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森岡資源循環課課長補佐、他資源循環課担当者２名（原田、瀬口） 
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・ 【参考資料３】評価基準 

・ 【参考資料４】審議会スケジュール（令和４年度） 

・ 【参考資料５】ごみ有料化による減量効果 

・ 茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会規則 

・ 茅ヶ崎市附属機関及び懇談会等の設置及び会議の公開等運営に関する要綱 

・ 委員名簿 

・ 職員名簿 

会議の公開・非公開 公開 

非公開の理由  
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〇重田環境部長 

令和４年度第１回茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会を開催いたします。本日は新型コロナウイル

ス感染症対策として、WEB会議形式で開催させていただいております。 

はじめに、WEB会議の進行における注意点をお伝えさせていただきます。お手元のマイクは常

時オフにしていただき、ご発言いただくときのみ、オンに切り換えていただくようお願いいたしま

す。ご発言いただく際は、挙手、または、画面上の挙手ボタンを押してください。事務局または会

長から委員を指名いたしますので、マイクをオンにしてご発言いただくようお願いいたします。 

続きまして、本日の会議資料の確認をお願いいたします。 

配付資料といたしまして、次第、資料 1「評価シート」、資料 2「評価総括表」、資料 3「委員

評価シート」、資料 4「一般廃棄物処理基本計画の延伸の考え方について」、資料 5「湘南東ブロ

ックし尿広域化検討報告について」、資料 6「湘南東ブロックし尿処理広域化検討報告書（概要

版）」、参考資料 1「排出量目標と実績」、参考資料 2「基本計画における数値目標」、参考資料

3「評価基準」、参考資料 4「審議会スケジュール（令和 4年度）」、参考資料 5「ごみ有料化に

よる減量効果」、このほかに「茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会規則」、「茅ヶ崎市附属機関及び

