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令和元年度 第 1 回 小松島市一般廃棄物処理基本計画策定会議  

会議録 

 

【日 時】令和元年 7 月 31 日（水） 午後 1 時 30 分から 

【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、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．市長挨拶 

3．委員委嘱 

4．委員長および副委員長選出 

5．委員長挨拶 

6．議題 

（1）小松島市一般廃棄物処理基本計画策定会議設置要綱の 

一部改正(案) 

        （2）前計画の概要説明について 

       （3）主要項目の実績推移について 

       （4）アンケート調査（案）について 

      7．事務連絡 

      8．閉会 

 

【会議概要】 

 

【事務局】 

事務局より傍聴の注意、市長挨拶、委員委嘱、事務局・出席職員等の紹介を行った。 

その後、委員長および副委員長の選出提案、および委員長より挨拶。 

 

それでは、設置要綱の規定によりまして、会議の議長は委員長があたることとなっ

ておりますことから、以降の議事進行はお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

【委員長】    

お手元の会次第をご用意いただけますでしょうか。本日の会議の議題は 4 件予定さ
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れていまして、資料も配布されていますので、進めてまいりたいと思います。まず、

この策定会議をなぜ作るのかというルールがありまして、これが小松島市一般廃棄物

処理基本計画策定会議設置要綱というものでございます。市でお定めいただくもので

すが、一部改正から始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【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策定会議設置要綱の一部

改正（案）について説明。 

 

【委員長】 

ありがとうございました。議題（1）、任期の変更趣旨をお願いできますでしょうか。 

 

【事務局】 

補足させていただきます。要綱につきましては、前計画の中で策定していたのです

が、計画を作って終わりというような考え方にもとれる要綱でしたので、今後、計画

に掲げた数値目標の点検、進行管理を図っていく必要があることから、改正提案をさ

せていただいたというのが趣旨でございますので、ご理解賜りますよう、よろしくお

願いいたします。 

 

【委員長】 

はい。私が専門にしている政策学の理論ですが、昨今、見直しをするということが

非常に重要になっていまして、計画は二つの要素があります。順調にいけばいいんで

すが、大きく環境が変わってしまう、どのように環境が変わることを想定するかです。

明日から県内の大手スーパーマーケットさんがレジ袋を有料化されます。数値をそれ

に応じて若干厳しく変化させる必要が出てくる場合があります。そういったことをき

ちんと反映しながら、目標としての環境保護を図っていくというのを見直すのは、毎

年あるいは中間評価の形でやりますので、ただし書きを足すことによって、本会議で

達成しようという目標でございます。そういう事情ですので、これについてはまずご

承認をいただきたいと思いますが、いかがいたしましょうか。 

 

【委員】 異議なし 

 

【委員長】 

はい、ありがとうございました。では、具体的に話をしたいと思います。要綱にあ
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る「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によると、市は廃棄物収集をしなくてもい

い、語尾には自ら処理しなさいと書いてあります。自ら処理をするということはどう

やって処理したらいいか、ご家庭に焼却炉を設置して野焼きのようなことをしなけれ

ばいけません。それもまた住民同士で争いごとのもとになったりする可能性もありま

すし、野焼きといっても発生するごみの中には、あまり低い温度で焼いてしまうと害

になるものを排出するものもあります。そうならないように、市町村で生活の上で出

るごみは適切に収集し、処理しなさいと書いてあるのが廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律の目標です。この計画は、その法律に基づいてつくっていくものですが、基礎

