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第 11 期 第 1 回 京田辺市ごみ減量化推進審議会議事録 

日 時  令和元年 12 月 19 日（木） 午前 10 時 00 分～午前 10 時 50 分 

場 所  京田辺市役所 ３階 ３０５会議室 

出席者 委 員 1 号委員：河本 隆志 委員、榎本 昂輔 委員 

2 号委員：浅利 美鈴 委員、米田 泰子 委員（欠席） 

3 号委員：寺西 章郎 委員、鈴木 俊寛 委員、藤田 捷正 委員 

4 号委員：太田 邦彦 委員、藤森 真希子 委員、 

多田羅 純平 委員 

5 号委員：伊井 賢二 委員、大野 祐子 委員、衣川 伸子 委

員、津熊 祥典 委員、中山 節子 委員 

事務局 京田辺市長    上村  崇 

経済環境部長   森田 政利 

経済環境部副部長 迫田 英昭 

清掃衛生課 課長 桝田 悟司、課長補佐 岩本 康裕、 

主任 有馬 新太郎 

甘南備園事務所長 飯島 信一 

案件名 〇報告事項 

１．京田辺市の一般廃棄物の処理について 

２．京田辺市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の進捗状況について 

〇今後の取組について 

１．京田辺市災害廃棄物処理計画（案）について 

２．京田辺市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画について 

３．資源ごみ持ち去りの現状及び今後について 

〇その他 

資 料 資料１   京田辺市の一般廃棄物の処理について 

資料２   京田辺市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の進捗状況について 

資料３   京田辺市災害廃棄物処理計画（案）の概要版 

資料４   資源ごみ持ち去りの現状及び今後について 

資料５－１ 京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例 

資料５－２ 京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例施行規則 

資料５－３ 京田辺市ごみ減量化推進審議会委員名簿 

概 要 ・報告事項等について、事務局より説明を行い、ご了承いただいた。 
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【開 会】 

事務局：ただ今より第 11 期第１回京田辺市ごみ減量化推進審議会を開催させていただきま

す。はじめに、上村市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

市 長：（挨拶）  

 

事務局：ありがとうございました。それでは、早速ではございますが、会長と副会長の互選

を行いたいと思います。 

 

 （会長・副会長の互選）  

 

事務局：ありがとうございます。それでは、会長は浅利委員に、副会長は米田委員にお願い

します。よろしくお願いします。それでは、第 11 期の会長となられました浅利会長から

ご挨拶をいただきます。 

 

会 長：改めまして、よろしくお願いいたします。顔ぶれが若干新しい方が入っていただい

ているということですが、そういう意味では、新しい気持ちでゼロから取り組んでいきた

いと思います。皆さん、ごみは老若何女問わず、世界中誰もが出すものですので、そうい

う意味では、それぞれの視点から、減量に対してアイデアを注入していただきたいと思っ

ております。新しい委員の方々も遠慮なく発言を賜わりたいと思いますので、どうぞ、よ

ろしくお願いします。 

 

事務局：これより議事に入りますが、本審議会の会議につきましては、「京田辺市審議会等

の会議の公開等に関する指針」に基づき公開で進めることとなっております。本日、傍聴

の受付を行いましたところ、１名の傍聴者の同室がありましたことをご報告いたします。  

なお、会議の結果につきましては、後日、ホームページにて公開させていただきます。

それでは、これより会議の進行を会長にお願いいたします。 

 

会 長：本日の次第に沿いまして、会議を進めていきます。まず、報告事項「京田辺市の一

般廃棄物について」、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局：（資料１、２に基づき説明） 

 

会 長：ありがとうございます。ご質問でも今後の議論に結びつく視点のご提案でも何でも

結構ですので、何かご意見がございましたら、ご発言をいただけますでしょうか。 

 

委 員：粗大ごみの有料化が既に実施されています。私もベッドを出したのですが、システ
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ム的に処理券を購入して、それをベッドに貼り付け、玄関に出しました。ベッドくらいな

ら何とかなりますが、家の中から引っ張り出して、外に出すことになります。高齢者がど

んどん増えてきている中で、粗大ごみを玄関に出せない場合の対応を教えていただきた

い。 

 

