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令和２年度 第３回中津市廃棄物減量等推進審議会 議事録 

 

日  時 ： 令和 2 年 8 月 6 日（木） 14：00 ～ 16：00 

場  所 ： 中津市役所 5 階 第 1・2 委員会室 

出席委員 ： 14 名 

   室長 大應、今井 登美子、平田 誠、小野 政文、伊藤 勇、高山 優治、

小川 幸子、平野 京子、溝口 聖美、於久 末美、平山 起吉、松山 義憲、

惠上 貞之、大坪 丈二 

欠席委員 ： 4 名 

       水谷 トシヱ、澤村 真知子、菊池 徹、亀井 顕史 

議  題 ： 別紙議案書のとおり 

 

事務局 開会・進行 

皆様、こんにちは。本日は令和２年度第３回中津市廃棄物減量等推進審議会にお集まりいただき、

ありがとうございます。事務局を務めます、環境政策課の日髙と申します。よろしくお願いしま

す。それではお手元の次第に沿って進めてまいります。 

まず開会を、生活保健部長の今冨が申し上げます。 

 

今冨生活保健部長 挨拶 

皆様、こんにちは。生活保健部長の今冨と申します。本日はお忙しい中お集まりいただきありが

とうございます。本日の審議会では、前回に引き続きまして、ごみ袋の有料化、具体的な袋のサ

イズや手数料の設定など審議をいただきたいと思います。ごみ減量・資源化施策としてのごみ袋

の有料化等について、活発な議論をいただきますようお願い申し上げします。 

それでは、令和２年度第３回中津市廃棄物減量等推進審議会を開会します。どうぞよろしくお願

い致します。 

 

事務局 進行 

つづきまして、議事に入りますが、本日は所用のため、澤村委員、水谷委員、亀井委員、菊池委

員が欠席されていますので、18 名の委員のうち、14 名の皆様によりご審議をいただきます。 

これより以降の進行につきましては、室長会長にお任せ致します。それでは室長会長お願い致し

ます。 

 

審議会成立（委員 18 名中 14 名出席）  

（中津市廃棄物減量等推進審議会運営要綱第６条第２項に規定する過半数以上の出席を満たし

ており、審議会成立） 

 

議長 

審議会運営要綱に基づきまして議長をさせていただきます。委員の皆様のご協力をいただきまし

て、進行していきたいと思いますのでご協力よろしくお願いします。それでは次第に沿いまして、

令和２度第２回の審議会の内容を事務局から振り返りをお願いします。 

 

事務局 
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≪ 議事資料 １.令和２年度第２回審議会での審議内容について説明（P１）≫ 

 

議長  

ありがとうございました。前回の議事録を見ると膨大な量で、議論が沸騰していたんだなと改め

て確認させていただきました。それでは第２回目の審議を踏まえまして、本日の審議会では皆さ

んの議論を深めていただきまして、ある程度審議会としての意見を集約して決定していきたいと

思います。３回目ということになりますので、まとめる方向で議論をお願いしたいと思います。

そういうことで今日は事務局からいただいています資料を基に考えますと、１つ目がごみ袋有料

化の対象となるごみの種類をどうするかということ、前回からの引き続きになります。それから

ごみ袋のサイズと種類、これもかなりの議論になるかと思います。今事務局の前に５ℓから 45ℓ

まで（見本の袋が）並んでおりますけれども、こういうところを詰めていきたいと思います。そ

れから３つ目は前回あまり議論になりませんでしたけれども、手数料をどうするか。その３つの

面につきましてある程度意見を集約して、それを基に事務局の方で基本方針案を作っていただく

ことが可能になるような議論をお願いしたいと思います。ご協力方よろしくお願いいたします。

今日は中津のこれからを決める形となりますので、よろしく議論の程お願いいたします。 

 

それでは議事に入ります。議事について質疑等のある方は挙手をお願いします。それからお名前

をおっしゃっていただいて、発言をされるようにお願いしたいと思います。それでは議事の２番

目になりますが、ごみの減量化の推進について ごみの減量・資源化推進の施策 ごみの減量・

資源化推進に向けた新たな施策について ごみ袋有料化の導入について「ごみ袋有料化の対象と

なるごみの種類について」事務局よりご説明をお願いします。 

 

事務局 

≪ 議事資料 ２.ごみの減量・資源化の推進について ごみの減量・資源化施策の推進 ごみの

減量・資源化推進に向けた新たな施策について ごみ袋の導入について、ごみ袋有料化の対象と

なるごみの種類について説明（Ｐ２）≫ 

 

議長  

それでは、対象となるごみの種類につきまして、基本的には「燃やすごみ」「燃えないごみ」とい

うところまではいいと思いますが、「資源ごみ」の有料化をどうするか。その辺のご意見を少し

いただけたらと思います。有料化してやっていくか、それとも今まで通り、地域によっては斡旋

した指定の袋に入れていただいているところもあると思いますので、どうぞ忌憚のないご意見を

頂戴したいと思います。 

 

平野委員 

「資源ごみ」の場合、45ℓ以下ということは 45ℓでは駄目だということですか。今使っているの

が 45ℓなんです。それで、45ℓまではいいということですか。 

 

事務局 

はい、45ℓまで大丈夫です。 

 

小川委員 

私は独居でごみの量がとっても少ないんですね。それで家族の多いところと少ないところの袋の

大きさが色々あると思うんです。私は 20ℓ、生ごみだったら 10ℓを一週間に１つという感じにな

ると思うんです。それで家族の多い少ないもあると思いますし、その辺も検討していただけたら
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いいなと思います。 

 

議長 

ありがとうございます。袋の大きさについては後で出てきますので、まずは資源ごみを有料化の

枠の中に入れるかどうかということで、「可燃ごみ」「不燃ごみ」について有料化した袋で出して

いただく、もう１つ「資源ごみ」について有料化した袋を使うようにするのかどうかということ

についてですね、そのあたりを少しご意見いただきたいと思います。 

 

平田委員 

資源ごみ、特に資源プラがメインになってくるかと思いますが、基本的には処理には費用が掛か

っています。だから費用をとってもおかしくはないという議論は成り立つのですが、そうなって

しまうと「燃やすごみ」にプラスチックを入れてしまう割合が高くなってしまうと。大分市なん

かですと、プラスチックを入れてくれた方が（焼却炉への）負担は少なくなるというような現状

もあったりするのですが、やはりリサイクルという環境を意識した中では、汚れていないもの、

簡単に洗えるものであるならば、なるべく「資源ごみ」の方に回してほしいと我々大学の人間と

しては思っているところでございます。そうしますとやはり「資源ごみ」につきましては、リサ

イクルを促進するためには、無償とすべきではないかと。ただ先ほど透明の袋というお話があり

ましたけど、できましたら半透明まで認めていただきたいと思っております。乳白色は中身に何

が入ってしまうか分からないので、それは良くないですけれども。透明・半透明、45ℓまで、無

料でやっていただけたらと思います。 

 

議長 

ありがとうございます。無料でどうなのかというご意見でした。 

大坪委員どうぞ。 

 

大坪委員 

前回の審議会の中で、無料化することでリサイクル率が上がるのかということで、ごみ袋の種類

を２種類がいいのか３種類がいいのかをご検討いただく意味で発言させていただいたのですけ

れども、今回つけていただいた資料 16 ページを見させていただくと、ごみ袋の種類が３種類で

「資源ごみ」を有料化しているところが、よりリサイクル率が高いかというと、そんな関係性は

ないのかなというふうに、いただいた資料を見ながら感じておりました。それと当然市民の皆様

にご負担いただく訳ですから、「資源ごみ」が有料になると負担が増えるということは感じてお

りましたので、（「燃やすごみ」「燃えないごみ」の）２種類が妥当なのかなと個人的に感じたとこ

ろです。 

 

議長 

ありがとうございます。16 ページ、17 ページに有料化の対象品目というところで、17 ページ

は中津に近い規模の各自治体で、「資源ごみ」を対象にしている自治体が３つありますが、この

資料について事務局は補足がありますか。 

 