懇談会等の設置及び会議の公開等運営に関する要綱」、「委員名簿」、「職員名簿」以上を配布さ

せていただいております。お手元におそろいでしょうか。 

続きまして、本日の欠席者についてご報告させていただきます。お手元の委員名簿をご覧くださ

い。松山委員から欠席のご連絡をいただいております。 

川島議員、井上委員、安齋委員、橋詰委員はオンラインでの出席となります。 

本日の会議は委員 12名のうち 11名の出席をいただいていることから、本審議会規則第 5条に

規定された過半数を満たし、会議が成立していることをご報告させていただきます。 

続いて初めての会議となりますので、委員の皆様より自己紹介をお願いしたいと思います。お手

元の名簿の順にお名前だけで結構でございます。川島委員より、お願いできますでしょうか。 

〇川島委員 

川島です。一般市民ということで、参加させてもらいますので、よろしくお願いします。 

〇重田環境部長 

続きまして、井上委員お願いいたします。 

〇井上委員 

井上と申します。よろしくお願いいたします。 

〇重田環境部長 

続きまして、新倉委員お願いいたします。 

○新倉委員 

まちぢから協議会から出てます、新倉です。よろしくお願いいたします。 

〇重田環境部長 

続きまして、八幡委員お願いいたします。 

○八幡委員 

八幡です。よろしくお願いいたします。 

〇重田環境部長 

続きまして、川崎委員お願いいたします。 

〇川崎委員 

川崎です。よろしくお願いいたします。 



〇重田環境部長 

続きまして、工藤委員お願いいたします。 

○工藤委員 

工藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇重田環境部長 

続きまして、山田委員お願いいたします。 

〇山田委員 

茅ヶ崎市大型店推進協議会から来ました、イトーヨーカドーの山田と申します。よろしくお願い

します。 

〇重田環境部長 

続きまして、竹内委員お願いいたします。 

〇竹内委員 

資源組合の竹内と申します皆様には大変お世話になっております。審議会よろしくお願いいたし

ます。 

〇重田環境部長 

続きまして、安齋委員お願いいたします。 

〇安齋委員 

安齋でございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

〇重田環境部長 

続きまして、橋詰委員お願いいたします。 

〇橋詰委員 

多摩大学の橋詰でございます。多分 4期目ぐらいかと思いますが、大学では環境政策を専門にや

っております。個人的には残念ながら茅ヶ崎市民ではなく、横浜市民でございます。よろしくお願

いいたします。 

〇重田環境部長 

続きまして、高森委員お願いいたします。 

〇高森委員 

環境指導員の高森です。よろしくお願いします。 

〇重田環境部長 

続きまして本日出席しております職員の紹介をさせていただきます。 

まず初めに、私環境部長重田でございます。よろしくお願いいたします。 

〇森岡課長補佐 

皆さんこんにちは。私事務局で資源循環課の森岡と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

〇富田環境事業センター所長 

環境事業センター所長の富田でございます。よろしくお願いします。 

〇小俣環境事業センター施設整備担当課長 

同じく、環境事業センター施設整備担当課長の小俣と申します。よろしくお願いいたします。 

○添田環境保全課長 

環境保全課長の添田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇須田課長補佐 

環境保全課の須田と申します。よろしくお願いします。 



〇瀬口副主査 

資源循環課瀬口と申します。よろしくお願いします。 

〇原田主査 

事務局の資源循環課の原田でございます。よろしくお願いいたします。 

〇重田環境部長 

それでは、会議に移ります。 

初めに議題 1「会長及び職務代理者の選出等について」でございます。茅ヶ崎市廃棄物減量等推

進審議会規則第 4条及び第５条の規定により、会長は委員の互選により定め、会長が議長となるこ

ととなっております。会長が選出されるまでの間は、私が議事を進めさせていただきます。まずは

会長の選出につきまして、どなたかお考えのある方はいらっしゃいますでしょうか。お考えある方

いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。 

特にご意見がないようでございます。それでは、事務局の方から何かありますでしょうか。 

〇森岡課長補佐 

会長の選出に関して事務局よりご提案をさせていただきます。これまでの審議の経過を踏まえま

して前回の任期において会長を務めいただきました安齋委員に引き続きお願いしたいと考えてござ

いますがいかがでしょうか。 

〇重田環境部長 

ただいま事務局から提案がございました。 

安齋委員の方から、お考えをお聞かせいただけますでしょうか。 

〇安齋委員 

私でよろしければ引き続きやらせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。 

〇重田環境部長 

ありがとうございます。 

ただいま安齋委員のご意見をお聞かせいただきました。 

会長につきましては、安齋委員にお願いしたいと考えますが、皆様いかがでしょうか。 

（異議なし） 

ありがとうございます。それでは、安齋会長に会長をお願いすることといたします。会長が選出

されましたので、ここで議長を交代させていただきます。 

安齋会長、恐れ入ります。合わせてご挨拶の方をお願いできればと思います。よろしくお願いい

たします。 

〇安齋会長 

よろしくお願いいたします。日本大学生物資源科学部の安齋でございます。昨年まで、会長をさ

せていただき、ごみ有料化等の審議に携わらせていただきました。資源の再利用の問題等いろいろ

な問題が生じております。SDGｓもそうですけれども、プラスチックごみ問題であるとか、いろい

ろ市民生活に関係する問題が山積しておりますので、そういうことについて、この審議会で審査さ

れることになると思いますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、議題の１になりますけれども、茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会規則の第 4条第 3項