的自治体である市町村がすべき廃棄物処理業務の基本のところをきちんと書いていき

たいと思います。 

二つ目、ペットボトルのラベルにはプラとペットボトルのマークがあります。本体

はペットボトルとして再生して利用するルートに乗せてください、キャップとラベル

はプラスチックごみとして扱ってください、というマークがあります。このマークに

合わせて処理していくということをペットボトルのお茶を飲んだ人に求めている制度

があります。なぜこういうことにしたかというと、どこにでも捨ててしまうと町も汚

れるし、誰かが拾って処理しなくてはいけないですが、放っておけば燃やすことにな

ってしまいます。燃やしたほうがいいという考え方と回収してもう一度ペットボトル

の材料として使いましょう、という考え方があります。実は前回の処理基本計画を立

てた時には、まだこの議論は決着がついていませんでした。リサイクル矛盾という本

を書いた先生がいて、ペットボトルを再生して別のものにするのに石油が要る。再生

する石油のほうが多いのではないかと仮説を立てて計算した先生がいらっしゃいます。

その先生がエネルギーを少し多めに見積もっていたらしくて、ペットボトルは再生し

たほうがいいのではないか、という説が有力になってきましたが、もう一度食品を入

れるペットボトルにするのにはかなり大変で、ペットボトルを作るのと同じくらいの

石油が必要とわかりました。書類を整理する紙挟みやワイシャツの繊維にするのであ

れば、エネルギーはもう少し少なくて済むという研究結果が表れてきて、ペットボト

ルを再生しましょうという方が正しいのではないかというご意見が強くなってきたと

いうのが前回の計画からの大きな進歩ということになっております。 

前回の計画からの進歩はレジ袋問題ですが、レジ袋が海水を含むとクラゲに見えて

しまう動物がいて、クラゲが大好物の海洋生物がレジ袋を食べてしまいます。レジ袋

は消化しないまま胃の中に残って海洋生物が病気になってしまいます。レジ袋を削減

するということは、環境問題からも非常に大事になってきました。委員の皆さんには

思い出してほしいのですが、昔は鍋を持って買いに行っていた豆腐もプラスチックの

容器に入って売っているという文化になりましたから、現代的、衛生的な文化になる
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ほどごみの量は増えます。その増える量に対して再生する量を増やしていくというこ

とが重要になってきます。今、再生の文化が出来つつありますが、スーパーで売って

いる５本入りの焼き鳥を思い浮かべていただけますか。白い発泡スチロールのトレー

にタレをつけて並べてありますが、不衛生なので必ずラップをかけて商品として売ら

れています。家庭に持って帰って温めて食べると、鶏肉は胃袋に入ります。焼き鳥の

串は燃えるごみですが、危ないので、極力牛乳パック等に入れていただかないと収集

の人のけがの原因になります。焼き鳥の入っていた白い発泡スチロールのトレーはど

うしますか。 

 

【事務局】 

廃プラスチック類として収集しています。 

 

【委員長】 

軽く水洗いをすればプラスチック容器として回収していただけますよね。ラップは

どうでしょうか。正しい答えは、どうやら焼却ごみらしいです。元々ラップは商品と

して売ったものなので、プラ容器としての容器代には含まれていません。どこにも行

き先のないプラスチックごみが食品ラップだそうです。プラスチックのごみの 40％

以上が食品ラップを占めているというデータを大学のゼミ生が持ってきてくれまし

た。そういった問題も起こっています。長話をしましたが、この会議を始めるにあた

って、委員の皆様方には普段の生活をイメージしていただき、どうすればごみの減量

が可能なのかをこの計画に盛り込んでいく必要があります。各自の立場から離れて結

構ですので、どんどんご意見をいただければと思います。順番を反対にして申し訳な

いですが、計画はいつまでに策定すればよいですか。先にその議題をやりたいと思い

ます。この会議の開催スケジュールはいつまでですか。 

 

【事務局】 

順序を逆にしますが、スケジュールを申し上げたいと思いますので、資料で、策定

会議の審議内容とスケジュール（案）をご覧ください。本日の会議を含めて、今後 4

回予定しております。次回が 10 月、事務局の想定は、3 回目の 11 月あたりで計画の

素案について、委員の皆様方の承認をいただければと考えております。承認後に 3 週

間程度かけてパブリックコメントを実施し、最終案の成案は年明けの 2 月に実施する

4 回目の会議でお諮りできればと考えております。 

 

【委員長】    
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はい。ありがとうございました。4 回の会議を経て年度末に向けてこの計画をつく

ってまいりますので、各会議でのご意見を賜りたいと思います。では、議題に戻りま

して、本日の議題は、新しい計画を作るために前計画の概要説明と実績の推移を確認

いただき、次の計画を作るために市民の方々の分別の現状や廃棄物処理計画に対する

ご意見を収集するアンケートを計画しておりますので、それについてお諮りしてご承

認をいただくことにしたいと思います。 

では、議題（2）の説明を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

事務局より、議題（2）前計画の概要説明。  

 

【委員長】 

なぜこの会議をしたかという要点をまとめていきたいのですけれど、周辺の地域と

歩調を合わせながらごみ処理をしていく計画が議論のまな板に乗っているというこ

とでしたね。では、具体的にはどのように市町村で歩調を合わせて進んでいけばいい

ですかね。 

 