事務局 

資料 16 ページと 17 ページがリサイクル率などの項目を追加した新たな資料ですが、16 ページ

は大分県内と福岡県側の定住自立圏の自治体を入れております。県内は有料化を実施した時期が

かなり早い自治体があって、正確にごみの減量率などが算定できないところもあるので、そこは

「－」にしています。平成 30 年度のリサイクル率については、各市こういった状況になってい
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まして、今大坪委員もおっしゃっていただいたように、「資源ごみ」について指定袋あるいは有

料袋にしている自治体が、県内だけで見ても６市あります。それぞれ種類は様々なのですが、そ

このリサイクル率が高いかというと、必ずしも相関関係は見られないというのが事務局側の判断

としてもございます。一方、17 ページの方で全国で平成 21 年度以降に有料化を実施した人口 5

万人から 10 万人の都市を同じように表をつくっております。これに関しても、「資源ごみ」に有

料化を導入しているからリサイクル率が高いのかという相関関係は見られません。ただリサイク

ル率が非常に高いところ、これは前回の資料の中でも、平田委員からその要因などを資料の中に

入れるようご指摘をいただきましたので、一番右側の備考の欄にその要因と考えられるものを掲

載しております。 

 

議長 

平田委員どうぞ。 

 

平田委員 

リサイクル率はどうやって算定したものか確認してよろしいでしょうか。 

 

事務局 

毎年度各自治体が、ごみ処理の実態調査ということで、国に報告をしている「一般廃棄物処理実

態調査」というものがございまして、その中で、ごみ総量の中からリサイクル化ができたものを

リサイクル率として報告しているものがありますので、その数値を用いています。 

 

平田委員 

そうしますと、ごみとしては排出されるもの、廃棄されるものは全て分母に入っているという形

になりますので、当然ながら重さの重いもので処理困難なものはリサイクルされないということ

になってしまいます。今問題となっていますのは、資源プラ、容器包装なんかと思いますけれど

も、それに関しては、この数値にはあまり影響が出てこない危険性もあるんじゃないですか。 

 

事務局 

今平田委員がおっしゃられたとおり、これは重量ベースです。いわゆる処理量ベースなので、表

を見ていただくと、生ごみのリサイクルをしているところなんかはリサイクル率が非常に高いで

す。容器包装プラスチックはリサイクルをしても体積はありますが重量がないので、ここで表す

リサイクル率への影響は確かに少ないです。 

 

平田委員 

ペットボトルが外されてしまうというのもありますよね。 

 

議長 

よろしいでしょうか。中津市の方も既にペットボトルの単独回収が始まっており、容器包装プラ

スチックの分別も検討されています。そこで新たに（「資源ごみ」が）有料化になると疑問視が出

てきそうな気もいたします。 

ご意見を聞く限りでは、有料化の対象は「燃やすごみ」「燃えないごみ」の２つでいくということ

でいかがでしょうか。 

 

高山委員 

市民の負担軽減から言えば、２種類がいいと思うのですけれども、仮に有料化を開始しますと県
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下で最後ということになります。将来的なことですが、せっかく有料化して、数年経った内に、

やはり「資源ごみ」の袋も有料化ということになれば、なかなか市民の了解は得られないと思い

ます。仮に２種類だけということが決定しますと、ある程度長期的にこの体制を続けていかない

といけないと思いますので、全体的な確認をお願いします。 

 

議長 

ありがとうございます。事務局いかがでしょうか。朝令暮改という訳にはいかないと思いますが、

どれくらいの展望でしょうか。 

 

事務局 

現在ごみ減量・資源化の施策の一環として、ごみ袋有料化のご議論をいただいております。この

審議会の中でご議論いただいて、最終的には答申としていただく訳でして、審議会での議論の経

過や、ここで出していただく結論というのは、事務局としても非常に重たいものと考えておりま

す。そこで一度導入したものを、ただちに「資源ごみ」を有料化するという考えは現時点では全

くございません。ただ、これからの社会情勢の変化、生活スタイル、あるいは社会構造そのもの

の変化によって、ごみ処理に求められる部分が変わってくるという要因はあるかもしれませんの

で、そうしたときにまた改めて考えるときが来るだろうということは思っています。ただ現時点

で、ただちに「資源ごみ」について、有料化するという考えはございません。 

 

議長 

ありがとうございます。今の議論が中津市のごみ処理の基本計画の流れの中できておりますので、

目標は令和９年ということがありますので、少なくともそれぐらいのスパンになるかと思います

ので、そういうことでよろしいでしょうか。 

まだ先もございますし、皆様のご意見では、有料化の対象とするごみの種類は、「燃やすごみ」と

「燃えないごみ」の２種類ということで、審議会での方向性を確認させていただきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

 

平田委員 

付け加えですが、今後の資料かもしれませんが、大分市を見ますと、可燃も不燃も同じ袋を使っ

ています。さらにそこで、資源プラも共用できるかということを考えますと、例えば大分市の指

定袋は 30 ミクロンの厚さですが、資源プラは 8 ミクロン程度のもので充分間に合います。そう

しますと前回ごみ袋自体も焼却によって環境に負荷を与えるという議論からすると、資源プラを

もし分けるのであればまた別の袋を用意しなければならないということになりますので、そうす

るとお店に置く場合でも、ご家庭にストックする場合にしても大変になるということを申し添え

させていただきます。 

 

議長 

ありがとうございます。これから高齢世帯も増えていきますので、多すぎると管理も大変です

から、ある程度整理ができたらと私も思います。 

事務局はこの審議会の意見を踏まえて、基本方針案の作成をお願いしたいと思います。 

 

小野委員 

有料・無料というのは「資源ごみ」も有料になるのですか。 
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議長  

資料の２ページを見ていただきますと、「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源ごみ」と３つに分けられま

す。その３つを回収する袋を有料化するかということで、とりあえず「可燃ごみ」の袋と「不燃

ごみ」の袋、これを有料化して、「資源ごみ」は今使用している袋で回収、つまり有料化しないと

いうことです。 

 

小野委員 

資源ごみは有料化しないということですか。そうすると有料化と無料化の周知がかなり大変なん

ではないかと思うのですが。これはもう決まったことですか。 

 

議長  

反対意見がなかったものですから方向性としては。今のような運営上の問題はこれからあるかと

思いますが、とりあえず資源ごみについては現状どおり、例えばペットボトルは中身が見える 45

ℓまでの袋に入れて回収日に回収場所に出すということです。 

 

小野委員 

今までどおりということですか。 

 

議長 

はい。 

皆さんよろしいでしょうか。 

<全員同意> 

それでは１点目の議論についてはその方向性でご了解していただいたものとします。 

 

次に「ごみ袋のサイズと種類」「ごみ袋有料化に係る手数料の設定について」併せて事務局から

説明をお願いします。 

 

事務局 

≪ 議事資料 ２.ごみの減量・資源化の推進について「ごみ袋のサイズと種類」、「ごみ袋有料化

に係る手数料の設定について」説明（P３～４）≫ 

※45ℓ、40ℓ、30ℓ、20ℓ、10ℓ、５ℓのごみ袋を使用したごみのサンプルと、40ℓのごみ袋がごみ箱

にかかっているサンプルを用意して説明。 

 

議長  

ありがとうございました。「ごみ袋のサイズと種類」と「ごみ袋有料化に係る手数料の設定につ

いて」併せて説明していただきましたが、まず「ごみ袋のサイズと種類」から審議したいと思い

ます。最大のサイズを 45ℓか 40ℓかというところです。前回の審議会では、45ℓの意見がありまし

て、委員の皆様も色々と調べていただいて、私も色々とやってみました。40ℓに生ごみをいっぱ

い詰めた場合と 45ℓに詰めた場合とやってみて、かなり重さが違うなと感じました。やはり中津

市のごみの基本計画のゴールを見通した答申というのが、やはり求められるのではないかと思い

ます。そういう意味でも、40ℓと 45ℓについても、ご意見をいただいて先に進めていけたらと思

います。 

 

平田委員 

40ℓのごみ袋がごみ箱にかかるかといったところと、あるいはそれだけの燃やすごみの量が１週
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間に出るのかといった議論になってしまったのですが、どうやら調べてみたらそうではなくて、