の規定で、会長である私に事故があるときまたは欠けたときには、あらかじめ会長が指名する委員

がその職務を代理するということになっておりますので、職務代理者について選出させていただき

ます。職務代理者は、橋詰委員にお願いしたいのですけれども、いかがでございますか。 

〇橋詰委員 

御指名であればお引き受けいたします。多分出番はないのだろうと思いますが、承知いたしまし



た。 

〇安齋会長 

よろしくお願いいたします。 

それから議事録ですけれども、作成する議事録の形式を選ばなければいけないということになっ

ております。 

議事録の形式として、発言者の名前を記載するかしないかとか発言の内容をすべて記載するか要

約して記載するかとか、いろいろなやり方があります。それで、これまでは、議事録の形式として

発言者の名前と発言内容をすべて記載しております。内容の確認については、名簿の上から順番

に、委員一名と会長の二名で行うことにしておりましたが、今回のも踏襲して、これと同じでよろ

しゅうございますでしょうか。特にご意見がなければ、このようにさせていただきますのでよろし

くお願いいたします。 

では、早速でございますが、議事録の確認は名簿順で、川島委員にお願いすることになりますが

よろしゅうございますか。 

〇川島委員 

よくわかってないんですけども、御指名であればやらせていただきます。よろしくお願いしま

す。 

〇安齋会長 

テープ起こしの原稿が上がって参りますので、それを一度読んでおかしいところがないか確認す

るという作業になります。 

〇川島委員 

わかりました。 

〇安齋会長 

よろしくお願いいたします。 

それでは議題 1については以上ですので、議題の 2に移って参りたいと思います。 

一般廃棄物処理基本計画に関する令和３年度の取り組み状況の評価についてということで、事務

局より説明の方お願いいたします。 

〇森岡課長補佐 

改めまして資源循環課の森岡です。よろしくお願いをいたします。 

それでは議題 2茅ヶ崎市一般廃棄物処理基本計画における令和 3年度取り組み状況の評価につい

てに移らせていただきます。 

茅ヶ崎市一般廃棄物処理基本計画の中では、計画に掲げる各施策の PDCAサイクルによる進行管

理を行うため、施策ごとに設定した評価指標に基づいて、毎年度評価を実施して、その評価は、当

審議会へ諮ることとしております。 

このたび令和 3年度における、各施策の評価を取りまとめましたので、各施策の取り組み概要と

合わせてそのご説明をさせていただくものになります。議題 2の最後でもご案内をいたしますけれ

ども、委員の皆様におかれましては、今後各施策の評価を各々行っていただくことになりますので

どうぞよろしくお願いいたします。説明に入る前に資料について簡単にご案内をさせていただきま

す。 

まず資料 1の評価シートについてになります。こちらの評価シートについては、令和 3年度にお

ける、各施策の評価及び取り組み概要について取りまとめたものになります。 

なお、今回の評価は、平成 30年度に改定した基本計画の計画期間であります、平成 30年度か

ら令和 4年度までの 5ヵ年にわたる後期計画の 4年目という位置付けになります。 



次に資料 2の評価総括表についてです。こちらの評価総括表については、各施策の評価と、その

評価理由について総括したものになります。 

評価基準については参考資料 3の評価基準をご覧いただければと思います。 

続いて進め方についても簡単にご案内をさせていただきます。資料 1の評価シートですが、説明

及び審議を 3回に分けて説明させていただきます。 

まずは評価シートの 1ページから 7ページまでの第 1編ごみ処理基本計画の基本目標及び基本方

針 1について、次のパートとして、8ページから 15ページまでの基本方針 2です。三つ目のパー

トとして 16ページから 21ページまでの基本方針 3及び第 2編生活排水処理基本計画の順に、三

つのパートに分けて進めさせていただきます。 

それでは第 1編、ごみ処理基本計画の基本目標及び基本方針 1の説明に入らせていただきます。 

基本的には資料 1の評価シートに沿ってご説明をさせていただきますが、資料 2の評価総括表も合

わせてご覧いただきたく、まず資料 1は 1ページ、資料 2についても、1ページをご覧いただいて

よろしいでしょうか。 

それでは各施策における評価及び取り組み概要について順にご説明をさせていただきます。 

まず 1ページの基本目標であります。一番上にございますごみ年間排出量についてとなります。 

こちらにつきましては目標達成率が 97.4％となりましたが、前年度比で 1,273tの増となったこと

から、評価を Bとしています。 

次に２段目の、市民 1人 1日当たりの排出量についても、目標達成率が 99.2％となったもの

の、前年度比で 11.4グラムの増となったことから、評価を Bとしています。 

次の市民 1人 1日当たりの資源物を除く排出量についても、目標達成率が 96.1％となったもの

の、こちらについても前年度比で 2.0グラムの増となったことから、評価を Bとしています。 

次のリサイクル率については、目標達成率が 83.5％となったものの、前年度比で 1.2ポイント

の増となったことから、施策の評価を Bとしています。 

最後の最終処分率についてですが、目標達成率が 93.1％となり、また前年度比で 0.5ポイント

の減となったことから、施策の評価を Aとしています。 

以上が基本目標における、各施策の評価となりまして、それぞれの評価を踏まえて全体としての

市の評価を Bとしています。 

続きまして資料 1の 2ページをご覧ください。資料 2については、1ページの下段となります。 

基本方針 1のごみの発生抑制再使用再生利用の推進となりまして、項番 1、リフューズの推進と

なります。 

まず施策①、マイバック運動レジ袋対策の推進についてですが、こちらについてはコロナ禍にお

いても、できうる手法で啓発を実施したことから、評価をＢとしています。 

続きまして資料 1の 3ページとなります。項番 2のリデュースの推進です。 

施策①環境を意識したごみの排出抑制の啓発については、取り組み概要に記載の通り啓発を実施

いたしまして数値目標である、市民 1人 1日当たりの排出量が、目標達成率 99.2％となったもの

の、前年度比で 11.4グラムの増となったことから、評価を Bとしています。 

次に施策②、ごみ減量リサイクル推進店の活動支援については、ホームページ等で周知を図った

ものの前年度変わらず 80店舗であったことから、施策の評価を Bとしています。 

次に施策③、生ごみ処理容器等の普及の推進については、ごみ有料化前ということもあり、令和

2年度の実績から、169機の増の 282機、目標達成率 249.6％、過去に例を見ない補助件数とな