事務局：市では、家の中までは入れませんので、シルバー人材センターが家の中からごみを

排出する業務もされていると聞いていますので、そちらの方をご案内させていただいてい

ます。家の中に入り、家の中を傷つけたりすると、弁償、賠償問題ということもあります

ので、現在は、家の中には入っていないという状況です。 

 

委 員：シルバーの方も大分高齢化していますので対策が必要だと思います。もう少し検討

していただけたらと思います。小さなものであれば何とかなりますが、高齢者で大型家具

の持ち出しは大変です。最近、近所の方を手伝った事がありますが大変でした。子どもの

学習机一つ出すだけだったのですが、知恵を使わないと出せないです。だから、もう少し

突っ込んで考えていただけたらありがたいです。市民のための行政なので、是非、検討に

加えていただきたいと思います。 

  

会 長：とても重要な視点だと思います。これから、空き家対策や今までため込まれてきた

物の処理もあると思います。民間との連携など、色々な形もあり得るかも知れません。是

非、今後のテーマとして、しっかり取り上げていただければと思います。先進地事例など

もあると思いますので、そういったものも見ながら、今後の論点に加えていただきたいと

思います。 

 

委 員：一般廃棄物会計の導入と言われていますが、これは特別会計を創設するということ

でしょうか。時には原価計算をされて、市民に積極的に発信すべきだと思います。先程も

一人当たり１万いくらだとか言われましたが、それだけお金が掛かっているのが現実の話

だと思います。そうすると、ごみを減量するという意識、お金がそれだけかかるのであれ

ば、ごみを出来るだけ資源化しようという市民意識の向上に繋がると思います。一般廃棄

物会計というのは、どういうことを目標とされているのか、お聞きかせ願いたい。 

 

事務局：一般廃棄物会計の導入ですが、先程の説明の中で、処理費、維持費、人件費にいく

らかかっているといった話は、あくまでも本市の基準で行っている計算になります。それ

らが全国の各市町村で独自の基準で計算されているということで、比較が出来ないという

指摘があります。それを環境省の方で、廃棄物会計という統一的な基準をまとめて、全国

で比較できるようにしたいということで、現在進められています。本市でも一般廃棄物会

計基準を導入し、他の市町村と比較出来るように、今後取り組んでいきたいと考えていま

す。 
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委 員：粗大ごみの４００円という値段も本来は原価計算があって、そこから出てくるはず

です。事業系一般廃棄物についても有料ごみです。これも有料化にするにあたっては、原

価計算があってしかるべきだと思います。お金をこれだけにしますでは困る訳で、当然、

全体のごみ量から考えて、原価計算をはっきりして、「お金がこれだけ必要ですよ」とい

ったことを積極的に市民にも発信していくべきだと思います。是非、考えていただきます

よう、よろしくお願いします。 

 

会 長：ありがとうございます。費用の面も重要かと思いますので、一歩一歩ですが、取り

組んでいきたいと思います。 

 

委 員：京田辺市のごみは減少傾向にあると感じています。本市においては、人口の増加も

顕著にあるにも関わらず、意識の高い市民の方の頑張りもあって、結構下がっていると思

います。今後、新しく増えた家庭に向けて、こうした素晴らしい「ベーシックプロジェク

ト」の取組により、実際にごみが減っている成果が出ているので、市民参画に向けてどの

ように発信していくのか。どのように市民を巻き込んで、ごみの施策を図って行くのか。

ビジョンがありましたら、ご教授していただきたいと思います。 

 

事務局：現在考えていますのは、昨年度のごみ組成調査の結果を受け、その概要報告や平成

27 年度から平成 30 年度までの３年間のごみの概要などをホームページや市広報紙に掲載

し、啓発を行うことです。さらに、ごみ組成調査の結果、今問題となっている食品ロスや、

燃やすごみの中にプラごみや若干のリサイクル可能な紙ごみも入っていましたので、市民

啓発を積極的に行い、「まだまだ分別出来る余地がありますよ」といった内容を、広報紙

で連続掲載していきたいという計画を持っています。 

 