【事務局】 

本市、徳島市、北島町、松茂町、石井町、勝浦町です。 

 

【委員長】    

こういったところで歩調を合わせながら広域処理計画を立てて、その中で本市の位

置づけを十分考えていかなければいけません。二つ目は計画見直しですか。 

 

【事務局】    

そうです。平成 30 年度決算数値が今年度になったら出ますので、検証の側面から

正確性を期することができるといった見解を持っています。 

 

【委員長】    

決算数値の中身を二つくらい挙げると、例えばリサイクル率とか減量化、一人当た

りのごみ発生量で、二つ目が非常に重要になってきます。三つ目はどうですか。 

 

【事務局】    

先ほど説明しましたが、赤石地区の最終処分場は県の用地ですので、許可の年限が
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来年 3 月までになっております。更新を迎えるにあたり、最終処分場の搬入許可の関

係上、今年測量調査を行うことからして、昨年よりは今年やらないと、その計画の中

に最終処分場の搬入量、目標値ですが、どのくらいの処分量というのも県が再延伸を

出す許可の根拠としたいということです。 

 

【委員長】 

平成 31 年だから令和元年以降ですか。 

 

【事務局】 

正式な許可自体は令和 2 年からになります。 

 

【委員長】    

赤石地区最終処分場は県の所有ですが、使用しているのはどうですか。搬入してい

るのは、どんなものですか。 

 

【事務局】    

小松島市だけです。焼却灰、側溝汚泥及び不燃性残渣等が中心となります。 

 

【委員長】    

こういったものを考えていかなければいけません。昨今の行政計画の特徴で、数字

で表すことが求められます。前提条件はさておき、皆様にお集りいただき、計画を議

論してこういったところにも一定程度の反映を行っていく必要性があるというとこ

ろが、今のご説明でございました。ここまででご質問がございましたらお願いします。 

 

【委員】 （特になし） 

 

【委員長】    

私から次までにお願い事項です。市民が分別に協力したら、市のごみ処理経費はど

のくらい下がりますか。費用の面がなかなか見えていかないところがあります。皆さ

ん、市への処理費はごみ毎に払っていないですよね。市のごみ処理経費は、すべて一

般会計から出しているわけですから、市民がもっと頑張って分別してごみ処理経費を

減らせたら、市は別の行政サービスをやってくれる可能性もあるわけです。例えば、

学童保育とかが少なくて大変だと言っているから、ひょっとしてごみ処理経費が減っ

たら、市長が学童の教室を一つ借りる経費に回そうと予算査定してくれる可能性もあ
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るわけです。そういった意味で疑問点としては、市民が協力した成果がどこに繋がっ

ていくのか、費用が節約されて市の新しい行政サービスに繫がっていきますよ、とい

うのが見えるとやる気が起きます。 

 

【事務局】 

委員の皆様方のお手元の封筒の中に資料があり、一般廃棄物処理基本計画がありま

す。年間のごみの処理経費と一人当たりの年間処理費が 34 ページにありますのでご

覧ください。平成 24 年度人口に対するごみ処理費としては、人件費、収集、中間最

終処分場、車両購入費や委託費を含んで約６億円かかっております。それに対して人

口で割りますと、年間一人あたり 1 万 2 千円程度かかっているということになってお

ります。 

 

【委員長】 

平成 24 年頃の全予算はどのくらいの規模でしたか。 

 

【事務局】 

まだ大型事業が入れる状況ではなかったので、一般会計の予算は 130～140 億程度

と認識しています。 

 

【委員長】    

120 億円としたら市の全予算の 5％が市民のごみ処理に使われていました。平成 24

年度では一人あたりにすると、1 万 2 千円程度かかっていたわけです。どう工夫して

これを減らすことができるのかというのも大きな計画の 1 つに入ってきます。環境対

策としてやらなきゃいけないことはやらないといけないですし、それに対して費用は

かかるかもしれないけど、費用を無駄に使わないでやっていかなきゃいけないという

処理計画にしたい、知恵をお借りしたいと思いますので、よろしくお願いします。説

明のあったこの前計画に対して、他に何かありますか。 

 

【委員】（特になし） 

 