ったことから、評価を Aとしています。 

次に施策④、ごみの排出抑制、減量化に繋がる諸制度の検討については、この施策の結果である



ごみ有料化の導入や、手数料改定、こちらに関しての所要の準備を令和 3年度に、順調に進めるこ

とができたため、評価を Aとしています。 

以上が項番 2、リデュースの推進における各施策の評価となり、各々の評価は Bが二つで Aが二

つとなっているところです。 

全体としましては、施策①の評価指標が、基本目標の評価指標同様に、ごみ排出量に関わること

であるため、ここに重きを置く考えのもと、全体の評価を Bとしています。 

続きまして資料 1の 4ページご覧ください。資料 2については 2ページとなります。 

〇安齋会長 

初めての委員の方もいらっしゃるので、参考資料３の評価基準を先に、ご案内いただけますか

ね。 

〇森岡課長補佐 

大変失礼いたしました。先にご案内すべきところでした。 

お手元にお配りをしてます参考資料 3をご覧いただいてよろしいでしょうか。こちらの参考資料

3は評価基準をお示ししたものになります。先ほど私が評価をＡとか評価を Bとか、お伝えをして

ますけれども、基本的には、ここの評価基準に基づいて各施策の評価を行っているということにな

ります。マトリックスの表になってまして、定量的な評価と定性的な評価に分かれてまして、例え

ば、評価指標、定量的な数値目標を設けているものについて、90％以上達成して効果があったもの

については、A評価。目標達成したものの、あまり効果がなかったものについては、B評価。下の

マトリックスになるんですけれども、目標達成し、数値目標を設けているもので 90％未満のものに

ついて、効果があったものについては、B評価。効果がなかったものについてはＣ評価。このよう

な定量的と定性的な評価のマトリックスに基づいて各施策の評価を行っているといったところが評

価基準の説明になります。今申し上げた評価基準に基づいて、先ほどの基本目標、基本方針 1の各

施策について、評価をしているところになります。 

〇安齋会長 

ありがとうございました。 

〇森岡課長補佐 

それでは、資料 1の 4ページ、資料２は 2ページとなります。 

続きまして項番 3です。リユースの推進となります。 

まず①リサイクル市、フリーマーケット等の開催情報の提供についてですが、これまでの本審議

会の議論を踏まえ、こちらの取り組みについては終了とさせていただいております。そのため評価

を行わないということにしておりますのでよろしくお願いいたします。 

もう一つの施策である②リサイクル品展示室の活用推進については、リサイクル品展示室が閉鎖

となっている状況であるものの、イベントへの出張展示ができていることから、評価を Bとしてい

ます。リユースの推進、全体としての評価を Bとしています。 

続いて資料 1の 5ページをご覧ください。項番 4リサイクルの推進になります。 

施策①剪定枝資源化の推進については、長期間検討を続けてきた施策を導入することができたこ

とまた想定に近い約 599トンの剪定枝のリサイクルを進めることができたことから、評価を Aと

しています。 

次に施策②適正分別のための情報提供についてです。主にごみ有料化に関する説明会の中で、プ

ラスチック製容器包装類であったり、古紙類の適正分別に関する案内を行ったことから、評価Ａと

しています。 

次に施策③集積場所における適正排出の指導についてです。コロナ渦においても、環境指導員会



議を開催する中で、ごみ有料化実施に伴い懸念される不適正排出に対する指導の依頼を行うことが

できたことから、評価Ａとしています。 

次に施策④、家電リサイクル推進の継続についてです。これまでと同様に各種媒体において周知

を進めて参りましたが、使用済み小型家電の回収量については、前年度比で 475kg減の、2万 5８

54キログラムとなったことから、評価を Bとしています。 

以上、項番の 4ですが、それぞれの評価を踏まえ全体としての評価Ａとしています。 

続きまして資料 1の 6ページご覧ください。 

項番 5事業系一般廃棄物の排出抑制、資源化の推進となります。 

施策①４Ｒ推進事業者行動協定の創出については、協定の創出に向けての検討が実施できなかっ

たことから、評価を Cとしています。 

次に施策②多量排出事業者における減量化等計画書の提出についてです。 

こちらは、多量排出事業者 23社を対象に、減量化等計画書の提出を依頼し、全社からの提出があ

ったことから、施策の評価を Aとしています。 

次に施策③事業系ごみの排出状況の把握についてです。 

こちらについては、多量排出事業者が減量化等計画書を作成する過程の中で、ヒアリングを実施す

ることができまして、各社におけるごみ減量化資源化に向けた、具体的な取り組みについての把握

ができたことから、評価をＡとしています。 

次に、施策④事業者の訪問、施策⑤事業系直接搬入ごみの分別指導についてです。 

こちらについては、より効率的かつ効果的な手法として、事業系ごみの手数料改定を進める取り組

みに変えた都合上、事業者への訪問や搬入物調査による分別指導が実施できなかったため、それぞ

れの評価を Cとしています。 

以上それぞれの評価と、全体として事業系ごみの減量が進んでないことを踏まえ、こちらの項番

については全体の評価を Cとしています。 

続きまして資料 1の 7ページをご覧ください。 

項番の 6受益者負担の適正化となります。 

施策①家庭ごみ有料化導入の検討、施策②一般廃棄物処理手数料改定の検討について、こちらの

施策それぞれ令和 4年度からの実施及び改定に向けて所要の準備を順調に進めることができたこと

から、それぞれの評価を Aとして項番 6全体の評価も Aとしています。 

ここまでが、第 1編ごみ処理基本計画の基本目標及び基本方針 1についての説明となります。 

ご審議のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

〇安齋会長 

ご説明ありがとうございました。 

ここまでの事務局からのご説明について、委員の方からご質問ご意見等ございましたら、出して

いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。はい、井上委員。 

〇井上委員 

基本目標のところで、評価 Bとか Aとなっています。その評価理由のところで、ずっと上から B

が来て、一番最後にＡとなってまして、目標達成率 93.1％でＡと書いてあるんですけども、例えば

一番上の項目は達成率 97.4％で Bとなっています。達成率が 93.1％と低いのにＡになっているっ

ていうのは、どういうことなんだろうというのが一つ目の質問です。 

二つ目の質問は、資料 1の６ページのところで、全体的な評価が Cになっていて、理由が、一番

