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令和２年度第１回 

函館市廃棄物減量等推進審議会会議録 

開催日時 令和 2年 8月 26日（水） 15時 00分～16時 15分 

開催場所 函館市環境部 4階大会議室 

議  案 

１ 第 3次函館市一般廃棄物処理基本計画の進捗状況等について [公開] 

２ その他 [公開] 

 

出席委員 

澤村秀治委員， 青山森一委員， 

石塚康治委員， 一戸裕之委員 

川端和雄委員， 外崎善隆委員 

長南武次委員， 時田真一委員， 

松﨑静江委員， 渡部鯉子委員 

                   

（計 10名） 

欠席委員 

小貫恭也委員， 清藤千鶴子委員， 立身零委員 

原満好委員，  山地一委員 

（計 5名） 
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事務局 

出席者 

職・氏名 

池田幸穂環境部次長 

中村直人環境推進課長 

西谷光一施設整備担当課長 

小林令環境推進課主査 

浜口哲一環境推進課主査 

髙橋勇環境推進課主査 

橋本健二環境推進課主査 

江刺家大輝環境推進課主事 

田中実乃梨環境推進課主事 

他 出席者 函館新聞社 

浜口主査  それでは，定刻前ではございますが，出席の委員の皆様がお揃いになられまし

たので，ただいまから，令和 2年度第１回函館市廃棄物減量等推進審議会を開催

いたします。 

 私は，本日の進行役を務めます函館市環境部環境推進課の浜口と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 はじめに，本日の審議会は，委員 15名中，10名の出席がございますので，函

館市廃棄物減量等推進審議会条例第 6 条第 3 項の規定により，審議会として成

立しておりますことをご報告申しあげます。 

また，昨年の審議会以降に委員の変更がございましたので，ご報告申し上げ

ます。手塚委員に代わりまして一戸委員が，残間委員に代わりまして立身委員

が新たに委員になられております。 

それでは，本日ご出席いただいております委員の皆様をご紹介させていただ

きます。 

  （各委員紹介） 

 以上 10 名のほかに，本日所用のため欠席されておりますが，小貫委員，清藤

委員，立身委員，原委員，山地委員にも委嘱しているところでございます。 

続きまして，事務局の出席者を紹介させていただきます。なお，林環境部長に

つきましては，公務のため欠席させていただいております。 

（事務局紹介） 

議事に入ります前に，資料の確認をさせていただきます。 

 まず，先日郵送させていただいた資料ですが，ホチキス止めになっております
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審議会次第，審議会配付資料と審議会条例となっております。次に，本日机上配