委 員：広報紙を読まれる方は、そもそも意識の高い方なので、転入された家庭や今後ごみ

減量に取り組んでもらいたい層を巻き込んでいこうと思うと、そうした市民が触れ合うよ

うなイベントや、民間企業と連携した取り組みが今後、必要になるのかなと思っています。

先程、他の委員もおっしゃっておられた数字のリアルな部分や、市の行政職員、一職員に

対しても、ごみを削減することによって、どれだけの電力が削減されて、市にお金が生ま

れて、それがどういうふうに市民のために使っていけるのかということを考えた上で、減

量していくことにより、行政職員や市民を巻きこんでの減量やエコを進めていけるのでは

ないかと思っています。飛び道具ではなくて、市民と実際触れ合い、そして、準備をして

いくということを踏まえ、今後ご検討していただけたらと思います。あと「ごみの分別・

出し方ガイドブック」が平成 28 年以降更新されていませんので、更新をお願いします。 

 

事務局：年に２回ごみカレンダーを全戸配布させていただいています。ごみカレンダーに啓
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発チラシを挟み込むなど、色々な啓発も実施できるのではと考えています。ごみカレンダ

ーの配布時にも一緒に配布できるものは、配布したいというような考えも持っておりま

す。 

 

会 長：ありがとうございます。この「ごみの分別・出し方ガイドブック」は、在庫数とか

色々の問題があるかと思いますが、切りのいいところで更新するタイミングかなと思いま

す。もちろん分別、リサイクルは重要だと思いますが、減量のことは書かれていないとか、

それぞれの名称もこれでいいのかということもあります。「破砕ごみ」という名称が特に

気になっています。あと、小型家電のことも載っていますが、電化製品と小型家電の違い

というか、リサイクルに結びつく記載がないとか。最近、リチウムイオン電池の爆発事故

がすごく増えているので、その辺の記載も。それから、災害廃棄物処理計画も今日で最後

の議論をさせていただくのですが、それも盛り込んでもいいのかなと思います。また、こ

の見直しの議論の機会をつくっていただければと思います。せっかく市民の方々に参画い

ただいておりますので、事前に皆さんに目を通していただいて、気になったことを書き上

げていただいて、持ち寄っていただくとか、そんな形でもいいかなと思います。 

 

委 員：市民を巻き込んだごみ減量化の活動はすごく大切な事だと思います。いかに広報が

必要か、いかに人を巻き込むことが、今後のごみ減量化につながる大きな部分ではないか

と思います。半年前の広報紙に、リチウムイオン電池が発火して危険だという内容が広報

紙に掲載されていました。リチウムイオン電池は、事業者に返しなさいということです。

京田辺市内のお店に関してはレジの所でもいいので、回収箱をきちんと置いて、京田辺市

の名前まで入れて表示してもらうなど、そこまで徹底しないとうまく出来ないと思いま

す。それが本当の市民を巻き込んだ減量化であると思います。リチウムイオン電池が発火

してごみ処理場は困っているのです。市は困っているのです。その問題も広報しただけで

終わっているので、もう一歩、突っ込んだ姿勢も必要なのではないかと思います。 

 

会 長：ありがとうございます。携帯に入っているリチウムイオン電池や電子タバコ、そう

いった物の発火がすごく多いのです。京都市もそうですし、色々な所で火災とか爆発、発

火があって、場合によっては修理に数十億円を要するというところもありますので、国全

体としても今議論していますが、是非、しっかりキャッチアップしていただいて、市民目

線で取り組んでいただきたいと思います。他、いかがでしょうか。 

 

委 員：以前は３Ｒの推進、４Ｒの推進といった文言がありましたが、今は、あまりそうい

った文言が見られない、見られなくなったなと基本計画を拝見していました。それに代わ

り、市としては、「もったいない」を基本理念にと持って行こうとされているのか、スタ

ンスを変更されるのか。お聞かせいただきたい。 
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事務局：現在の基本計画に基づき、実施していくというようなスタンスは変わってはおりま

せん。 

 