とか①とか④とかに「他の取り組みを優先したため、できませんでした」と書いてあります。私、

市の方の評価は初めてでありますけども、国の方の評価では、このような評価理由をあまり聞いた



ことないのですけども、「他のことでできませんでした」というのが理由になるのかどうかよくわ

からないので教えてください。 

〇安齋会長 

ありがとうございます。事務局の方からお願いいたします。 

〇森岡課長補佐 

先ほどご質問いただいた最終処分率ですけれども、おっしゃっていただいた通り、評価をＡとし

ているところですが、先ほど参考資料の評価基準のところで若干触れたんですけれども、基本的に

は定量的な評価ができるものについては、90％以上、かつ、効果があったものについては、Ａとい

うことにしております。この最終処分率については、まず、90％以上の数値が出ていること、さら

に、最終処分率を前年度比でマイナスにすることができたこと、この 2点から評価をＡとしている

ところが、その理由になります。 

逆説的に言えばそれ以外の基本目標については、リサイクル率を除いて、基本的に数値目標は達

成できているものの、前年度と比べて、プラスであったりマイナスにあったり、そのような動きを

しているので、効果がなかったという判断のもと、Bということにしております。確かにパーセン

テージで見ると 93.1％といったところは、90％以上であるもののそれ以外のものに比べたら低い

数値であるんですが、一つの線引きとしてこのような評価をさせていただいているということにな

ります。 

2点目の資料 1、6ページ、他の取り組みを優先したことについてですが、おっしゃる通りで、

他の取り組みを優先したからできなかったということは言い訳にしか過ぎないというふうに思うの

ですが、昨今ごみ有料化に関して集中的に取り組みを進めてきて、こちらの取り組みに関して、物

理的にも、大変な事務量があったといったところから、こちらの取り組みを優先して進めるという

ことで、優先順位をつけさせていただいた中で、進めさせていただいたという経緯がございます。

本来であればこういうような取り組みも合わせて進めなければいけなかったということは重々承知

の上になるのですが、このような表記をさせていただいた次第となります。 

〇井上委員 

ご回答いただきありがとうございます。 

私は、市民目線で、この会に参加させていただいていると思っていますので、市民目線で今のご

回答に対しても、感想を申し上げたいんですけども、基本的には非常にわかりづらいです。今おっ

しゃったようなことを表現するのであれば、前年度比との関係で、もうちょっと書き足してもらう

とわかりやすくなると思います。市民に評価結果を知らせるという目的であれば、書き加えたほう

がいいというのが一つと、もう一つは、90％以上が「Ａ」という評価基準がわかりにくくしている

理由の一つかなと思います。細かいところまで読む方であれば、90％という基準があるということ

でわかると思うのですけれど、一般の市民はそこまで見ないと思うので、やはり目標を達成してい

なければ、駄目でしたということで、結果的には Bとしてもおかしくないと思います。途中のプロ

セスの説明として、100％以外の基準を設けるのは、あまりしない方がよいと思います。 

他の自治体が、どういうふうにされてるのかわかりませんけども、わかりやすさという観点でいう

と、定性的な評価の書きぶりがわかりづらいというのが、最初の質問に対する感想です。 

二つ目のご回答に関しても、この資料を市民に提示するのであれば、「他の取り組みを優先した

ため」としか書いてないのでよくわからないと思います。何を優先して、これができなかったの

か、そこをしっかり書かないといけないと思います。せっかく議事録を残して公開するということ

ですから、もうちょっとここは、記載を厚くしないと、いろんな意見が出るのではないかと思いま

す。多分私以外にもそういうふうに思う市民の方は、多数いらっしゃると思うのでちょっと足りな



い感じがします。 

〇安齋会長 

ありがとうございました。 

〇川島委員 

関連して、同じく資料 1の 6ページのところですけども、施策のところに括弧づけで重点施策っ

て書いてあるんですよね。重点施策にもかかわらず、前年 C今年 Cというふうに２年Ｃが続いてい

るのは、何かおかしいなという気がするんですよね。 

昨年の取り組みの概要を見ても、これと同じような文言が今後の方向性というところに、書いて

あるんですけども、そこの方向性のところがどういうふうに実際に実施したのかどうかと、いうよ

うなところが見えてこないのかなと思うのでもう少しわかりやすく書いた方がいいかなというふう

に思います。 

〇安齋会長 

ありがとうございます。 

事務局からご回答をお願いいたします。 

〇森岡課長補佐 

井上委員がおっしゃった最初の評価基準に関してですが、実はこれまでの審議会でも評価基準に

関していろいろご意見いただいているところであります。 

現在の評価基準については、茅ヶ崎市の上位計画の評価基準に基づいて、準用しているという形

になっております。それでいいのかどうかという話は別にあるとして、計画期間のさなかで評価基

準の考え方を変えてしまうと、経年での評価が難しくなる恐れがございますので、この評価基準に

関しての課題については次期計画の時に、いただいたご意見踏まえて改めて考え直していきたいと

思っております。 

今お二方の委員からお話があった通り資料 1の 6ページ、こちらについては字句を修正させてい

ただいて、市民に対して、何をやったから駄目だったんだといった旨をわかりやすく記載する形で

修正させていただきたいと思います。 

〇安齋会長 

ありがとうございます。 

橋詰委員お願いいたします。 

〇橋詰委員 

幾つか申し上げますが評価として数字を並べて、どうしてそういう数字の大小が生じたかという

ところの理由を考えないと、簡単に評価できないんじゃないかと思うんです参考資料 1の 2枚目を

見ると、総排出量の家庭系は増えてます。それから、事業系は、平成 31年度から、令和 2年度に

かけて大幅に減って、これはコロナの影響ですね。それが 2年度から 3年度にかけて、揺り戻しに

なってきてるけれども、令和元年度に比べると令和 3年はまだまだ少ないままですよね。この背景

には、当然コロナの影響があるはずです。一般的には、家庭系の方は家庭の滞在時間が長くなっ

て、令和 2年度には、概ね減り、それが令和 3年に若干揺り戻しがあったと、言われてることで

す。茅ヶ崎市の家庭系の量は増加しているようになっているけれど、そういう行動も考えないと、

単純に数字が大きいか小さいかというのを、2年度と 3年度だけで比較してしまうというのは、令

和元年度から 2年度にかけてのコロナの影響があるので即断できないと思うんですね。もう少し、

ごみなり、事業系を含めた発生行動なり、その辺の説明をしていただいた方がいいと思います。 