付の資料ですが，令和 2年度清掃事業概要と座席表を配付しておりますが，ご確

認いただけますでしょうか。 

 それでは，議事に入りたいと思いますが，規定により会議の議長は会長が務め

ることとなっておりますので，澤村会長よろしくお願いします。 

澤村会長  はい，本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。本審

議会の会長を務めさせていただいております澤村と申します。どうぞよろしくお

願いします。本日の廃棄物減量審議会におきましては，委員の皆様のご意見ある

いはご討議をいただきまして，この委員会としてよい提案ができれば幸いかなと

考えております。どうぞよろしくお願いします。それでは早速審議に入ります。

議題１，第 3 次函館市一般廃棄物処理基本計画進捗状況等について事務局から

説明をお願いします。 

中村課長  改めまして環境部環境推進課長の中村でございます。 

本日は，「第 3次函館市一般廃棄物処理基本計画」の進歩状況やごみ減量化に

向けた新たな取り組みなどについてご報告いたします。 

市といたしましては，皆様それぞれの立場からの忌憚のないご意見，ご提言

をいただきまして，環境行政の一層の推進に役立てて参りたいと考えておりま

すのでどうぞよろしくお願いいたします。 

（「第 3次函館市一般廃棄物処理基本計画進捗状況等について」説明） 

澤村会長  ありがとうございました。ただいま，事務局の方から説明いただきましたが，

委員の皆様からご質問，ご意見のほどありましたら，よろしくお願いします。い

かがでしょうか。ございませんか。はい，松﨑委員お願いします。 

松﨑委員  ごみの排出について，函館市の人口は年々3,000人程度減っており，また今

年はコロナの影響があり，皆さんの生活の様式が変わってきてると思います。

その中で第一の問題は，食べ物が全然食べずに捨てられているということでは

ないでしょうか。環境部として市民に対し，全部食べきる，または粗末にしな

い，ということをお願いしていただきたいと思います。まず（燃やせるごみの

うち生ごみにあたる）50％が廃棄されているというのは今出た数字ではないと

思います。また事業者の食品ロスに関しても環境部さんの方ではどのようなお

考えで取り組まれていますか。 

中村課長 松﨑委員もご指摘のとおり，燃やせるごみの中に占める生ごみが量，割合的

には一番多いということがございまして，我々としましても，ごみの量を減ら

すためには，生ごみの量を減らしていくことが必要だと考えております。その

ために市民の皆様に向けて，また事業者の皆様に対しても，できる限り食品ロ

スを減らすよう取り組みをお願いする形で周知啓発を図ってまいりたいと思い

ますので，ご理解お願いいたします。 



4 

 

澤村会長 私から一点だけ確認します。最終処分量の目標値の図を見ると，道路建設に

よる特殊要因で突出した数字になっていますが，これについて今後の見通しは

また平常状態に戻るということでよろしいでしょうか。 

中村課長 現時点での情報ですと，令和 2年度も道路建設の際の多量ごみが出ると予想

されております。この工事の期間は令和 2年度中となっておりますので，今の

ところは令和 2年度をもって工事現場からの特殊要因となるような多量ごみに

ついては無くなるのではないかと考えております。 

澤村会長 わかりました。この工事に伴う特殊要因のごみについては，それを抜いたと

しても少し最終処分量が増加しているということですね。 

中村課長 はい。 

澤村会長 わかりました。石塚委員お願いします。 

石塚委員 マイボトルに関する取り組みについてお伺いしたいと思います。第 3次計画

の評価についてマイバッグがあってマイボトルが無かったので少し残念に思っ

ています。昨年の 9月 10日の北海道新聞でマイボトルのことについて記事があ

り，函館のマイボトルの取り組みについて関心を持っていました。 

まず 1点目は市役所内でどういう取り組みがあったのか，2点目は対市民へ

の取り組みについてどういうものがあったのかお尋ねします。 

中村課長 マイボトルへの取り組みにつきまして，まず 1 点目の市役所内の取り組みな

んですが，皆様のテーブルの上にありますお茶ですが，従来，会議的なものがあ

ればペットボトルのお茶をお出ししていたところですが，昨年度に環境部から市

の関係部局に文書を出しまして，今後会議等で飲み物を出すときはできる限り 

プラ，ペットボトルは使わないように庁内での周知をお願いしております。 

また，市民の皆様への取り組みにつきましても，プラゴミ全体を減らしてい

く中の一つとして，できるだけペットボトルを使わずに，マイボトルを持ち歩

いて，少しでもプラスチックゴミを減らしていきましょうという取り組みをし

ているところですが，まだ浸透してない部分があると思います。 

石塚委員 マイボトルの関連ですけれども，何かの委員会の案内にご持参くださいとい

う表現があったように記憶しています。ペットボトルが缶に変わったからとい

うことで，問題の本質からすると些末なことではないかと思います。指針とし

ては，各自ご持参の行政的な取り組みとしてあっていいのではないかと，私は

考えています。 

中村課長 今後の市民の皆様への取り組みの一つとして，参考としていきたいと思いま

す。 

澤村会長 はい，よろしくお願いします。時田委員お願いいたします。 

時田委員 再資源化の目標値の部分について質問ですけれども，令和 6年度にリサイク
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ル率の最終目標として 20％以上，中間目標として令和 2年度に 17.7%というこ

とになっていますが，平成 23年度あたりからずっと 15％をキープしているよ

うな状態だと思います。 

取り組み状況をいろいろ考えていくと，世の中でリサイクルできるものとし

ての策としては大体やっていて，そこからさらに 5％伸ばすのはかなり難しい

と思うんですが，令和 6年度までに 20％を達成するために現時点で考えてるも

のはありますか。 

中村課長 時田委員のご発言の通り，基準年度になります平成 25年度と比較しまして

も，リサイクル率自体が良くなっていないという結果です。この理由につきま

しては，計画におきまして，集団資源回収量やプラスチック容器包装，ペット

ボトルなどの再資源化可能なものが年々増えていく計画ではありましたが，実

際のところ集団資源回収につきましても逆に年々減少してきている。 

それから，ペットボトルやプラスチック容器包装につきましても，例えばペ

ットボトル一つの重さ自体が厚みを薄くしてできるだけプラスチックを使わな

いような製品をつくる傾向になっており，そもそもの重量が少なくなっている

中で，計画で当初想定していた量が集まってないというような実績がございま

す。令和 6年度の目標値 20％に対して，できる限り様々な対策によりまして，

取り組んでいきたいと思ってます。その中の一つとして事業系ごみ，とりわけ

事業所から出る古紙について，本来リサイクルできるものを焼却工場で燃やし

ている部分も多々あると思われますので，各事業所にリサイクルできることを

周知して，少しでもリサイクル率の上昇に繋がればと思っております。 

 