【委員長】 

それでは、前計画の評価をしたいと思いますので、主要項目の実績推移についてお

願いできますでしょうか。 
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【事務局】 

事務局より、議題（3）主要項目の実績推移について説明。 

 

【委員長】 

はい。ありがとうございました。議題（3）はいろいろな数値が出てまいりました

が何かお気付きの点がございましたらお願いします。 

 

【副委員長】   

実績推移をまとめているのですが、あちこち見なくても総合的に分析できるように

まとめていただきたいと思います。高齢化が進む中で、ごみの出方も分析できるので

はないかと思います。介護関係にしても個別に自宅で看ていただくようになってくる

と、どうしても給食やお弁当のごみ量が増えてくるのではないでしょうか。そういう

ことが表の中で何となく感じられるような取りまとめができたらと思います。 

 

【委員長】 

ありがとうございました。人口が減ればごみも減ります。議論に乗せるのは、2 ペ

ージの1人あたりのごみ排出量の推移で議論していく必要があるのではないかとご指

摘いただいたところです。もう一つ細かいデータを求めていきたいのですが、県全体

で 1 人 1 日あたり 946 グラム、平成 30 年度小松島市で 1,065 グラムまで頑張ったけ

れども、徳島県の総排出量より小松島市の総排出量の方が 10%近く多いということが

よくわかります。なぜ、というところを考えなければいけないので、生活系ごみのど

の部分が小松島市と徳島県、あるいは類似団体、あるいは全国とのデータがないと、

どのように市民に協力してもらうのか、あるいはどのような経済的な誘導をするのか、

ということが見えてこないと思います。そのデータも今度の議論には必要になってく

ると言えると思います。市民の皆様のご協力によって全体量は減りつつあるというこ

とはよくわかります。 

 

【事務局】    

委員長、副委員長のおっしゃる通りだと思います。あくまでも今回は簡便に全体の

数値だけを表すということで、分析まで踏まえたデータではありません。次回は、国

や県、他の地方公共団体との生活系ごみを含めた対比やアンケートを踏まえた計画を

資料として提出させていただこうと思っていますので、その中で対応させていただき

たいと考えております。 
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【委員長】    

はい、よろしくお願いいたします。この 1～2 年急に暑くなりましたが、気温が上

がると欲しくなるのは冷えた飲み物です。気候変動との影響もある話です。小松島市

ではまだペットボトルはあまり量が増えていないですが、全国的にはペットボトル飲

料が増えて、ほとんど再利用しないので量が増えます。何か対策を考えてやっていけ

ればよいと思いますが、他に何かお気付きの点がありましたらお願いします。 

 

【委員】(特になし） 

 

【委員長】    

会議の最後で一言ずつお気づきの点をいただきますので、次の議題に移りたいと思

いますが休憩を取りたいと思います。 

 

－ 休憩 ‐ 

 

【委員長】 

着席のほど、よろしくお願いいたします。次の議題に移りたいと思います。アンケ

ート調査でいいですか。議題（4）について説明を受けたいと思いますのでお願いし

ます。 

 

【事務局】 

事務局より、議題（4）アンケート調査（案）の説明。  

  

【委員長】    

アンケートを 1,900 人及び 100 事業所に協力をお願いし、減量化の実態、意識を高

めるための工夫のヒントを探るということでございました。お話がございましたらお

願いします。 

 

【副委員長】   

市民アンケートの住居形態、電気式生ごみ処理機やコンポストの利用という項目が

あります。ごみの減量化を目指して処理機やコンポストの利用を推進することになる

と思いますが、畑があるというような属性が見えてこないので、どのくらいの人に利

用していただけるのか見えづらいかな、という感じがします。 

 



10 

【事務局】    

市に申請されたコンポスターは年間 20 件程度であると聞いております。庭がない

と堆肥化しないと思うので、クロス集計をする中で傾向が見えると考えています。そ

のあたりの指摘を踏まえて、次回の分析結果の中でお示しできればと思います。 

 