〇安齋会長 

ありがとうございました。 



委員からの質問にもあったように、説明をもう少しして欲しいということですので、事務局の方

でよろしくお願いいたします。 

それでは、先に進みましてよろしいでしょうか。 

それでは基本方針Ⅱの説明に移らさしていただきたいと思いますが、事務局の方よろしくお願い

いたします。 

〇森岡課長補佐 

それでは基本方針Ⅱ、資源循環型まちづくりを目指したごみ処理システムの構築に入らせていた

だきます。 

資料 1は 8ページ。合わせまして資料 2は 3ページをご覧ください。 

まず項番 1収集運搬、（1）ごみを取り巻く環境の変化に対応した収集運搬の検討です。 

施策は二つございまして、まず施策①、効率的でバランスのよい収集区割りの調査検討について

は、コース及び収集方法の見直しを進めた結果、サービス水準を維持した上で 3台の減車をするこ

とができたことに加えて、燃やせるごみの収集運搬を民間へ委託する検討を進めることができたこ

とから、評価を Aとしています。 

次に施策②、今後の社会情勢を踏まえた集積場所のあり方、収集方法の検討についてです。 

これまでと同様、引き続き安心まごころ収集を適切に実施していることと、令和 4年度からの同制

度の拡大に向けた検討を進めることができたことから、評価を Aとしています。 

以上それぞれの評価を踏まえ全体としての評価を Aとしています。 

続きまして資料 1の 9ページをご覧ください。（２）環境と安全に配慮した収集運搬の実施で

す。 

施策が三つございまして、まず施策①、環境負荷の少ない収集車両の積極的な導入については、

環境負荷の少ない車両を 4台導入できたことから、評価を Aとしています。 

次に施策②環境指導員との連携による集積場所の安全確保については、地区ごとに開催した環境

指導員会議の中で、ネットボックスの適切な使用をお伝えすることなど、安全確保に関して環境指

導員との連携強化が図れたことから、評価を Aとしています。 

次に施策③、環境負荷の少ない収集運搬技術の研究及び積極的な導入については、コロナ禍にあ

っても、実施した各種研修を通じまして、収集運搬技術の向上が図れたことから、評価を Aとして

います。 

以上それぞれの評価を踏まえ全体としての評価を Aとしています。 

続きまして 10ページをご覧ください。項番 2中間処理、（1）、中間処理施設の整備です。 

施策は全部で四つございましてまず施策①リサイクルセンターの適正かつ効率的な運営について

は、隔月で会議を開催し、意見交換を行ったことと、運営事業者によるセルフモニタリングを実施

し、品質向上に努めたことから、評価を Aとしています。 

次に施策②粗大ごみ処理施設の整備については、旧ごみ焼却処理施設の地下部の解体を順調に進

めるとともに、新たな粗大ごみ処理施設の建設用地の各種調査を順調に進めることができたこと。

また新たな粗大ごみ処理施設の整備と運営を担う事業者の選定に関する業務についても、順調に進

めることができたことから、評価をＡとしています。 

次に施策③、焼却処理施設の大規模改修については、平成 29年度に大規模改修を完了して以

降、保守点検に基づく適切な修繕を実施することで、性能の水準を維持することができているた

め、評価を Aとしています。 

施策④については取り組みを終了としております。 

以上それぞれの評価を踏まえ全体としての評価をＡとしています。 



続きまして資料 1は 11ページをご覧ください。（2）中間処理残渣の減量化・再資源化の推進

です。 

施策①焼却残渣再資源化方法の調査・研究については、現在、焼却残渣の再資源化処理先のほか

に、新たな処理事業者の事業先の可能性を確認できたことから、評価を Aとしています。 

次に施策②、焼却残渣再資源化の促進についてです。焼却残渣へ 7,769トンのうち、焼却残渣の

再資源化量の目標値は 2,240トン。 

これに対して 1577トン、目標達成率 70.4％なり、着実に再資源化が進めることができたこと

から評価を Bとしています。 

次に施策③、中間処理残渣の減量化・再資源化に繋がる、中間処理技術の研究については、飛灰

の削減に関して、新たな手法で実現できることが確認できたため評価を Aとしています。 

以上それぞれの評価を踏まえ全体としての評価を Aとしています。 

次に資料 1の 12ページ、資料２は 4ページとなります。項番の 3、最終処分です。 

施策が三つございましてまず①焼却残渣の減量施策の実施については、焼却処理量の目標値 5万

3,557トンに対し、5万 5,455トンとなったものの、焼却残渣の再資源化を進めることができて

いるため、評価を Aとしています。 

次に施策②、最終処分場の安全管理の実施については、施設修繕、各種点検や、周辺の環境調査

を実施することで、安全管理を図ることができたことから、評価をＡとしています。 

次に③、最終処分に関する検討になります。 

こちらについては、コロナ禍にあっても、書面にて地元への最終処分場の管理状況の報告と、意見

交換が図れたこと、また、現在の関係先が所有している処分場を所管する自治体との調整を進める

ことができたことからも、評価を Aとしています。 

以上が項番 3の最終処分ですけれども、全体としての評価は Aとしているところです。 

続きまして 13ページをご覧ください。項番 4茅ヶ崎市域災害廃棄物の処理となります。 

施策①、災害廃棄物発生想定量の把握及び処理・処分に関するマニュアル等の整備については、

ここ数年の課題であった、災害廃棄物処理業務マニュアルを策定することができたことから、評価

を Aとしています。施策は 1つしかないので全体的な評価も Aとしています。 

続きまして 14ページをご覧ください。項番 5適正処理、（1）処理困難物等の処理方法につい

ての情報の充実です。 

施策①処理困難物等の処理方法についての情報の充実については、引き続き、「ごみと資源物の

分け方・出し方」の冊子の方に掲載を進めるとともに、環境指導員への資料配布や、ホームページ

を活用し周知に努めたことから、評価をＡとしています。 

次に、施策②、製品の適正なリサイクルルートの周知については、「ごみと資源物の分け方・出

し方」や、ホームページなどにより、周知を行いました。 

また、新たに始まった剪定枝のリサイクルルートについても、周知を進めることができたことか

ら、評価を Aとしています。 

以上それぞれの評価を踏まえ全体としての評価を Aとしています。 

続きまして資料 1、15ページをご覧ください。（2）不法投棄に対する防止策の検討になりま

す。 

施策①重点地域・強化期間等を定めたパトロール・監視の強化については、職員による、昼間の

パトロールをほぼ毎日実施できたこと、また、不法投棄防止看板や監視カメラの設置を行うととも