例えばそこにあるごみ箱を捨てるときに何の日に捨てるか分かりますか。「可燃ごみ」の日です

よ。それで、もう一つ大きいサイズのごみ箱だとか、あるいは衣装ケースになると 40ℓだと入ら

なくなる危険性がある。さらに、私確認させていただきたかったのですが、「可燃ごみ」とか「不

燃ごみ」とか言われているもので、何を捨てられるのか。また、袋のかけ方として、例えば大分

市さんだと、ガスコンロやストーブなども「不燃ごみ」に出せるのです。というのも、45ℓとい

うのがどういう基準で決められているか調べてみたら、ごみ袋がパッカー車に入るというごみ収

集ができるサイズということで、45ℓより大きくなければ大丈夫ということです。長さの問題が

出てくるかもしれませんけど、そこまで長いのは基本的にはごみとして出てこないということで、

問題ないかもしれません。もし、そういう形でされるのであれば、例えば「可燃ごみ」で大きい

物としたら衣装ケースとかごみ箱とか、あるいは布団、こういうものは 45ℓのごみ袋が欲しくな

る。それが、40ℓで入らなくなると、持ち込まなくては行けなくなる。それから、「不燃ごみ」で

すと、ストーブとかが大きい物になってきます。そのほか、エアコンとかテレビとかは、家電リ

サイクルの対象になっていますし、PC については、PC リサイクル法の対象になっていますの

で、そういったものは、いずれにしても持ち込みや回収業者に引き渡すようになっています。そ

うしますと、「不燃ごみ」大きいのは、それ以外の家電やストーブ、普段出されるもので大きい物

は大鍋くらい、あるいはフライパンしかないのではないかと私は思っています。そうしますと、

逆に小さい方がいりませんか。普段出てくるもの、入浴剤がアルミの容器ですとそういった容器、

蚊取り線香のスチール容器、あるいはハンガー、そういったものが、普段出てきますし、あるい

は薬の瓶や化粧品の瓶は、やはり「不燃ごみ」ですかね。それ以外、割れたお皿とかそのような

物ですので、私の場合ですと、５ℓで１ヵ月「不燃ごみ」は出せていますので、小さいサイズが必

要ではないかと思っています。大分市さんと同じように、袋がかかれば、はみ出しても良いとい

うことであれば 45ℓが必要でしょうし、「不燃ごみ」に関しましては、小さいサイズの５ℓも必要

なのかなと思っています。 

 

議長 

ありがとうございます。まず、「可燃ごみ」の方から審議をしましょうかね。 

 

平田委員 

袋は、「可燃ごみ」と「不燃ごみ」を分けられるのですか。大分市さんみたいに共用の袋には、

しないのですか。 

 

事務局 

現時点で事務局の方では、「可燃ごみ」と「不燃ごみ」の袋を分けようと思っています。 

 

平田委員 

分けなければいけない理由というのは、どこにあるのでしょうか。 

 

事務局 

収集現場のことで言いますと、「可燃ごみ」の中に「不燃ごみ」が混ざっているなど、「可燃ごみ」

と「不燃ごみ」で同じ袋を使った場合には、集積所の管理がされていない場所では、「可燃ごみ」

の日に収集できなったごみ袋がそのままの状態で残っており、次回の収集日に収集作業員が袋を

全て確認していかなければならないこととなります。出されているごみが、分かりやすいように

分けた方が良いかと考えています。 
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平田委員 

いずれにしても収集時には、チェックをしなければいけないと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

事務局 

チェックをするために、「可燃ごみ」と「不燃ごみ」の袋を分けた方が、よりチェックしやすいと

考えています。 

 

平田委員 

その理由は、全く分かりません。色とかを変えられるということですよね。色が変わることで、

確かにミスは減るかと思います。収集時に残されたごみ袋が、そのまま残ってしまうという危険

性があるということですよね。ただ、それはごみ出しのマナーの問題ですし、自治会さんとかに

ご協力いただいて、きちっとしていただくしかないのではないでしょうか。いずれにしてもチェ

ックは必要ですので、それでも分けなければいけないのでしょうか。 

 

平山委員 

収集業者の立場で言わせてください。今の収集体系ですと、「不燃ごみ」は当社が受けておるの

ですが、収集過程でチェックをかけなければならないので、時間のロスがあります。中津市は、

収集が午前中の収集で時間が限られていますので、その時間の中で収集をしっかりしていくため

には、袋を「可燃ごみ」と「不燃ごみ」で分けていただいた方が、収集がスムーズになると思っ

ています。 

 

平田委員 

色が分かれていることで、どう収集がスムーズになるのか、理解できなったのですが、教えてい

ただけますか。曜日が一緒で同じ日に「可燃ごみ」と「不燃ごみ」の収集を行っているのですか。 

 

平山委員 

「可燃ごみ」と「不燃ごみ」が同じ収集日はないです。 

 

平田委員 

そうですよね。ですので、そこでのミスはないでしょうし、何で色が分かれていることで、収集

がスムーズになるのかが、私には分からなかったです。 

 

平山委員 

「可燃ごみ」と「不燃ごみ」は、質的にも違いますし、出す側からしてみても、利便性があって

良いのではと思います。 

 

平田委員 

出す側からしてみても、曜日が違いますので、ミスは基本的にないものだと思います。あるとし

たら、アパートとかでいつでも出せるようにしているところが、間違って入れてしまうとか、そ

ういったところでの混入はあるかと思いますが、捨てる人をきちっと教育していくことが必要で、

そちらの問題ではないかなと思います。 

 

事務局 

市民の方からの声です。どうしても、お年寄りとなると「「燃えないごみ」に何を入れて良いか分

からない。」といった声が非常に多いです。ですから、色よりも文字です。何を入れるか、金属の
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キャップだとか、割れ物だとか、そういったことを明記してほしいという声が非常に多いです。

ですから、「燃えるごみ」と「燃えないごみ」、色もそうですけど、入れるものを明示して欲しい

という分別がよく分からない高齢者の方から声もありますので、２つの種類が望ましいと考えて

います。 

 

大坪委員 

色を分けるということで、私はアパートに住んでいまして、やはりマナーの悪い方っていらっし

ゃるわけですよ。色が違うことによって、例えば「燃やすごみ」でない日に、「燃やすごみ」を入

れる人もいて、色が違うと周囲から見ると、あの人違う日のごみを捨てていることが分かるとい

う部分で言うと、教育が必要ではあるのですが、周囲の目を気にするという部分でもいいかなと

私的には感じます。だから、色を分けるということは、収集ということもそうですが、マナー違

反を無くすという効果があるのではないかと思っています。 

 

議長 

ありがとうございます。近隣の袋を見させてもらったのですが、豊前市あたりは袋に説明が詳し

く書いてあって、便利がいいなという感じはしました。１つの方が効率はいいかもしれませんけ

ど、２種類だと分かりやすいというのもあって、一長一短かなと議長としては、思います。 

 

平田委員 

「可燃ごみ」も「不燃ごみ」もサイズをいろいろ作っていただけるということであればいいので

すが、「不燃ごみ」の種類が、40ℓと 20ℓの２種類ということで、それで本当に良いかどうかです。

皆様出されるときに、ずいぶん袋に余裕がある状態で出されることで、それだけ家計に負担がか

かるということで良いのかどうか。マナーの問題に関しては、やはり悪い人間はいますけど、そ

れはちょっと次元の低すぎる話かなと思っています。分かりにくいという話は、袋に書いてある

よりは、ちゃんと「不燃ごみ」に入れるものはどういったものであるということが書かれたチラ

シ、ごみ箱に貼れるようなチラシ的なものを配布される方が、ごみ袋に書いてある文字なんて読

みにくいと私は思いますので、いいと思います。それでも２種類ということであれば、家計の負

担もいいですよ、袋のバリエーションもないのもいいですよ、ということで市民の方が受け入れ

られるのであれば、私はそれでも結構です。 

 

議長  

ありがとうございます。ほかの委員の方はありませんか。 

 