【副委員長】   

例えば食品ロスの問題については、売り切れるだけのものを事業者が絞り込んでい

けば、ごみになるものも減るのではないかと考えています。購入する人も例えば、食

品には消費期限や賞味期限が記載してありますが、賞味期限が切れたら捨てるという

人も非常に多いと思います。その中でストックの買いだめや十分啓発すれば、ごみに

なる量も減ると思います。このようなことが見えるような形で記載できないのかと思

います。環境衛生センターで生ごみも収集されていると思いますが、まだ食べられる

ものがたくさん出てきます。昭和 30～40 年代には、びんを洗って醤油を買いに行っ

たり、味噌を買いに行ったりしていたので、包装材というのはほとんどありませんで

した。文化が変わったので、昔のように戻すことはできないと思いますが、何らかそ

ういうところに手を付けていかなければいけません。包装にしても、有料化すること

で減る、ペナルティ的なことでないと減らすことができません。一般ごみの処理につ

いては、地方自治体の責務になっているという観点もこの計画の中にもあったかと思

いますが、すぐに直さなければいけない状態、全体の話の中で要綱の変更もご説明い

ただきましたが、COP21、パリ協定に日本も賛成して発効するとなってきたら、当

然、全部総変わりすると思います。そうするとこの計画も見直さなければいけなくな

ると思っております。そういう面を踏まえて、ある程度このアンケートが利用できる

ものと思います。 

 

【委員長】   

はい、ありがとうございました。ごみや廃棄物の問題は生活と文化です。どれだけ

気を付けるか、どれだけ環境に優しい習慣を文化として持つかに限ると思います。昭

和の頃はもっと少なかったと言っても、その時代には戻れないし、刺身用の魚を新聞

紙に包んで持って帰れません。これから一言ずつ所感をお願いするわけですが、私は

台湾が大好きで、台北によく遊びに行きます。ごみの収集は夕方 4 時半です。という

のは、気温が一年中高いので、生ごみを路上に放置するとどうしても腐敗臭がします。

台北の町は香辛料の匂いはずっとしていますが、ごみの臭いはしません。暖かいので

野良動物も結構多いです。動物の被害がないように夕方回収してしまいます。夕方、

まだ仕事から帰っていない人はどうするのかと聞いたら、ごみ出しを誰かに頼むそう
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です。そういうコミュニティがあるということは、環境保護に対するコミュニティも

出来ているということです。例えば、小松島市でどこに地区のごみ収集所を置きます

かということも揉めずに済むという文化と思いました。一方で、台北の政治の世界は、

ストロー問題が日本にも聞こえてくるように、ストローをきちんと回収しないとマイ

クロプラスチック、粉々に風化して粉のようなプラスチックになったら、逆に水を通

じて人間の体に入ってくる危険性があるそうです。そういったことも議論し、ストロ

ーをやめる運動が強く起こっています。文化的なことなのだと思います。 

議題は以上ですが、今後確認しておきたいのですが、先ほどご提示いただいたスケ

ジュール案をお手元にご用意ください。今日はアンケート調査案が出ましたので、と

りあえず修正なしでよろしいですか。 

 

【委員】異議なし 

 

【委員長】 

それではアンケートはこのまま 9 月 6 日締め切りで集めていただいて、その後、ア

ンケート分析の作業に入っていただきます。次の議題は、アンケートの分析結果から

施策の実施状況の分析の必要性も本日出ましたので、その分析を基に、この施策をど

うアップデートするかという話になります。それを基に、一人あたりの排出量、再資

源化量、再資源化率を目標数値としてご提示頂き、計画を作り、パブコメをしていく

という段取りになっています。最後にこのごみ問題や環境問題に関して考えているこ

とについてマイクを回しますので、右回りで一言ずつよろしくお願いいたします。 

 

【A 委員】  

会社の中で産廃や環境の担当として 4 年ほど携わっていましたので、興味というか

いろんな話も理解はできます。平成 24 年の実績を先ほど説明されたのですが、処理

費用に 6 億円、市の予算の 5％というのにはびっくりしました。市民はどこまで理解

しているのか、というのか、これは本当にびっくりしました。産廃の担当の時には産

廃の費用が本当にすごかったです。これだけの産廃費用を捻出していては利益が出な

いと思って工場長に訴えまして、従業員の意識を変えようというところから始まって、

ちょっと何かすれば 5,000 万円、1 億円近く削減できます。市においても処理費用を

削減できれば、違うことに予算が使えるということをもっとアピールすべきだと思い

ます。オリンピックもありますし、これはどんどん取り組んだほうが良いと思います

し、情報があれば取り入れた方がいいのではと思います。 
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【委員長】    