に、関係機関との合同パトロールを実施できたことから、評価を Aとしています。 

次に施策②県や警察との協力関係の強化については、茅ヶ崎市不法投棄防止対策連絡会を開催



し、対策に関する協議や意見交換を行うことができたことから、評価を Aとしています。 

次に施策③、市民・事業者と連携した不法投棄の防止については、不法投棄多発地域において、

地域との情報交換を行い、不法投棄量が、前年度比 3.2トン減の 18.2トンとなったものの、不法

投棄件数については、前年度比 18件増の 115件となったことから、評価を Bとしています。 

次に施策④キャンペーン等啓発活動の実施については、5月 30から 6月 5日までの期間、全国

ごみ不法投棄監視ウィークで職員による昼間のパトロールを、通常パトロールのほか、市街地に拡

大して行い、不法投棄の未然防止に努めたことから、評価をＡとしています。 

次に施策⑤不法投棄に関する調査・研究の実施については、家電製品協会が実施する不法投棄未

然防止事業協力に応募し、助成金に関する覚書を締結し、不法投棄対策に関する助成制度を活用す

ることができたことから、施策の評価を Aとしています。 

以上それぞれの評価を踏まえ全体の評価を Aとしています。 

ここまでが、基本方針Ⅱ、資源循環型まちづくりを目指したごみ処理システムの構築に関しての

説明となります。ご審議のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

〇安齋会長 

基本方針Ⅱの説明ありがとうございました。 

これについて、委員の皆様のご意見、指摘等ございましたら、よろしくお願いいたします。井上

委員お願いいたします。 

〇井上委員 

資料 1の 13ページ、マニュアルの関係のところで、知っておきたいということで質問させてい

ただきたいんですけども、去年 Cで、今年いきなり Aになっている、その理由はマニュアルができ

ましたということで、これはそれでいいのかなという気もするのですけれど、気になるのは、一昨

年の Bという評価です。これもＣだったらまだわかるんですけども、この辺りがちょっとよくわか

らないので教えてください。 

〇森岡課長補佐 

令和元年度については、茅ヶ崎市の災害廃棄物処理計画というのを策定いたしました。処理計画

を策定したのですが、その災害廃棄物の仮置き場に関しての調整が進んでいないといったところか

ら、元年度の評価を Bとしているところです。 

そのあと、令和 2年度ですが、マニュアルの整備を進めるとしていたところです、そちら全く手

つかずの状況になったため、評価を Cとしております。昨年度において、ようやくマニュアルを策

定することができましたので、こちらの施策目標を達成できたという観点から、昨年度については

評価をＡとさせていただいたという経緯がございます。 

〇井上委員 

施策の名称に「マニュアル等の整備」と書かれており、元年度に処理計画を策定したことが、こ

の「等」に含まれているということですね。この施策の進捗状況を去年と今年はマニュアルの策定

という点で評価し、一昨年だけはマニュアルで評価しなかったという説明があるとわかりやすいと

思いました。 

〇安齋会長 

事務局お願いします。 

〇森岡課長補佐 

こちらの施策については、おっしゃっていただいた通り最終的にはマニュアルの整備といったと

ころを目途に、事務局が動いてきたというような経緯がございます。 

マニュアルを作るにあたっては、その基本となる考え方を示した基本計画がどうしても必要でご



ざいまして、マニュアルを最終的に整備する一つのプロセスとして、基本計画が存在していたとい

うようなところになります。 

おっしゃっていただいた通りその説明が取り組み概要を見る限りは、わからないような状況にな

りますので修正させていただきたいと思います。 

〇安齋会長 

他に、委員の皆さまからご意見等ございませんでしょうか。 

〇川島委員 

資料 1の 11ページの②、焼却残渣再資源化の促進ですけども、目標値 2,240トンに対し、最終

処分場の有効活用を考慮し、1,577トンとなりましたと言ってるんですけども、この有効活用とい

うのは埋め立ててしまったということですか。埋め立ててしまったらまずくないのですかという質

問です。 

〇小俣環境事業センター施設整備担当課長 

委員ご指摘の通り、最終処分場に埋め立てたということで目標値 2,2４0トンに対して 1,577ト

ンしか再資源化をしてないということです。差分となります大体 700トン程度を最終処分場に埋め

立てたということでございます。 

焼却残渣の再資源化の促進という観点からすると、後退という形になるんですけれども、焼却残

渣そのものの処分ということに関しましては、市が所有してる処分場に埋め立てることも一つ、施

策としてはありということで、処分場を有効活用したという観点からこの部分については、評価と

して値すると考えたところでございます。 

〇川島委員 

埋め立ててしまったものは、再資源ができなかったものを埋めたということですか。できるんだ

けども、何か理由があって、埋め立てたってしまったということですか。 

〇小俣環境事業センター施設整備担当課長 

埋め立てたものについても、再資源化をしようと思えば、できるものになります。 

灰を１トン処理するのに 5万円程度処理費用がかかりますので、財源の確保の観点からももとも

と市の持っている最終処分場の方に焼却残渣を埋めると費用負担が軽くなりますので、そちらを活

用し、埋め立てたため、目標に対して処理量が追いつかなかったということでございます。 

〇川島委員 

了解しました。 

〇安齋会長 

他にございませんか。橋詰委員お願いします。 

〇橋詰委員 

不法投棄のところで、計算すると１件あたり 150キロとか 200キロとか相当な量になるのです

が、件数の数え方について、同じ場所で、年に何回かあったらそれは 1件になるのですか、それと

も 5回あったら 5件になるのですか。 

不法投棄は絶対あってはいけない犯罪です。指標の立て方がいいかどうかはもう今更なんで言い

ませんが、いろいろ疑問を感じます。 

ものは家電が多いのかなと思うのですが、実態はどうなのでしょうか。 

〇富田環境事業センター所長 

道路上等の不法投棄については、家電製品でありますとか、様々な処理困難物がありますけど

も、そういったものを 1ヶ所が 1件という形で捉えております。その中で啓発シールを貼っている

件数が年間 100件前後あります。ポイ捨てレベルであるとか或いはどこかから風で飛んできてしま



ったものを、職員が気付いて拾っているものは、今回の件数には含まれていません。 

そういった説明につきましては、もう少しわかりやすく、取り組み概要のところで、追記してい

きたいと思います。 

〇安齋会長 

要は、不法投棄かどうかということで、シールを貼った件数ということですね。 