委 員：枚方市では、４Ｒ推進のポスターを貼られたりしていた。以前、京田辺市では、結

構、「３Ｒ」「３Ｒ」と十何年前から言われていました。文言がどうとかではなくて、「３

Ｒ」「４Ｒ」はわかりにくく、逆に「もったいない」の方が分かりやすいのかなという意

味で、今回も計画されていくと思うのですが、両方軸としてやられるのか。基本理念では

「もったいない」とされていますが、こちらにシフトして、分かりやすくしているのかを

含めて、計画の中にどういった理念を盛り込むのかということを思いました。今、お考え

をお伺いして分かりましたので、私は別に３Ｒの言葉にこだわっている訳ではないので

す。どちらの方が市民にとって分かりやすいのかという観点からご一考いただければ、と

いう思いで発言させていただきました。以上です。 

 

会 長：それでは、次に今後の取組についての中のうち、まずは災害廃棄物処理計画（案）

について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局：（資料３に基づき説明） 

 

会 長：初見の方もいらっしゃるかもしれませんが、数回議論させていただいた内容を見て

いただいています。策定した後は、市民目線での概要版も作れればと思ったりもしますが、

どんな視点でも結構です。内容やプロセスに関しても構いません。ご意見やご質問があれ

ばお聞きしたいと思います。いかがでしょうか。 

私も東日本大震災以降、災害廃棄物について取り組んできていますが、前回、前々回の

議論を拝聴していますと、委員の方からこんなにご意見いただけることはあまりなかった

ので、非常に感心するのと同時に、可能であれば、次年度に委員の皆様と一緒に、図上訓

練みたいな形の訓練ができないかと思っています。災害は、いつ起こるか分からないので、

事前にどう備えるか難しいと思いますが、もし、出来れば京田辺市さんと市民の方も巻き

込んで出来ればと思っています。これは研究者の立場から、ぜひご提案さていただきたい

と思っておりますので、その時には、是非、色々とご意見をいただきたいと思います。高

齢者が災害にあって、壊れた家具を外に出せるのか、どこまで運ぶのか、ボランティアが

どう協力するのか、色々な市民目線での悩みもあるかと思いますので、そこを実際に体験

といいますか、想像しながら出来たらなと思ったりもしています。この場では一旦進めさ

せて頂いて、また適宜、発言を賜れればと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは、次に「京田辺市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画について」、事務局の方か

ら説明をお願いします。 

 

事務局：（資料２に基づき説明） 
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会 長：今後の課題について頭出しをいただいております。それを今後の計画にしっかり盛

り込んでいただくという機会が、次からはじまるということです。もし今のうちに、先程

から高齢者対策とかスローガン、市民目線での発信とかございましたので、基本計画の策

定プロセスや内容等に関して、何かご質問があればいただければと思いますが、いかがで

しょうか。 

 

委 員：市民目線で発信するということですが、現状、広報紙、ホームページでだけでは、

なかなか伝わらないです。具体的に、家庭の主婦なり、その辺りの方に伝わりにくいと思

います。一度、ごみの分別区分が変更になった時に、市の方が区の総会か何かの時に集ま

った時に来て頂いて、説明されたと思いますが、そういった説明が大事だと思います。そ

ういう説明される機会を設けてやって欲しいと思います。 

 

事務局：大きな分別区分を変更した時には、説明会を実施させていただきましたが、市ホー

ムページや広報紙以外にも、出前講座という制度がありますので、もし自治会単位や班単

位で、こういうことが分からないから教えて欲しいということであれば、ご利用いただき、

要請があれば、色々な話を出向いてさせていただきたいと考えていますので、よろしくお

願いいたします。 

 

会 長：呼んでくださるところは、意識が高いのでいいと思いますが、そうでない人は、ど

うリーサチしていくかが必要になると思います。例えば、ショッピングモールとの連携や、

色々なイベントの中で発信の仕方も工夫するなど、是非、柔軟に対応していただくようお

願いします。他いかがでしょうか。 

 