今井委員 

先ほど、ごみ箱に貼れるチラシという意見もありましたが、私は各自で工夫された方がいいかと

思います。四角いボックスタイプのごみ箱を設置している家庭もあれば、違う形を設置している

家庭もあり、それぞれの家庭で使うものは違うのではないかと思います。それと収集するごみ箱

のところには、今ほとんどの自治会で分別の表を貼っていただいていて、非常に良いなと思って

いますし、私も高齢者の仲間なので、「可燃ごみ」はどういうものを捨てるのか、「不燃ごみ」は

どういうものを捨てるのか、いちいち確認することがあるので、袋に捨てられるものを書いてい

ただくことは、非常にありがたいです。それと、ごみ箱に貼るシールというものも、予算的に余

裕があるのであれば、配布していただけると非常に便利かなと思います。できれば子供が読める

ような、割とひらがなが多く、字を大きくするような工夫をしていただくと、子供に教えること

ができます。それは、それぞれの家庭ですることではないかと思って、親御さんたちが子供にご

みについて話ができる環境を作っていくのが一番良いのではないかと感じました。 
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小川委員 

まだ、中津市と合併する前、私は本耶馬渓町ですけど、その時は色を３色にして、赤と黄色と黒

でごみ袋を３色に分けていました。結構間違わずに入れやすかったような気がします。それほど、

たくさんの袋を色分けするのは大変ですけど、前は色分けしていたら、ほかのごみはそれに入れ

ない。黒は「危険物」と、赤は「燃やすごみ」というふうに分けていたので、結構間違わずに子

供たちも入れることができていたのですけど、合併したら一緒の色になってしまったので、少し

は色分けをしたらいいのではないかと、私は思います。 

 

伊藤委員 

「燃やすごみ」と「燃えないごみ」ですね、主婦はちゃんと分けてですね、その週に出していま

すね。「燃えないごみ」の中に、「燃やすごみ」があったら置かれてシールを貼られていますので、

最近そういったごみは見かけません。私も実は今、ごみ出しをしています。きちんと守れていま

す。それで、週がちゃんと決まっていますので、冷蔵庫のところにカレンダーを貼っていると思

うのですよ。みんなそれを見て、分別していると思うので、今守れているのでないでしょうか。

どうでしょうか。 

 

議長 

事務局は、どうですか。 

 

事務局 

守られているところは、守られています。守られていないところは、まだまだあります。収集作

業員が、違反シールをかなりの枚数、１日に数百枚単位で貼っています。現状は、そうです。伊

藤委員のところのように、しっかりした町内は良いのですが、どうしてもステーションによって

は、かなり残されているのが非常に多いです。 

 

議長 

ありがとうございます。ちょっと整理させていただきますと、まず容積の方からだったのですが、

もう一つは現在も地域によっては透明の袋で全てのごみを収集しているところもあります。改め

て有料化となってくると、袋の差別化ということも必要な気がします。 

とりあえず、袋の大きさを先に、最大を 40ℓ、45ℓどちらにするか、可燃と不燃を一緒の袋にする

のであれば 45ℓの方がいいのではという話も出てきますので、議論としては一緒になりそうな感

じがします。とりあえず「可燃ごみ」だけで考えたときに、40ℓがいいのか 45ℓがいいのか、その

辺のご意見を聞きたいと思います。 

 

大坪委員 

市販のごみ箱の規格が 45ℓサイズの規格からになっておりまして、私共のお店で販売している規

格を見ましたら、その下は 30ℓサイズなんですね。実際に 40ℓのごみ袋をかけてみると、ボック

スタイプの 45ℓのごみ箱にはフィットしますが、ポリバケツタイプのもの、こちらはどうしても

口のところが引っ掛からないということで、非常に使いづらいなと感じたところです。ごみ箱の

規格が 45ℓより小さいサイズとなると一気に 30ℓになりますので、なかなか 40ℓというものは私

共のお店では販売していないものですから、そういった環境を考えると、40ℓのサイズで果たし

て使い勝手の部分では非常に使いにくいのではないかと思います。また従業員に聞いてみたら、

45ℓギリギリに入れて使っているので 45ℓがほしいというご意見が多かったです。 
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議長 

ありがとうございます。ただ、あくまで使い勝手ということで 45ℓという意見が多いようですが、

ほかの委員はどうですか。 

 

小野委員 

40ℓは、市販のごみ箱にはかからない。先ほど、大坪委員のおっしゃられたように、45ℓの方が使

い勝手が良いということで意見がありました。45ℓを無くして 40ℓにするということなのか、45

ℓも 40ℓもどちらも販売するということなのか、聞きたいです。 

 

議長 

はい。今それをここで議論しようという話になっていますが、ごみ減量という視点で事務局から

５ℓの差で非常に減量効果があるという提案がありました。確かに使い勝手の良さは 45ℓだとい

うことは、皆様否定はされていませんが、使い勝手で決めていいのかという議論です。やはり、

ごみを減らすのにどうすればいいのかという中で、新たなチャレンジで少し不便をかけることも

あるかもしれないですが、今あるごみ箱は、ほかの資源ごみのごみ箱として使えますし、少し視

点を変えて減量という方向で、意見を伺いたいと思います。 

 

平野委員 

この先に容器包装プラスチックを分別する予定があるので、そうなると 45ℓは大きいです。少人

数の家族だと 40ℓでも大きいのですが、そして「燃やすごみ」は週２回の収集がありますので、

これ以上大きくなくても良いし、もう一つ小さいサイズが欲しいくらいです。それと、「燃やす

ごみ」と「燃えないごみ」を色分けしないで、40ℓ、30ℓ、20ℓとかであれば、どちらにも使える

なと思いました。今が、色分けをしないで無色透明のごみ袋で、ごみを出していて、色分けをし

て入れるものを書いていたら助かると思うけど、色分けせずに種類を増やしてどちらでも使える

ようにしておけばいいのかなと思いました。 

 

議長 

ありがとうございます。ほかの委員の方で、溝口委員はいかがでしょうか。 

 

溝口委員 

皆様のお話を非常に興味深く聞かせていただいていたのですが、私のいる自治会はすごくマナー

が悪い地区だと思います。毎週前日には、集積所にごみがいっぱいになっていて、「燃やすごみ」

の日に「ペットボトル」が出ていたり、残されたごみがそのまま次の「燃やすごみ」の日に残っ

ていたりとかして、そういうマナーの問題から市民の意識がすごく低いと感じていました。ごみ

袋は、有料化するならば全部同じでサイズがたくさんあった方がいいと思うのですが、中津市の

今なにも分別とかをしていなくてマナーが悪いところがある現状で言えば、色を変えることで意

識の向上になっていくのかなと思いました。そこまでするのであれば、「資源ごみ」も色分けし

た方が、さらにやりやすいと思うし、そこを無償ということであれば、有料化袋のおまけで「資

源ごみ」の袋が付いてくると主婦としては、ありがたいなと思いました。 

 

議長 

ありがとうございました。於久委員いかがでしょうか。 

 

於久委員 

先ほど言われていたように、私の地区の集積所のところでも、時々「缶」を「燃やすごみ」に出
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していることがありますけど、最近は少なくなってきて、ちゃんと収集されています。 

 

溝口委員 

サイズの話を忘れていました。使い勝手という意味では、45ℓが皆様良いと思うのですが、プラ

スチックとかの分別をするという前提で、同じ時期に始めるのであれば、45ℓは私はいらないの

ではないかと思うので、事務局の 40ℓにして少しでもごみ減量という考えに賛同、良い考えだな

と思います。 

 

伊藤委員 

以前、大分市に行ったときに、家庭ごみの有料化ですけど、大分市では 40ℓの袋がないです。先

ほど、私が言ったのですが、色の件もありますが、「燃やすごみ」と「燃えないごみ」が兼用袋の

方が、ありがたいと思います。統一して進めてもらいたいと私は思います。収集されていないご

みは、その地区の自治委員さんとかの協力を得て、管理や見回りが必要かと思います。熊本県で

も主婦の会とかいろいろあって、ごみ集積所を管理されています。そういうふうなことは出来な

いけれども、私が心配しているのは、有料化になると、もし取り残された場合はどうするのかと

思っています。残されたごみを誰が片付けるのかという問題もあるので、そこも検討しておかな

ければならないと思いますけど、結論的には、私は 40ℓの袋だけ必要ないと思います。 

 

