
平成 21 年度第 2 回 富士市廃棄物減量化等推進審議会 報告

ＮＰＯ 富士市のごみを考える会 竹内敏夫

開催 日時 平成 21 年 12 月 21 日（月） 14 時００～16 時３０分

場 所 市庁舎 9 階 第二委員会室

出 席 １）審議委員（１７名）２）市当局（部長、課長、及び担当 2 名）

３）コンサルタント（2 名 中日本建設コンサルタント静岡事務所営業課）

議 事 １）平成２１年度ごみ状況について

２）古紙等の集団回収状況について

３）フジスマートプラン２１ 後期実施計画策定について

当局提示 資 料 １、平成２１年度ごみ処理状況（速報）について

資 料 ２、フジスマートプラン２１（富士市ごみ処理基本計画）

後期実施計画案（平成 22 年度～平成２６年度）

資 料 ３、平成 20 年度古紙類集団回収 （子ども会）（ＰＴＡ）

内 容

１）平成２１年度ごみ状況について

はじめに当局より資料１をもとに説明あり。そのポイントは以下の通り。

① ごみ処理総量スマートプラン対象値については、５７，２２５ｔとなり、

対前年比で Δ６．7％の減少となった。

② 1 人１日当りの排出量は ８９６ｇであり、対前年比でΔ２６ｇの減少となり、

目標値 ９４０ｇ に対して Δ４４ｇ 下回り、目標値を達成した。

目標値に対する割合・・・・ Δ４．７％減少し、達成できた。

③ 1 人１日当りの焼却量は ７１９ｇであり、対前年比でΔ５２ｇの減少となり、

目標値 ６８２ｇに対して ３７ｇ 上回っている。

目標値に対する割合・・・・５．５％超過し、達成できてない。

④ 資源率は １７．１％であり、対前年比で ３．0 ポイント上回り、

目標値 ２７％に対しては Δ１０ポイント下回り目標値を達成できてない。

委員からの意見

・ 富士市と富士川町との合併により、過去からのトレンドが切れる。従って

この平成 19 年度、20 年度、21 年度については、各市町のＤＡＴＡを

明らかにし、分析結果がより分かり易くなるように工夫してほしい。

２）古紙等の集団回収状況について

当局の宿題事項であり、資料３をもとに説明があった。説明のポイントは以下

の通り。

① 20 年度一年間で子ども会 611 トン、ＰＴＡ1343 トン 合計 1954 トン

大略 2000 トンであった。（下記の表 資料３より転記）



② リサイクルＢＯＸでの回収は 3,000 トン～4000 トン

③ ①と②との合計で大略 5000 トン～6000 トン リサイクル率約５％上昇する

と思われる。

委員からの意見

・ 全国的には、集団回収を資源率にいれている。 従って今回の実績につい

ては、何らかの方法でそのデータを明らかにしておいたらどうか。

平成 20 年度古紙類集団回収 まとめ表

調査団体数 回答団体

数

古紙回収

実施団体

古紙回収量（Ｋｇ）

子ども会 ３５０ １５３ ４０ ６１１，２６５

ＰＴＡ ３９ ３４ ２７ １、３４３、１１８

合計 ３８９ １８７ ６７ １，９５４，３８３

３）フジスマートプラン２１ 後期実施計画策定について

はじめに当局より資料２の説明あり。

資料２は、次の 2 章からなり各章ごとに審議した。

第 1 章 基本事項第

第 2 章フジスマートプラン２１ 後期実施計画

① 第 1 章 基本事項について

委員からの意見

１） 国及び静岡県の主要な目標値について、審議資料の

表のなかで 「国の方針がない」という表現には疑問がある。

対象とした循環型社会形成推進基本計画にない場合でも、

国の方針がないとするのでなく、関連する国の法律を調べ、明示すべきであ

る。廃棄物処理施設整備計画の中の 平成 24 年の再生利用の目標値は２５％

を示している事を説明した（竹内）。

他の委員からも最新の国の方針を調べることに賛同の意見があった。

（当局 コンサルタントの回答）

循環型社会形成推進基本計画では、平成 22 年度までの計画で、

後期実施計画策定のスタートの年度であり、今回活用できなかった。

２） 経費 コストの表現が現状も今後の計画にも全くない。必要ないのか。

（当局 回答）

コストについては、毎年度「環境衛生事業概要」に示している。従って



今回の計画案には、記載しなかった。

② 第 2 章 フジスマートプラン２１ 後期実施計画

委員からの意見

１）各委員から各目標値を変更する事は、当局の政策の変更であり、その考え方が

提案内容全体に見られない。

実績から推定すると目標はこの値になるのでこれを目標にしたいと表現して

いるようにみられる。

この計画は市民に示しさらに協力をお願いするのだから、単に各目標数値あり

きではなく、変更の背景をはっきり説明すべきである。

２）ごみ排出量の見直しに関連質問

将来値を算出するのに使用した 直線式（Y=aX+b）の各係数を明らかにしてほ

しい。

３）資源化に関連する質問と意見

委員から

・今回の案は「ＲＰＦができない。従って現状の実績から見て目標を下回る。

従って目標を下げる。」このように見られる。これはおかしい。

目標値の変更は 基本政策の変更であり、きっちりと考え方を入れ、

その結果として 目標をこれにするという考え方を明示すべき。

・今回提案の資源率２３％の根拠は何か？

（当局、コンサルタント回答）

当初の計画から断念したＲＰＦを除くと２３％になる。

４）有料化に関する質問

（当局の説明）今後の計画の平成 24 年度、25 年度 調査検討して平成 26 年度

結論を出す。

５）生ごみに関する質問

（当局の説明）現状の実施施策の継続

委員意見 町内会長会議の委員

生ごみ段ボール方式の実績がありよい方法なら、町内会を通し

て進めることを考えたい。

６）今後の予定

・当局 今年度中に議会に出し成案としたい。

・ 委員からの意見

１） パブリックコメントを通して意見を求めること、

２） ごみマイスターへ説明すること、

・当局の説明 パブリックコメントを求める考えはない。



マイスターへの説明は行なう。

③ 提案された修正目標値は以下の通り

（１）総ごみ 1 人１日排出量 (ｇ/人日)

平成 年度 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

現行目標値 ９３０ ９３０ ９３０ ９３０ ９２０

修正目標値 ９３０ ９１０ ８９０ ８８０ ８６０

（２）資源化率（％）

平成 年度 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

現行目標値 ２８ ２８ ２９ ３０ ３０

修正目標値 １９ ２０ ２１ ２２ ２３

（３）1 人１日当り焼却量 (ｇ/人日)

平成 年度 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

現行目標値 ６７４ ６６６ ６５８ ６４８ ６４０

修正目標値 ７３０ ７１０ ６８０ ６６０ ６４０

④ 私見

１）当局が内容の説明をしたが、質問に対する回答が多々コンサルタントからあった。

これからも提案書そのものは主に外部コンサルタントの作成によるものと思われ

た。

このためか

２）「単純計算式、実績値から推定し目標値を設定した」と捉えられる表現が多く、

市当局の目標値変更について、基本政策の説明の記述が乏しい内容であった。

３）審議会のなかで、各委員が強調して述べた事は、「目標値の変更は基本政策の変更

であり、それを市民に説明する必要がある」という点であった。

今後とも ごみの減量には、さらなる市民の協力が必要であり 市民が

納得できる説明の織りこまれた内容になることを期待したい。

４）事前の調査として、2 点ほど関連法案を点検し審議会に出席したが、

「市民に意見を聞く」という回答を当局から引き出せず残念ながら力不足であった。

以上