委 員：ごみ処理基本計画についてですが、当初計画した段階と、今の状況とは非常に変わ

ってきていると感じています。特に甘南備園については、ごみ広域化により、環境もよく

なっていくと伺っています。その過去から踏襲して今の時代に合わせていくか、本市にお

ける状況に合わせて基本計画も変えていく必要があるのかなと思います。基本理念に関し

ましても、他の委員の方もおっしゃっていましたが、平成 28 年度とソフトの部分につい

て一緒の部分が見られましたので、ごみ広域化もそうですが、京田辺市の 10 年先、20 年

先を見据えたごみ減量の計画を。今は、それこそ若い世代が多いですが、本市においても、

３分の１が 65 歳以上です。今後、高齢者が増えていくことによって、遺品ごみの問題も

出てくると思います。そういったところを踏まえて、ごみ処理基本計画というのは、これ

らをベースにして促進していくというものだと思います。せっかく改訂するのであれば、

そういったエッセンスも入れて頂きたいと要望しておきます。 

 

事務局：そのとおりです。ごみの教科書がごみ処理基本計画なので、それに基づいて取り組
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んでいくものです。ただ、これから新しくするにあたり、先に、今の基本計画を７、８割

終えてしまわないと次の段階に進めないと思います。やはり、１歩ずつ１歩ずつ、市民の

理解と意識を高めながら、我々も共に取り組んでいきたいと思っています。まずは最初の

ステップを上がっていきたいと思っていますので、現実を見ながら着実に実施していきた

いと考えています。 

 

委 員：ありがとうござまいます。なかなか未来を見据えた中長期の計画、リサイクル率の

目標値について、2023 年に 26.0％は結構高い目標だと思います。それを達成するために

は、市民参画、今の潜在層の協力がかなり必要だと思います。そこの部分にどうアプロー

チするのか、かなり建設的な施策なのかなと思います。広報紙もしかり、出前講座も色々

やられているけれども、市民参画の部分、この目標値 26.0％は高いですが、どうやったら

辿り着くのか、まずそこの土台にどのように乗せていくのか。あと３年くらいでどういう

ふうに施策をしていくのか。2023 年であれば、ごみ処理広域化もまだですね。工期が延び

ましたよね。そこの部分で、いかにこの目標値に近づけていけるのかというところで、色々

と頑張っていただいて、我々も協力する所や意見があれば、取り組んでいきますので、ワ

ンチームの協力体制でやっていけたらと思います。 

 

事務局：市もごみ処理の広域化を予定していますので、ごみ処理基本計画についても、枚方

市と共有しなければならないという部分がありますので、今後、検討していきたいと思っ

ています。 

 

会 長：ありがとうございます。他いかがでしょうか。 

 

委 員：コンポストを買った時には、市が補助金を出してくれるということを聞きましたの

で、私も実践したいと思っていますが、マンションションでコンポストを使い、肥料が一

杯出来たとしても、それを使う場所がありません。それを回収して、農作物を作って、「ご

みでこんなものができましたよ」とか、学校や子供にも「ごみはこういうふうにしたら使

えるのですよ」とか、小さい時から意識を芽生えさせることはいいことではないかと思い

ます。例えば、そういうコンポストで出来た肥料などを引き取ってくれるようなシステム

は、あるのでしょうか。 

 

事務局：現在、コンポストで出てきた肥料、堆肥化されたものを受けとるような仕組みはあ

りません。自分の庭で使っていただくことを前提で考えています。 

 

会 長：食品ロスの削減はすごく大事ですし、自家処理していただけるのは一番うれしいこ

となので、そこも是非、次の議論にさせていただければと思います。他いかがでしょうか。 
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委 員：ごみの持ち去りの件ですが、定期的な早朝パトロールを行うとなっていますが、定

期的な早朝パトロールは誰がしているのでしょうか。 

 

事務局：市の清掃衛生課と甘南備園の職員で現在は月３回、破砕ごみとカン、資源ごみを中

心に、早朝７時から８時半頃まで巡回パトロールをしています。持ち去り行為者に遭遇す

る時もありますので、その際は口頭で注意をしています。 

 

会 長：ありがとうございます。他にありますか。 

 

委 員：今度、枚方市と可燃ごみ処理の広域化をされますが、収集の仕方など、色々なこと

が変わってくるということはあるのでしょうか。 

 

事務局：現在のところ、変わりありません。 

 

会 長：ありがとうございます。他にありますか。 

 

委 員：天然記念物のオオタカの影響で、枚方市との共同のごみ処理工場の工期が２年延期

ということになるのですか。今後、計画的にはどうなるのですか。 

 