議長 

ありがとうございます。ごみを減らすということでの 40ℓ、40ℓが必要ないという意見もありま

すけど、まずは、「可燃ごみ」で容積的にどうでしょう。例えば、プラスチックを分別しますと、

私自身やってみたのですが、一気に「可燃ごみ」が減ります。 

 

平田委員 

有料化になって、45ℓの袋を普段使われる方って、いらっしゃるのですか。週に 90ℓとか 80ℓの生

ごみが出るのですか。プラスチックごみを除いて。そもそもごみが出ないのであれば、45ℓを 40

ℓにしたからと言って、環境負荷が減るっていう議論はおかしいんじゃないですか。もともと使

わない可能性があるんではないですか、40ℓ、45ℓっていう袋は。有料化になれば、皆様ごみ箱を

買い替えたりするんではないですか。あと、例えば、「不燃ごみ」出されるとして、20ℓしかなく

て、10ℓ、5ℓがないってなれば、本来ならば 10 円出せば済むところが 20 円出すことになるんで

すよ。袋を買うときは、20 円でなくて、10 枚ですから 200 円っていう価格で買うんですよ。高

い袋を使って出すっていう感覚なのに、気にされないんですか。 

 

議長 

毎回出すという前提の話ですけど、我が家ですと、少ないときは溜めて週１回出すとかいうこと

もありますし、その辺は必ず少ないっていう話にはならずに、有効活用はそれぞれの家庭で考え

ていくと思います。有料化すれば単価の問題がありますから、２回を１回でっていう取り組みも

多々みられるのではないかと思います。 

 

平田委員 

毎回出されない方は、大きい袋を使っていただいて結構なんです。毎回真面目に出している人が、

余計なお金を出さなければいけないというのは、どうなんですか。 

 

議長 

容量的には、40ℓか 45ℓということを考えていまして、あと小さいサイズをどうしようかという



13 

議論になろうかと思うのですが、一番大きいサイズをどこに設定しようかという話で進めてきて

おるのですが、毎回出すということも話の前提にならないような気がするのですが、どうでしょ

うか。 

 

平田委員 

現実問題として、布団とか捨てるときに 45ℓがなくてはいけない。45ℓと 40ℓどちらで出すかと

いえば、私は 45ℓだと思います。先ほど言いましたように、45ℓをなくして 40ℓにしたからといっ

て、環境負荷が減るとは思っていません。 

 

議長 

この辺、議論が分かれているようなところがありますが、ほかに委員の方で、松山委員は収集す

る方の立場でいかがでしょうか。 

 

松山委員 

皆様の意見を聞いていたら、みんなが正しいことで、なかなか解決しないと思います。どっかで

けじめをつけてするしかないと思います。 

 

議長 

はい。いろいろな意見になっていますので、審議会の方向性としても分かれそうな可能性もあり

ますので、ほかにありません。 

 

高山委員 

袋の大きさと料金の関係が一緒になっている。当然袋が大きくなると単価も高くなるのですが、

今スーパーあたりでもレジ袋が廃止になって、レジ袋をもらうときには、３円とか５円かかって、

３円、５円出すのが惜しくて、みんなマイバッグを持って買い物に行っています。そういう意味

で料金の関係で、45ℓにすればそれくらい高くなるから事務局としては、40ℓでというのも提案の

１つの理由であると伺ったのですが、この全体的な金額の設定、市民の負担等を考えたときに、

０.４円から２円までの根拠というか、どういう形でこの金額を出しているのか、いわゆる採算と

いうか、ごみを処理する金額をベースに出しているのか、ごみ袋を業者に発注したときの単価で

とんとんにするのかといった、できればそういったところの市の負担を大きくして、ごみ袋の市

民負担をなるべく安くしてもらいたいという気がします。ですから、大きさについても 45ℓであ

れば、やっぱり高くなる訳で、だから料金がそんなに高くならなければ、45ℓの方が大は小を兼

ねるということもありますので、大きい方がいいかなという気がします。 

 

議長 

ありがとうございます。結局何枚使うかにもよりますし、安くても多く使えばということもあり

ます。この審議会として、基本の考え方をどこにおいて、どういう答申にしていくかということ

がいるような気がします。議長としましては、多数決というものおかしいかと思いますし、ご意

見の限りでは、平行線をたどっているような気もするのですが、意見はありませんか。 

 

大坪委員 

先ほど、ごみ箱の規格という話をしましたけど、40ℓからスタートすることによって、45ℓのごみ

箱が使えなくなって買い替えるということになると、そこもどうかと思いました。ごみをあまり

出さない方用に 30ℓとか小さいサイズの種類を増やすことによって、事務局が言われたように 45

ℓを 40ℓに減らすことによってビニールの燃やす CO２の削減できるといった話は、30ℓとかそれ
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ぞれの世帯に合わせたごみ袋のサイズを選べることによってカバーできるのではないかと思い

ます。 

 

議長 

ありがとうございます。 

 

平田委員 

45ℓがいるというのが、事実かもしれませんけど、ただ皆様やはり生ごみって特にこの時期とか

週２回出されていると思うのです。45ℓかけて、プラスチック除いて、少ししかごみが入ってい

ないのに、45 円の袋使いますか。たぶん、小さい袋で捨てると思います。いずれごみ箱が古くな

って交換するときには、各家庭にあったごみ箱を買われるのではないかと思います。そうなって

くると、バリエーションはきちっと用意して欲しい。45ℓとか 40ℓは、私は普通の家庭からすれ

ば完全にイレギュラーだと思っています。でしたら、どっちかがあったらばということであると、

大は小を兼ねるという部分もあるのではないかと思います。 

 

議長 

ありがとうございます。どなたかほかにありませんか。 

 

小野委員 

家庭によっては、１人の家庭もあるし、10 人の家庭もあります。それで、30ℓだけになったとき

に、一回に出る量が家庭によって違うと思うので、45ℓや 40ℓを完全に無くしてしまうというこ

とをしたときに、市民からの意見がいろいろと出るんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。 

 

平田委員 

今は、40ℓや 45ℓを作るなら、45ℓをマックスにするという話でバリエーションは、10ℓ、20ℓ、30

ℓ、40ℓと必要だと思います。「不燃ごみ」については、5ℓなんかも必要なんじゃないかなと思っ

ていますので、最大を 40ℓにするのか 45ℓにするのかという議論になります。 

 

小野委員 

バリエーションを増やすのであれば、それの方がいいかなと思います。 

 

平田委員 

「不燃ごみ」に関しても、バリエーションを増やすのであれば、出来れば「可燃ごみ」と「不燃

ごみ」も同じ袋を作っていただければ、各家庭が両方をいっぱい用意することはなかなかできな

いと思いますし、お店に置くにしても大変だと思いますし、そういう意味では共用の方が、共用

でいろいろなバリエーションがあった方が、助かる家庭が今もう有料化ずっとやっていますけれ

ど、私の家庭と同じようにあるのではないかと思います。 

 

議長 

はい。だいたい、意見はでましたかね。事務局はなにかありますか。なければ少し方向性を整理

したいと思います。 

 

事務局 

「燃えないごみ」に関しては、平田委員がおっしゃられたようにバリエーションをどのように増

やすかということは、検討の課題の１つだと思います。これまで、「燃やすごみ」のごみ袋のサイ
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ズの話が中心で、45ℓや 30ℓ以下をどこまで増やすかといったところの議論があったので、△の

印はつけさせていただいていますけれども、「燃えないごみ」についても、バリエーションが必

要であるということであれば、示していくことを検討したいと思います。 

 

