出るのではないかと思い

ますので、大きな意見の集約が必要になると思います。 

 

【委員長】 

インフラは全部そうです。例えば、将来の人にも負担してもらうためにインフラ

を作るお金は国債を売っていいという建設国債の考え方がありますが、これは将来、

人口が増えることを前提とした制度であって、負担者が減るのであれば建設国債の

仕組みも危なくなります。先ほどの話は、行政のレベルを超えて政治的決定が必要

です。あらゆるインフラやサービスが危機に瀕しているというご意見は、計画書を
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策定する際に非常に貴重で、コンセプトとして織り込む必要があると思います。全

体については、後ほどご意見をいただきますが、計画素案についてはこのまま進め

ることでよろしいでしょうか。 

 

【委員】 

異議なし。  

 

【委員長】 

ありがとうございました。では、資料 2をお手元にご用意ください。前回のアン

ケート結果の属性別に検討してはどうか、追加的な分析をしていただきましたので、

報告をお願いします。 

 

【事務局】 

事務局より議題（2）アンケート調査結果（クロス集計分析）について説明。 

 

【委員長】 

ありがとうございました。前回の資料を世代別、家族構成別で分析していただき

ました。ごみの分別、廃棄物の意識もできるのが見てとれたところで、空き缶は、

空き缶のごみ袋に入れるという生活習慣をつけていただければと思います。そうい

う点でも環境教育が非常に重視される点だと思います。この集計について、何かお

気付きの点はございませんか。 

 

【副委員長】 

ごみの減量化で、30 代、40 代で少しなら減らすことができるという意見が多く

あります。これは、インターネット等の利用も影響するかもしれませんが、情報が

あれば教えていただきたいと思います。 

 

【事務局】 

具体的には立証できませんが、その可能性はあると思います。バザー等の催し物

の取り組みが市民に見える形ではあまりないので、そのような取り組みも否定でき

ないと思います。 

 

【委員長】 

ありがとうございます。事業系一般廃棄物のアンケートを見直していたのですが、

知っている人は 4割です。本来ならば仕事として知っているべきですが、なかなか
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そこまでいかない現状もあると思います。今回の計画を改定する前にこの会議でご

意見を頂戴しましたが、市民からご意見を伺う機会を持つということで、パブリッ

クコメントの説明をお願いします。 

 

【事務局】 

事務局より、議題（3）パブリックコメントの実施について説明。 

 

【委員長】 

ありがとうございました。パブリックコメントについての規則等はありますか。 

 

【事務局】 

パブリックコメントについては要綱に基づき、おおむね 3週間程度を目安とする

となっており、それに準じております。 

 

【委員長】  

それに従った形で実施するということです。今日ご欠席の委員さんもいらっしゃ

いますので、周知いただきまして、パブリックコメントに付すことにしますが、よ

ろしいでしょうか。 

 

【委員】 

異議なし。 

 

【委員長】 

ありがとうございました。予定された議題は終了しましたが、全体を通じてお気

づきの点などありましたら、発言ください。 

 

【C委員】  

市衛生組合連合会では、資料にも出ておりますが、日々、一生懸命頑張っている

ということだけ報告します。 

 

【D委員】 

計画も具体的に素案で進み、少しほっとした気持ちです。改めて色々と知らなか

ったこともありましたので、機会があれば取り組みを会社や家族に話したいと思っ

ていますし、ごみを減らさなければ自分たちに返ることを周知したいと思います。 
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【E委員】 

 一人一日あたり約 1,000g ということが書いてあり、こんなに多くのごみが出て

いるのかと初めて感じたところです。一人の市民として､少しずつでもごみを減らし

たいと感じています。 

 

【委員長】 

市の廃棄物の問題には私も長く携わらせていただいています。プラスチックは文

化が衛生的なもので囲まれている状態になったら、使わないで健康な生活が維持で

きないような文化環境になっているわけです。これを適切に処理することで話が始

まり、今回、一般廃棄物処理計画の素案を認めていただきましたが、今後のパブリ

ックコメントにおきましてもよろしくお願いします。 

   

【事務局】 

事務局より事務連絡。 

 

－午後 3時 15分 閉会 － 