事務局：オオタカの生息が確認されて、その対応も含めて２年延びるというところです。当

初は令和５年ということでご案内していましたが、オオタカの生息が確認されましたの

で、京都府条例に基づく環境アセスメントの対応がどうしても必要になったというところ

です。まず通年調査として、オオタカの習性も含めて、あの領域で生息していることを１

年調査しました。プラスそれに対してどういう対策を加えていくのかと、自然保護の観点

から専門家会議を立ち上げ、そこでご議論していただくのに１年ということで、まず１年

延ばさせていただきます。次に、工事実施段階で造成工事をしていくことになりますが、

繁殖期になるとオオタカも敏感になり、そこで暮らせないということもありますので、そ

れを工事の方に配慮しました。更に音とか状況を急変させると、いつかなくなるというこ

と、専門家会議の方からアドバイスをいただいていますので、それを考慮してあまり急激

なことはできないという期間になっています。従いまして、その時には十分な工事などが

出来ないことから、１年間延びるということで、合計２年です。今のところ、令和５年か

ら令和７年完成という計画で進めようと考えています。 

 

会 長：ありがとうございます。他にご意見ありませんか。また何かありましたら、最後に

お願いします。最後に資料４をご用意いただいております、ご質問いただいておりました

「資源ごみの持ち去りについて現状と今後について」、事務局からご説明をお願いいたし

ます。 
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事務局：（資料４に基づき説明） 

 

会 長：ありがとうございます。ご質問、ご意見があればと思いますが。いかがでしょうか。 

 

委 員：早朝パトロールの際に持ち去り業者に対して口頭注意をするということですが、相

手の方はどういう態度なのでしょうか。朝によく見かけますが、持っていかれる現場を見

ても、注意がなかなか出来ません。もし注意した時は、相手方はどのような態度で出てこ

られるのか。参考にさせていただきたいと思います。 

 

事務局：市が遭遇したのは、女性の方で、外国人の方か日本人の方か分からなかったのです

が、持ち去り行為の注意をすると「はい、わかりました。すみません。」とその場では話

されていました。例えば、車で暴走ではないですが、結構遭遇する男性の方は、住宅街を

駆け巡るようなこともされています。今後とも月３回程度ですが、出来るだけ時間の許す

限りパトロールを実施する考えです。また、公用車には「資源物持ち去りパトロール実施

中」というステッカーを貼って啓発を行っています。何回かパトロールすることによって、

抑止効果が出ればと考え、現在、進めています。 

 

委 員：12～13 年前なのですが、自治会長をやっていた時に解決した経過があり、ご紹介し

たいと思います。アルミ缶の日は、午前８時頃の子供の通学時間帯に、すごい勢いで業者

が来ていました。自治会の中から子供が危険だという問題が提議され、当時、アルミ缶の

集団回収をまだ実施してなかったことから、それを集団回収しようということになり、子

供会、自治会の回収品目として回収業者を決めて回収するようにしました。現在、ステッ

カーを貼って、子供会の回収の時に出されていると思いますが、ステッカーよりチラシで

す。チラシをアルミ缶の袋の上に出してもらい、貼り付けるようにしたのです。チラシに

は、市の集団回収の助成事業として自治会がやっているものだと、出されたこの物の所有

権に関しては自治会にあると、これをだまって持ち去る人がいたら、それは窃盗罪になり

ます。窃盗罪という言葉を入れました。また、所有権という言葉も入れました。法律的に

は道路に出しておけば所有権放棄ということになるのです。所有権の設定、書くのは簡単

です。窃盗罪になるということを書いて貼り付けて集団回収の指定日に出すようにする

と、なくなりました。ただ、道路に出すだけなら持ってかれます。だから地域として取り

組んでやって、見事にぴったり止まりました。家電ごみは業者が時々持ち去っていると思

いますが、その量はしれています。当時は、缶でもスチール缶は持っていかないので、ア

ルミ缶だけは持っていかれました。スチール缶は放り出してアルミ缶だけ持っていくの

で、道路もごみだらけになってしまいます。そんな業者もいっぱいいましたが、子供たち

の危険も伴うので、地域で取り組んでこの問題は解決しました。成功の事例になるかも知

れませんが、集団回収をそういったことで進められれば、ある程度この問題は解決が出来
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るのではないかと思います。 