議長 

イメージ的に 30ℓの１.５倍の 45ℓとか、30ℓの３分の４とかいうよりも倍数的に考えると大きさ

が効果的に大きくなるのかなと思います。それから、「燃えないごみ」になってくると、どうして

も容積的なものがあったりして、入りづらいものもあると思います。要は使用率の問題もあるか

と思いますので、恒常的に買おうという議論であれば、40ℓというのは少し無理があるのかなと

委員の意見から推測いたします。そういう意味でバリエーションをもう少し増やすのであれば、

最大 45ℓくらいで、あとはどういう倍数で考えるか。ただ、45ℓも場合によっては非常に重たい

と私は実感しまして、いっぱいに詰め込んでみると持って歩けない、私は一輪車に乗せて押して

持っていきました。そういうような状況もあって、逆に 40ℓくらいが限度かなというふうに思っ

たのですが、「燃やすごみ」でかさが大きいものは、入れるに苦労します。そういうことで、意見

的には 40ℓの意見は非常に少ないような気がいたします。最大を 45ℓというような方向で考えて、

小さいサイズをどう考えていくか。例えば、30ℓがメインになってくるかもしれません。そうな

ると、40ℓよりもごみ減量や環境負荷には効果的であるし、最大はご意見からすると 45ℓの方向

かなというようにまとまたいと思うのですが、なにか意見はありますか。 

 

事務局 

委員の皆様が、例えば、45ℓ、40ℓ、30ℓ、20ℓ、10ℓというバリエーションがあったときに、40ℓ

あるいは 45ℓの袋を買わない方っていらっしゃいますか。 

（委員３名が挙手） 

 

平田委員 

私、大分市ですけど、最大のやつは何年も 10 枚でもっています。１年に１枚も使っていないで

す。でも、一応ストックとしては、置いています。 

 

事務局 

使い勝手は別にして、容量的に 45ℓないと困るという委員の方はいらっしゃいますか。 

 

平田委員 

有料化して、２回ばかり使っていますけど、１回は布団で、もう１回は衣装ケースです。 

 

事務局 

例えば、40ℓで間がいかないという方は、いらっしゃいますか。使い勝手というところで容器に

入るものがない、もしくは、かさがあるものを入れるときに 45ℓのサイズがあった方がいいとい

うことです。ただ、単価の設定ですけど、わずか５ℓですけど、10 枚単位で買いますので、変わ

ってきます。45ℓや 40ℓの袋を買われないという委員さんは、３人しかいらっしゃらなかったと

いうことは、皆様 45ℓか 40ℓを買われるということです。 

 

平田委員 

もう少し、今買われないという方は、ストーブや布団、衣装ケースも捨てられないのですか。 

 

事務局 
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中津市の場合は、焼却炉のタイプが流動床なので、布団が「燃やすごみ」で収集できません。「燃

やすごみ」は、30 ㎝四方を超えるサイズのものは収集できません。 

 

平田委員 

基本的に袋に入るもの以外は、受け入れないということですか。 

 

事務局 

そうですね。 

 

平田委員 

大分市みたいに袋にかかっていればいいというわけでは、ないのですね。 

 

事務局 

はい。 

 

平田委員 

そういうことであれば、５ℓで入る、入らないというものも当然出てくるわけですね。あるいは、

ぎりぎり 45ℓだから入るから、持ち込まないで捨てられるというものも出てくるということです

ね。ちなみにですけど、ごみ箱が壊れた場合は、「燃やすごみ」ですよね。 

 

事務局 

そのままの状態であれば、「粗大ごみ」です。「燃やすごみ」は、大きさが 30 ㎝四方以下になり

ます。焼却炉のタイプが、大分市のようにストーカー式でないので、大きいものが入れられませ

ん。 

 

議長 

はい。どう整理しましょうか。 

 

事務局 

「燃えないごみ」のバリエーションは、また改めて検討させていただきたいと思います。袋を共

通にして「燃やすごみ」と「燃えないごみ」を共有でするか、事務局は当初分けるということで

考えていましたけど、委員の皆様からのそういった話もいただきましたので、検討をしていきま

す。 

 

平田委員 

現実問題として、スーパーに有料のごみ袋が置かれていて、隣に薄い安い袋が売られているわけ

です。10 枚しか入っていないごみ袋が、400 円とか 300 円しているわけですよ。やっぱり高い

と思いますよ。だから、少しでも小さいサイズで済ませようとするのが出てくると思います。そ

して、段階的に減ってくると思いますので、だからバリエーションはあったほうがいいと思いま

す。 

 

議長 

そこが、本来の趣旨かなと思います。ほかにありますか。 

 

伊藤委員 
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大きさですけど、ここでの意見でなくて、市民に有料化ということで、容器が 45ℓその次が 30ℓ

しか市販されていないということで、大分市はそれに袋を合わせています。私は、販売価格はま

だですが、今 10 枚当たりで計算したのですよ。45ℓが 315 円で、40ℓというのはないのですが

280 円になります。そしたら、40ℓの袋がなければ、30ℓと 10ℓの袋を買えば、280 円になるわけ

ですよ。市民から見たら、40ℓがなければ、30ℓと 10ℓの２つに分けて出せばいいなと思いました。

私の家は全部きちんと分けていますから 10ℓで十分なのですが、今７区分から８区分に分けてい

ますので、そんなにごみは出ないですよ。そういう意識付けをすることが、ごみの減量が目的な

ので、そうすることで焼却炉の今後更新するときの大きさが小さくて済むということで、今取り

組む方向に、話はずれますけど、そういう全体的に先のことを考えていくと、容器に合わせた、

みんなが戸惑わない 45ℓ、30ℓの線でいったほうがいいのではないかと思います。 

 

議長 

ありがとうございます。整理を最後にしますが、バリエーションを増やせば、最大を 45ℓにして

おいても、それを使うという割合が少なければ、結果的には同じになるのかなと思います。最大

を 45ℓというところで、一応審議会としては意見を集約しておきたいと思います。併せてバリエ

ーションを増やすとすれば、必然的に「可燃ごみ」と「不燃ごみ」が同じようなものになってい

けば、経費的なものも少しは軽減できるかなと思います。確かに分別で大変な、中津市は外国の

労働者の方も増えてきていますし、色で識別ができるかもしれませんけど、やはり経費的なこと

を考えていくと、「不燃ごみ」の袋はほとんど使いませんので、それぞれバリエーションを増や

してもあんまり意味がないかなと思いますが、皆様の意見からすると、方向からすると、同じ袋

で、回収日が違うわけですから周知徹底をどうするかといったところ。今、「燃えないごみ」の収

集は月１回ですかね。 

 

事務局 

そうです。 

 

議長 

そういう意味では、別々に何種類もそろえて、例えば４種類ずつでいくと、８種類用意すること

になるよりは、４種類で済むほうが家庭の煩雑さもないかなという感じもします。一応審議会の

方向性として、あとは事務局の方で併せて考えていただいて、最終的に基本方針、答申に向けて、

作っていただくというところでどうですか。 

 

事務局 

分かりました。サイズは、審議会のご意見として大きなサイズは 45ℓ。30ℓから下のサイズのと

ころは、確認をさせてください。 

 

議長 

今、事務局からありました、30ℓから下の方はどうでしょう。意見からすると５ℓからいるのでは

ないかというご意見も多いようですが、事務局から今出ているサイズが、10ℓ、20ℓ、30ℓ、45ℓと

いった形になろうかと思いますが、５ℓがいるかどうかですね。 

（５ℓもあった方がいいという意見あがる。） 

では、少しでもバリエーションが多いほうがいいということで、45ℓ、30ℓ、20ℓ、10ℓ、５ℓとい

う方向性を審議会は出したということにさせていただきたいと思いますが、いかがですか。種類

が５種類となって少し煩雑かと思いますが、共用すれば少しは解決するかなと思います。という

ことで、もう一度まとめなおしていただければと思います。 
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議長 

続いて、料金の設定についてです。１ℓあたり１円に設定すると先程の議論になるのですが、前

回の審議会において、１ℓ１円に設定すると減量の効果が目標に近づく値だという試算を出して

いただきました。そのあたりについてご意見はいかがでしょうか。 

 

平田委員 

有料化して、袋のバリエーションを増やしていけばごみはだんだん減っていくんではないかとい

うところなんですけど、０.７円の場合と１円の場合、販売価格は、45ℓでは 315 円、45ℓでは 450

円となり、たしかに１円にしますと相当高く感じます。それで、じゃあごみの量が減るかという

と、私はそんなに変わらないと思います。高いからというのは、十分に 315 円で高いと思います。

そこで効いてくるのは何かというと、たぶん不満の方がもっと大きくなると思います。だから減

量効果よりも市民を圧迫するという効果の方が大きくなる危険性があると思います。 

 