時田委員 ありがとうございます，まさに思っていたのが古紙についてでして，事業系

ごみの中でも資源化できるものが焼却されているものが目立っていたので，そ

ういった部分でもう少し資源として得られればと思っていました。 

あと，市民の皆様から出される町内回収されていない資源，ダンボール雑誌

等について，出し方が分からずに細かくちぎって燃えるゴミに入れてるという

人たちが多くいるので，市民の皆様にそこも資源化できることを周知するのも

また一つの手かなと思いますので。よろしくお願いいたします。 

川端委員 先ほど缶のお茶のことをお話ししていましたが，去年渡島振興局で会議があ

った際に，この次の会議からペットボトルは出さないのでマイボトルを持って

きてくださいという連絡がありました。今日の審議会はどうかと思って見たら

缶のジュースがあったので，さすがと思いました。またペットボトルについ

て，以前にデポジット制にするとか，あるいはプラスチックの強度を増して，

最低 2,3回使うようにするとかいろいろな考えがありましたが，先日新聞を見

たら 2021年にプラスチックを全部回収すると出ていました。今まで捨てていた
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プラスチック製品，容器包装等を全部回収するという政府の目標が出ていまし

たが，リサイクルセンターが全部回収して資源にするとしたら，今のリサイク

ルセンターのあの場所では狭くないでしょうか。 

もう一つ，これは事業所へのお願いですが，事業所もプラスチックを回収し

て，リサイクルの入り口まである程度事業所に責任を持ってもらいたい。消費

者だけに言っても難しい部分があるので，まずプラスチックの物は全部回収す

る。もう一つは，事業所に自身が出した製品の責任としてある程度回収とリサ

イクルまで責任を持ってもらうことが大事だと思います。 

また市民周知についてですが，環境部ニュースはすごくいいんですが，例え

ば私の町会は 83世帯なので配布されるのが 10枚だけだと回覧にするんです

が，回覧では見てもらいづらいですが全戸配布だと見てもらいやすいので，も

っと配布していただけたらと思います。環境省からでた熱中症にかんする注意

のチラシもカラーコピーして全戸配布しました。 

あと出前講座はすごくいいと思います。町会は 180近くありますが，実績は

9団体ということですので，周知力のある町会に出前講座を積極的にやった方

がいいと思います。 

中村課長 何点かございましたので順番にお答えいたします。まずプラスチック製品に

ついて，容器包装も含めて全部回収するというお話ですけれども，確かにそう

いうことを国が今検討しております。函館市では，プラスチック製の容器包装

は資源ごみとして回収しておりますが，歯ブラシや文房具，洗面器などのプラ

スチック製品はごみとして回収しております。国の方では材質としても同じよ

うなものなのに容器包装は資源，プラスチック製品はごみとして分別する現在

の方法は市民にとってわかりにくいのではないかということで，一括回収して

資源としてリサイクルすることで分別がしやすくなって資源ごみの区分に出す

人が増えると考えられることから一括回収してリサイクル制度を導入する方向

で検討を開始したということのようでございます。その中で事業者側の役割

や，各自治体の役割の部分は今後整理されていくことになりますが，今のとこ

ろ詳しい情報が入っておりませんので，注視してまいりたいと考えておりま

す。 

環境部ニュースについてですが，おほめ頂いてありがとうございます。部数

につきましては回覧ベースの部数でしか作っていないんですけれども，全戸配

布したほうが効果的だという話もあったということで担当課の方にも伝えてお

きたいと思います。 

出前講座につきましても，町会等に行って皆さんの前でごみの減量や資源化

についてお伝えするのは大事なことだと思いますので，今後できるだけ機会を

設けて各町会の皆様にご協力いただくというような形で進めていきたいと考え
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ております。 