 

委 員：資料の中で、条例第 18 条で「市長及び市長が指定する者以外」の云々とあります

が、例えば、集団回収では、子供会や自治会で別の日に業者に回収を頼まれ、市が補助金

等を出されています。今回の持ち去り禁止条例の強化っていう条例であれば、一般廃棄物

処理計画に書かれた定義が必要だと思います。今のパターンであれば、自治会、子供会が

主になってやるという根拠を計画に定義をすれば、条例の効力として成すことが出来るの

か、他市の事例を見ていないので、分からない部分もありますが、その辺の評価は出来る

のですか。 

 

事務局：市が収集しているのは一般廃棄物のみです。自治会さんが出されているのは、ごみ

というよりは、売れる有価物ということになります。この物は、皆様が一定場所を指定し

て出す訳ですから、その場所が道路上であっても、自治会で指定してあれば、当然、窃盗

罪での適用となります。ただ、実際に警察当局がそれについて、どこまで捜査するかとい

うことは、非常に難しいと考えられます。我々が仮に、皆様からご意見いただいて、罰則

規定を条例の中に盛り込んだ場合、この有価物の罰則が条例に適応できるかというと、非

常に難しいと考えています。ですから、本市がごみ集積場から持ち去っていく業者に対し

て、罰則条例は適用できますが、各自治会区でされている集団回収については、条例を適

用するというのは若干違うのではないかなと考えています。集団回収については、警察当

局とも連携しながら取り組んでいく。ごみ集積場のごみについては、条例に厳しく罰則を

盛り込んで取り組んでいく。現在、二本立てで取り組んでいくという方向で考えています。 

 

会 長：ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

 

委 員：今回、罰則規定を設けられることは非常にうれしく思っております。資源ごみに関

しましても市の資産なので、そこを取られるというのも、ちょっと面白くない。また、市

民の安全面で、他の委員もおっしゃっていましたが、朝方の通勤・通学の時間帯に、トラ

ックが他市からいっぱい来ると地元の防犯面でも皆さん心配されています。ぜひこの罰則

規定を早期に実施していただければ、ありがたいと思います。今は口頭だけの注意で終わ

っている。何か注意されたけど１週間後また来るというようなことも、なきにしもあらず

だと思います。罰則規定で「罰金がこれだけありますよ」「条例違反ですよ」という貼り

紙をするだけでも抑止力が生まれますので、是非、早期にこの現行条例を改正して罰則規

定を盛り込んでいただきたいと思っております。いつ頃この条例を改正するとか、まだス

ケジュールなどは、決まっていない状況ですか。 

 

事務局：罰則についても、やはり強弱があると思います。例えば、５万円以下や 20 万円以下

とか、罰則規定も軽いか、重たいかというご意見も伺った上で、積極的に進めて行きたい
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と思っています。一定この審議会のご意見などを踏まえまして、改正の時期は見計らって

いきたいと考えています。 

 

委 員：今の件で、色々と参考になる他市の条例もあると思います。ここで決めるというよ

りも、たたき台のような形で参考事例のようなものを出していただき、効果的な条例にし

ていかないといけないと思いますので、何か研究されていれば、教えていただきたい。 

 

事務局：他市事例の資料を取り寄せて、またご検討いただく予定であります。京都府下では

木津川市、城陽市のみ実施されています。刑事罰ではないのですが、枚方市も過料という

形で実施されています。過料でいいのか、罰則の罰金がいいのかなど検討していただける

よう、他市の状況は次回の審議会でご案内できるかと考えています。 

 

会 長：地域によって、その持ち去りの主体や対応が違ったりすると思いますので、ポイン

トを押さえて聴取していただければと思います。他にありませんか。 

ないようですので、本日の議題はここまでとさていただきまして、事務局にお返しいた

します。 

 

事務局：会長、ありがとうございました。以上をもちまして、第 11 期第１回ごみ減量化推進

審議会は終了させていただきます。委員の皆様、どうもありがとうございました。 

  

【閉会】 

 