高山委員 

やはり１円では高い気がします。今市販されている 45ℓのごみ袋はいくら位しますか。 

 

大坪委員 

私共で取り扱っているのは、市からいただいたごみ袋のように厚みはないんですけど、１枚あた

りの単価でいうと、だいたい 10 円前後位ですから、１ℓあたり１円ということになると、３倍位

になっているイメージですね。１ℓあたり０.７円だと、２倍近いのかな。１ℓあたり０.４円だと、

市販されているもので、一番高いものは１枚 18 円位になるので、市販されているものと変わら

ないのかなとイメージがありますので、０.４円だとごみの削減効果はないのかなというふうに

思いますし、１円を超えると一気に上がったなというインパクトがあるかなと思います。 

 

松山委員 

今回有料化を議論しているということは、市にお金がないということですよね。逆に市は収入と

していくらほしいのか、不足する分から金額を設定すれば良いのではないか。 

 

平田委員 

ごみを削減することが目的であって、お金を回収することが目的ではない。 

 

事務局 

これまで２回の審議会でも話をさせていただいたのは、あくまで有料化を目標にしたものではあ

りません。ごみの減量と資源化をどのように進めるのかということの一環として、ごみ袋の有料

化制度の導入について検討していただいています。実際に、これまで資料としてお示ししたとお

り、有料化を導入した各自治体のごみの減量率をみていまして、大分県平均の０.７円では、目標

とする計画数値まで下げることができません。これが１円に設定すれば確実に達成できると断定

できることではありませんが、平成 21 年から平成 26 年くらいまでに有料化した自治体の平均

をみても、１円というのは一つの線としてはありますので、そうしたことで事務局としては１ℓ

あたり１円という説明をさせていただきました。 

 

議長 

ありがとうございます。中津市の経済的な負担というより、ごみの減量というのがそもそものこ

の審議会の大前提でありますので、このあたりでもう少し議論をいただければと思います。これ
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までの資料からいくと、最大でも１ℓあたり１円だろうと思います。大坪委員の意見にもあった

ように、いくらの負担があって減量化の意識がでてくるのか、１円にしたから減るという確証は

ないが、他の自治体をみるかぎり、それくらいに設定すると目標に近づくという展望ができると

いう、そのぎりぎりが１円だということを事務局が説明しています。市民の皆様に説明するにあ

たって、どこまでが許容してもらえるのか、またパブリックコメントで色々な意見がでると思い

ますが、審議会としての意見をどうするかという視点で議論していただければと思います。 

 

平山委員 

これは当初から言っていますが、やはりごみ処理には、お金がかかっています。ごみ袋を有料化

しなくても、一般財源、我々の税金から負担を出しているわけですから、そういう観点からいう

と、いま言われる１円が高いのか安いのか、１円にしてごみが実質一時は減るかもしれません、

しかし、それに慣れてしまうと前に戻ってしまう要素の方が多いと思います。そういったところ

と、今後どういうふうな物流が出てくるか分かりませんし、１円が妥当なところではないかなと

考えます。 

 

於久委員 

値段から話はそれてしまうが、ごみを減量する、紙とかをきちんと分ける意識をさせるための説

明会をしている地区もあるが、私がお菓子の箱などの雑紙を分別し、古紙の日に出すと、周りに

「ここまではできない」と言う人が多い。そこの意識を変えるために、地区で説明会を開催する

ことで、有料化になれば袋代もかかるし、資源袋に入れたら少し安くなるよねという話になると

思います。 

 

議長 

議長から質問ですが、１ℓあたり１円という設定はどう思いますか。 

 

於久委員 

高いです。45ℓであれば 10 枚入りで 450 円ということですよね。その半分くらい。250 円でちょ

っと高いかなと思うくらいですから、その半分くらいが良いのかなと思います。 

 

議長 

ごみを減らす努力を期待するのがこの１円という設定なのですが、そのあたりいかがですか。 

 

於久委員 

きちんと分別すればごみは半分以下になると思います。まだまだ分別できていない人が多い。45

ℓで入らないから 90ℓを使ったとかいう人もいた。 

 

議長 

溝口委員いかがですか。１ℓあたり１円にすることで減量効果がかなり出ると思うのですが。 

 

溝口委員 

１ℓあたり１円は高いなとは思うんですけど、でも、それくらい今までも税金から使っていたこ

とがみんな分かると思うし、ごみ袋を使いたくないからごみを減らそうという意識になる方はな

ると思います。たぶんならない方もいると思いますが。私は、最高でも１円までなら良いのかな

と思います。 
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議長 

ありがとうございます。今の状態でいくと１戸あたりの負担がどれくらいになるのかを P４に家

計の負担が試算されていますが、ごみを減量していけば使用率は減っていきますよね。１円だと

高いように思えるのですが、今の状況でごみ袋を使えばこの値段になるが、ごみが減れば負担も

減っていくと考えられます。 

今後市民の意見も聞くようになりますので、袋の単価についての設定は難しいが、１ℓあたり１

円で設定しておいて、市民の意見をまた審議会にフィードバックして考えるというのはいかがで

しょうか。 

 

平田委員 

１円が高いかどうかという話になっているが、高いと思った方がごみの減量に効くんですよ。た

だ、家計に負担になることは事実ですし、大分県の平均よりも上げる理由はどこにあるのかとい

う話もあります。また、平山委員からも話にあったように、有料化したあとにだんだん慣れてく

るんですよ。問題は、有料化になったときに、例えば、生ごみはコンポスト化しましょうよとか、

そういうことを導入して、有料化にした段階からなるべくごみを減らすという姿勢をつくってお

かないと、慣れてくると有料が当たり前となり、下手をするとごみが増えてくる危険性もありま

す。 

あと、本当に減量化したいとなれば、大分市がやっていますように、ごみが重量基準であります

から、ごみに含まれる水分をどこまで落とすか、３きり、水をどこまで切るかで達成できるんで

すよ。だから有料化よりも以前のこともずいぶんありまして、先ほどの分別の話もありましたが、

そのあたりを PR する、場合によっては、将来主体になるような世代、高校生とか中学生、ある

いは小学生の教育をしていく方が実は有料化よりも効いてくるというふうに思います。 

 

議長 

ありがとうございます。これから先の展望も併せて提案をいただきました。 

 

平田委員 

大分県平均よりも高くする理由について教えていただけますか。 

 

事務局 

一番大きな理由としては、料金水準の設定による減量効果です。１円の設定で、20％のごみ減量

ができるというところです。 

 

平田員 

その試算に関しては前回でもお話したように、ばらつきがある中でのことですので、どうなんで

しょうか。その試算よりは、０.７円で厳しいとなったときに、何か別の施策を打つことを考えた

方が良いのでは。いずれにしても１円にしても達成できるかどうか分からない。それよりは、大

分県平均にしておいて、うまくいかないときはきちっとほかの施策でやられるという方が正しい

んじゃないかと思う。 

 

 

事務局 

０.７円で達成できるのか、１円で達成できるのかというのは、確かに断定はできないです。ただ、

なぜこの単価なのかという説明にあたっては、先行自治体の実態を見るしかない。有料化だけで

はなく、ごみ減量のために併せてどういうことをやっていくかを考えていくべきと思っており、
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そうした施策も審議会にお諮りしたいと考えています。 

 

議長 

県平均にするというのもそれなりに異論があると思います。方向性として、１円で出しておいて、

市民の声を聞くという方が、最初に０.７円を出すとそれ以上の価格になることはないと思いま

す。ですから、そのあたりが非常に微妙なところで、判断しづらいところです。パブリックコメ

ントをしていくので、１円が高いという意見が多く出たときに考え直すという方が良いのかなと

思います。 

 