澤村会長  川端委員よろしいでしょうか。では外崎委員よろしくお願いします。 

外崎委員 コープさっぽろの外崎です。ペットボトルのお話が出ておりましたが，実はコ

ープさっぽろも，ペットボトルについて，令和 2年度から札幌市内にペットボト

ルの圧縮機を配置して回収するモデルをスタートしまして，函館市内ではやって

いないんですが，渡島管内では木古内，福島，知内に配置して，全道 108店舗中

の 18 店舗で実験ということでやっております。私どものエリアの中では，木古

内では 7月期に 2,068本，福島町で 1,223本，知内で 1,177本の回収がありまし

た。今後周知徹底されていくともっと増えていくと思います。コープさっぽろ全

体でいいますと，7 月には 55,294 本回収があったということで。今後のコープ

さっぽろの運動として来年度以降も繋がっていくように，組合員さんと一緒に行

動していきたいと思っております。私どもも販売する側ではありますが，回収す

ることについても，より内部の職員から積極的に進めていきたいと思っておりま

す。今後，市の環境部の皆様と一緒に推進できればいいと思っております。 

澤村会長 はい，事業者の取り組みの一例としてご紹介いただきました，ありがとうござ

いました。その他いかがでしょうか。松﨑委員。 

松﨑委員 プラスチックについて，事業者の方は品物を売るのに，外見をよく見せるため

にプラスチックを使用し販売していますが，そういったプラスチックの使い方に

ついて，もう少し控えていただくことについて，環境部から事業者へ働きかけて

協力していただくということはお考えですか。 

中村課長 プラスチックの使用削減への事業所への協力依頼についてですけれども，確か

にプラスチックに限らず，例えば過剰包装については紙の過剰包装を出来るだけ

やめましょうという形で今までもありました。世の中が動いて，プラスチックに

つきましても，見栄えをよくするためだけにプラスチックを使うのはいかがなも

のかっていうことになってきており，例えばペットボトルのラベルにつきまして

も，昔はラベルがボトル全体に巻かれていたものが，今のボトルでは出来るだけ

小さい面積で，ごみとして出ないように，事業者側でもいろいろ考えた形で製品

を作っていると思います。そういう企業の努力等もございますので，松崎委員が

おっしゃる，事業者等への削減の協力につきましては，今個別にどうしましょう

というのは思いつきませんが，そういうこともやっていく必要があると考えてお

りますので，検討させていただきます。 

澤村会長 よろしいでしょうか，ありがとうございました。他いかがでしょう。はい，た

くさんご意見をいただきました。引き続き 17 ページ以降ですね，事務局から説

明をお願いいたします。 

中村課長  （「第 3次函館市一般廃棄物処理基本計画進捗状況等について」説明） 

澤村会長 はい，ありがとうございました。後半，各種廃棄物の減量化に対する取り組み
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の状況および計画の中間年までの評価についてご説明をいただきました。はい皆

さんからのご意見をいただきたいと思います，石塚委員，お願いします。 

石塚委員 古着回収についてお願いがあります。私ども高齢者になりますと，身辺整理し

ますと，古着が品質のいいものでもたくさん出てきます。 

前年度までですと，あそこに行けば出せるということでしたが，今は燃やせる

ごみの袋に入れています。もったいないのもあるし，ごみの減量化を考えると不

適切ということも考えられます。現在一時休止になっていますけども，それに変

わるいい案を何とか提起して高齢者を助けてほしいというふうに思います。 

中村課長 古着回収につきましては，引き渡し先が見つからないこと，さらに今のコロナ

の流行もありまして，なかなか引き取り手が見つからないのが現状ですので，今

の時点ではいつ頃再開というのも明言できない状態です。 

市民の皆様の評判もかなり良かったものですから，今後も調査研究等をいたし

まして，再開をできるような形にしたいと思っておりますが，今のところこの場

で明言はできない状況です。 

 

澤村会長 古着回収リサイクルは世の中の活動が縮小している状況ではせっかく集めて

も使い道がない。古着に限らずですね，他の部分についてもちょっと注意深く見

ていきたいですね。はい。では議題 1は以上です。議題 2その他でございます。 

中村課長  議題 2については特にございません。 

澤村会長 特にないようでしたらこれで予定していた議題は全て終わりましたので，以上

で令和 2年度第 1回函館市廃棄物減量等推進審議会を終了したいと思います。 

皆様からたくさんのご意見いただきました，どうもありがとうございました。 

浜口主査 それでは，以上で本日の審議会を閉会いたします。 

委員の皆様には長時間にわたり，どうもありがとうございました。 

 