どうしても処理施設をもたなければならないので、人口規模が下がると、この割合

が増えていく傾向にあります。だいたい類似団体では 5%くらいはかかっているわけ

です。ありがとうございました。 

 

【B 委員】    

私の場合は直接関係した会ですので、ごみ減量化、資源化については充分勉強し、

先んじて活動しているところであります。先日も急遽、三役会を開いて先ほどお話が

ありましたとおり、ペットボトルの処理の仕方について勉強し、チラシ等を作って全

戸に配るという活動をしております。私の方が率先していかなければいけない立場で

すが、今回は皆さんと一緒にしていきたいなと思っております。よろしくお願いしま

す。 

 

【委員長】    

小松島市では、かん・びん・ペットボトルで集めているのですか。 

 

【事務局】    

ペットボトルだけです。 

 

【委員長】    

自治体に任せて収集計画を立てたので、隣の町と分別が違ったりします。引っ越し

てきた人は、まずごみの分別を覚えることから始まります。自治体によって設備や予

算や方法はまちまちです。ちなみに徳島市は、かん・びん・ペットボトルの一括収集

です。 

 

【C 委員】    

実績推移を見ますと、小松島市のほうが徳島県よりも 1 人あたりのごみ排出量が多

いというデータが出ましたので、原因分析をして、対策を立てていくということが重

要と思います。事業所のごみの問題ですが、非常に意識の高い企業もありますので、

事業所でも意識の徹底ができればとても良いし、市民と事業所と行政が一体となって

ごみ減量化を進めれば、コスト削減にもなります。ごみの再資源化をすることで、利

活用できるという様々な波及効果もあると思いますので、そういうところも探ってい

きたいと考えておりますので、今後も検討してもらいたいと思います。 
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【委員長】    

よろしくお願いします。 

 

【D 委員】    

ごみの総量は減っているが、1 人あたりのごみ量は国よりも多いというのが事実と

思います。分別をしたらどのくらい経費に影響があるのかということは動機付けの一

つになると思いました。ペットボトルの分別にもお力添えいただいておりますが、一

人ひとりに影響のある方からお話をいただくということが重要と思います。自分のま

ちがどのように分別しているかとか、そのあたりを動機付けしていただいて、子供の

ほうから親に影響を与えていくとか、お爺ちゃんに影響を与えていくとか、そういう

効果を狙って子供の教育に取り組むということも考えながら、ごみの量を減らしてい

く必要があるものと思いました。 

 

【E 委員】    

今日の資料の中で小松島市のリサイクル率というのが 13%くらいで国や県より低

いということでございます。こういったことも市民に十分伝えていく必要があるので

はないのかなということを感じました。 

 

【F 委員】    

芝生町も 300 戸ほどありまして、パンフレットを各戸へ配りまして、8 月 7 日に（ペ

ットボトルを）集めるということになろうかと思います。朝見て回って取れているか

取れていないかを確かめようと思います。どれだけ効果があるかを確認してみます。 

 

【委員長】    

はい、ありがとうございました。ごみの問題というのは文化だとか、いろいろな表

現をしてきましたが、一人ひとりの生活のスタイルだと思います。その結果、一番良

い方向に行けばいいと思います。冒頭申しましたように、ペットボトルをもう一度ペ

ットボトルとして使うのは、ものすごくエネルギーがいるので、むしろそれは地球全

体としてはやらないほうがいいけれども、一旦ペットボトルにしたものを紙ファイル

や繊維にするのは、余計な油を使わないので効果的という研究成果が表れてきたのも

考えた成果と思います。研究者、行政、企業の方々でお互いに協力して目の前のでき

ることからしていき、目標数値として、行政計画として作成していただきます。これ

だけ頑張ってもこれ以上にならないのか、という感覚にもなりつつありますので、ご

指摘いただきましたように、どういうところに重点を置いてやっていくのか、このア
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ンケートを使って、次回この結果報告ができるように準備をお願いできたらと思うと

ころでございます。今日は皆様方のおかげで非常にいい話ができたのではないかと思

いますので、以上をもちまして全体を終わりまして、事務局にお返ししたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】    

委員長はじめ委員の皆様、長時間にわたりご審議いただき、誠にありがとうござい

ました。 

事務局より事務連絡。 

 

それでは以上をもちまして、第 1 回小松島市一般廃棄物処理基本計画策定会議を終

了したいと思います。本日は誠にありがとうございました。 

 

 

 

 