伊藤委員 

私は、大分市は０.７円だが、前回お話したように有料化によるごみの減量効果は長続きせず、一

定期間後に、宇佐市などに聞いてみたが、やはり弱まってきて、逆にリバウンドして増えている。

それよりも、各家庭から出されたごみがどのくらいあるかなどの、今の現状を市民にグラフなど

使って明確に示しながら平行に減量していくことが一番大事ではないかと思います。SDGｓの関

係から、根本的に自然環境を守るということから考えていかないと、ただ有料化しても減量に繋

がらないと思います。一般家庭に意識付けをしていかないといけない。吉富町は月に１回周囲の

ところをきれいにしましょうという日が決まっており、そういう努力をしていますので、そうい

う効果も少しはあるんじゃないかと思います。 

 

議長 

ごみ減量・資源化推進に向けたその他の施策については、事務局よりご提案いただくことになっ

ています。料金の設定について、１円で前に行くか、県平均の０.７円でいくか。１円に設定して

おくと、パブリックコメントなどを通して、０.７円に戻るということも可能だと思います。 

 

高山委員 

パブリックコメントのときに手数料の金額も打ち出すのですか。 

 

事務局 

はい、手数料の金額も含めて全体の仕組みなどの意見交換会を行います。 

 

高山委員 

そうすると、この意識の高い委員の中でも、１円がちょっと高いかなという感じがあるので、そ

れをパブリックコメントに出した時に、すごい反発があって、有料化がとん挫する可能性が出な

いとも限らない。今まで有料化をずっとしていなくて、中津市が有料化を打ち出した時に、やは

り市民が受け止めたときに、ここまで高くなるのかということで政治問題になる可能性もなきに

しもあらず。だから金額を打ち出すのはある程度慎重にしていたほうがよいのではないか。 

 

平田委員 

会長がおっしゃった“戻る”というのは、１円から０.７円に下げるということですか。それはお

すすめできません。ぶれるということになり、そうなると０.５円にはならないのか、という議論

になります。こういう理由でこう決めました、とご理解いただいた方が賢明だとおもいます。ど

うしても１円が良いということであれば、その理由を押し通した方が良いと思いますが、私は０.

７円の方に賛成します。 

 

伊藤委員 
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私も０.７円に賛成です。 

 

高山委員 

やはり今まで中津市は遅れていたというのは、有料化に対する市民のアレルギーがあったと思う

んですよ。だから行政も有料化に踏み出せなかった。今回、有料化していこうと審議しているが、

金額は慎重にした方が良いかなと思います。 

 

平田委員 

最近の有料化自治体に１円や２円に設定している所もあるが、ただ、低い自治体もある。それで

は今０.７円や０.５円に設定している自治体は、やっぱり１円に金額を上げるのか。どこの自治

体でもごみを削減しないといけないというのは一緒なんですよ。有料化が後になったから逆に高

いというのはおかしいような気がする。市民にしてみると、今まで無料であったのに有料になっ

たらいきなり高いということは、なかなか理解を得るのが厳しいのかなと思います。 

 

議長 

今までの説明からいくと、他市の事例から１円位にすると中津市の到達目標に近づけるというこ

とを前提に議論をしてきました。要は減量に向かって、県内や他市を参考にしてきました。逆に

これまでは市民の理解を得るという視点での議論はなかったですので、大分県のレベルであれば

市民への説得力はあるかもしれませんね。０.７円の時と１円になった時の負担の差というとこ

ろでの議論はありますか。 

 

大坪委員 

私の家では大は小を兼ねるということで 45ℓのごみ袋を使っています。ただ、ごみの量を考えた

ときに 30ℓか 20ℓが適正かなと感じています。１ℓあたり１円になった場合は、20ℓまたは 30ℓの

一番使用する頻度が高いごみ袋を購入します。ということは、例えば１ℓあたり１円で 30ℓを使

用した場合、150 円少なくてすみます。そのことによって、ごみ袋が小さくなることによって、

ごみの減量化に結び付かないかなと思います。メッセージも含めて。ごみの量を減らしてごみ袋

のサイズを小さくすることで、一般家庭のモデルとして負担としてはこれくらいになりますよ 

ということを一緒に説明しないとなかなか伝わりにくいなと思います。１円か０.７円だけで議

論するとやはり高いなというイメージを持ってしまいますので、モデルケースというか、３人世

帯であればこの位の負担となりますというような試算を出してもらった方が伝わりやすいと思

います。 

 

議長 

ありがとうございます。 

 

平田委員 

０.７円では目標を達成できないんです、だからこそ市民の協力が必要ですというふうにはでき

ないでしょうか。有料化にして１円に設定したらごみが減るよ、達成できますとするよりは、０.

７円では実は達成できないんです、それだけではダメなんです、もっと頑張ってください、と市

民にお願いできないですか。 

 

事務局 

もちろんそういうことも含めて１円の設定を説明させていただきました。 
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平田委員 

０.７円では達成できないので、安くはするけどもそれ以上に市民は頑張ってください、減らす努

力をしてくださいという考え方が良いのでは。 

 

事務局 

確かに考え方の整理としては平田先生のお話はあると思います。ただ、もう一方で今回有料化を

含めて、議論している背景には応分負担という考え方があることを説明させていただいたと思い

ます。要するに、ごみを少なく出す人には、それだけごみ処理に係る経費を低く抑えることがで

きる、たくさん出す人には、たくさん経費がかかるんです、ということのインセンティブを与え

る意味と、先行自治体の事例を見ながら１ℓあたり１円ということです。 

 

平田委員 

それについては逆ではないですか。それは前回私が言っている話です。０.７円と１円の差が、ご

みをたくさん出す人に負担を大きくしようとすることの差がありますか。私はないと思います。

それよりは、数値的に達成できていないものを頑張りましょうといった方がもっと効果があるか

なと。先ほどから話があるようにだんだん緩くなるんです。本当に絞れば済むことなんです、水

を切れば簡単に達成できるものなんです。ですから目標を達成できるようにしましたというのは

厳しいんじゃないかと思っています。 

 

議長 

はい、大坪委員からもありましたように、一つのモデルケースというか、例えば、使用するごみ

袋が 45ℓから 30ℓになるだろう、そうすると負担がこうなるというケース的なものを、具体的に

負担の立場にたった提示をした方が良いと思います。 

どうでしょうか、事務局はもう少し検討していただけないでしょうか。急ぐよりも、重要な話ば

かりなので結構時間がかかっています。 

 

事務局 

分かりました。モデル世帯というか、試算の範囲にはなりますが、実質負担という意味での試算

をしたものを次回の審議会の中でご説明させていただいて、ご議論いただくということでよろし

いでしょうか。 

 

議長 

それではお願いします。資料はまだ残っていますが、予定時間を過ぎています。事務局どうでし

ょうか。 

 

事務局 

５ページ以降につきましては、次回の審議会で改めてご説明させていただきます。 

 

議長 

５ページ以降の「負担軽減措置の内容」、「ごみ減量・資源化推進に向けたその他の施策」につい

ては、次回の審議会ということでお願いします。今日はこれから先、賛成なり反対なり意見が出

そうな議論ができたような気がします。慎重なご議論ありがとうございました。審議会の意見を

踏まえて、基本的に「中津市ごみ減量化基本方針案」の作成の第一ステップということでよろし

くお願いします。それでは議長を退任します。 
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事務局 

室長会長、議事進行を大変ありがとうございました。委員の皆さまからも、多くの貴重なご意見

を頂戴し、大変ありがとうございました。次回第４回の審議会を８月 28 日か 31 日を考えていま

すので、よろしくお願います。 

それでは、閉会のご挨拶を部長の今冨が申し上げます。 

 

今冨部長 

本日は、皆さまありがとうございました。宿題をいただいておりますので、その点を整理しなが

ら、次回８月の末に、サイズの種類、料金の設定等について、とりまとめてまいりたいと思いま

す。中津市ごみ減量基本方針を最終的にはまとめてまいります。審議会の意見を踏まえて基本方

針に盛り込んでまいりたいと思います。次回は８月下旬となり、１月に２回と、たいへんお忙し

い中ご参集いただきますが、また次回もこのような活発なご意見をいただければと思います。以

上を持ちまして、第３回廃棄物減量等推進審議会を終了します。長時間にわたりまして、誠にあ

りがとうございました。 

 

 

 

16：15 審議会終了 