他にございませんでしょうか。 

それでは残りの編に移らせていただきます。 

〇森岡課長補佐 

それでは、残りの基本方針 3市民・事業者・行政の協力体制及 4Rの推進を誘発する支援体制の

確立と、第 2編生活排水処理基本計画に入らせていただきます。 

資料 1が 16ページです。資料 2が 5ページとなります。 

まず項番の 1広報紙等、各種媒体の利用による啓発の充実です。施策は全部で四つございます。 

まず施策①広報手法・広報内容の検討及び効果的な啓発の実施、②ホームページ、ハーモニアス

ちがさき等の積極的な活用についてまとめてご説明をさせていただきますそれぞれの施策につい

て、コロナ禍にあっても、令和 4年度のごみ有料化の実施や、手数料改定に向けて、説明会を実施

することができたことと、特設ホームページの開設や、チラシ等の全戸配布を実施することで、ご

み有料化の制度周知はもちろんのこと、適正分別に関する啓発も、進めることができたことから、

それぞれの評価を Aとしています。 

次に施策③、公共施設等におけるポスター掲示の活用についてです。 

令和 4年度からのごみ有料化の実施及び手数料改定に向けて、各地域にございます広報掲示板を活

用し、また環境指導員と連携し、地域の集積場所に、啓発看板を設置できたことから、評価を Aと

しています。 

次に施策④、外国人向けごみ情報の案内については、8ヶ国語対応によるホームページへの掲載

に加え、「ごみと資源物の分け方・出し方」に、英語、中国語による概要版をイラストを交えなが

ら掲載できたことから、評価を Aとしています。 

以上四つの施策全体としての評価を Aとしています。 

続きまして 17ページをご覧ください。 

項番 2ごみ問題に関連した市民対話・環境学習等の充実になります。こちらの施策、全部で 6つ

ございましてまず施策①、ごみ問題に関する市民との意見交換の実施についてです。こちらについ

ては令和 4年度からのごみ有料化の実施及び手数料改定に向けて説明会を実施することで、制度周

知を図ることができたため評価を Aとしています。 

次に施策②発生抑制、資源化に関する講演会の開催、もう一つ、⑥環境フェアにおける情報発信

については、コロナ禍ということもあり、講演会や環境フェアを実施することができなかったこと

から、評価を Cとしています。 

次に施策③児童向け環境学習への市職員の派遣についてです。こちらについては、コロナ禍では

あったのですが、小学校 9校、中学校 2校に職員を派遣することができ、合計で 1,320人を対象

に出前講座を実施することができたことから、評価をＡとしています。 

次に施策④、親子向け、市民グループ向け等多方面への廃棄物処理施設見学会の実施についてで

す。小学校 4年生や自治会等の施設見学については目標を下回りましたけれども、コロナ禍にあっ

ても 22回の申し込みがあり、延べ 1,174名の参加があったことから、評価を Bとしています。 

次に施策⑤市民、事業者向け講座開催については、例年実施している、自治会向けの出前講座に

変えてごみ有料化に関する説明会を実施したことに加えて、事業者向けの説明会も別途実施できた



ことから、評価をＡとしています。 

以上それぞれの評価を踏まえ全体としての評価を Bとしています。 

次からは第 2編、生活排水処理基本計画となります。 

資料 1の 18ページと、資料 2の 6ページになります。 

まず基本目標ですが、生活排水処理率については前年度比 0.3ポイント増の、98.0％となり、目

標達成することができ、引き続き普及啓発等を行い最終目標達成に向けて順調な推移となっている

ことから、評価を Aとしています。 

続きまして資料 1の 19ページご覧ください。基本方針 1公共下水道（汚水）・合併処理浄化槽

の整備促進による生活排水の適正処理の推進。 

項番 1公共下水道（汚水）・合併処理浄化槽の普及推進となります。施策は全部で 3つございま

して、まず①公共下水（汚水）整備事業の推進については、公共下水道処理区域面積は、2239.40

ヘクタール。汚水面整備率は 98.2％となり目標達成することができたことから、評価を Aとして

います。 

次に施策②水洗化奨励金制度等の活用による公共下水道への接続の促進については、水洗化奨励

金制度を活用するとともに下水道を新たに整備した地域のみならず、告示地域における未水洗化家

屋についても、チラシを送付することで接続促進に努めたことで、水洗化普及率は、前年度 0.1ポ

イント増の、98.9％となり、100％の普及に向けて順調に推移していることから、評価をＡとして

います。 

次に施策③補助制度の周知による合併処理浄化槽への転換の促進についてです。 

合併処理浄化槽設置整備事業については、5人槽 2基に対し、5人槽 1基の補助となったことか

ら、評価を Bとしています。 

以上それぞれの評価を踏まえ全体としての評価を Aとしています。 

続きまして資料 1の 20ページをご覧ください。基本方針Ⅱ安定した収集・運搬と、し尿及び浄

化槽汚泥の適正処理の推進です。 

項番 1し尿及び浄化槽汚泥の適正処理施策①、し尿及び浄化槽汚泥量の変化に対応した収集・運

搬計画につきましては、排出量に応じた収集運搬計画を策定し適切に収集運搬を実施できたことか

ら、評価を Aとしています。 

次に施策②、し尿処理施設の適切な維持・管理については、コロナ禍においても寒川町と連絡会

議を書面にて開催することができ、維持管理体制の継続を確認することができたことから、評価を

Aとしています。 

以上それぞれの評価を踏まえ全体としての評価を Aとしています。 

続きまして最後です。 

資料 1の 21ページをご覧ください。基本方針 3、水環境の向上に向けた啓発活動等の推進とな

ります。 

項番 1啓発及び情報提供、施策は全部で 2つございまして、まず施策①浄化槽の清掃の啓発とな

ります。こちらの制度については、新規の浄化槽設置者に、浄化槽の適切な維持管理を周知する文

章を、郵送することで啓発を行ったことから、評価を Aとしています。 

次に施策②広報紙等による情報発信については、浄化槽の清掃及び適切な維持管理に関して「市

民便利帳ちがさき生活ガイド」をはじめとする、複数の媒体を活用することで、情報発信を行った

ことから、評価をＡとしています。 

以上それぞれの評価を踏まえ、全体としての評価を Aとしています。 

ここまでが、第 1編の基本方針 3と、第 2編生活排水処理基本計画の説明となります。ご審議の



ほど、よろしくお願い申し上げます。 

〇安齋会長 

基本方針 3と第 2編の説明がございましたけれども、これに関して、皆様からご質問等ございま

すでしょうか。 

〇井上委員 

この分野以外のところにも関係するのですけども、資料 2を拝見してて、何か変だなと思う感覚

があったんです。5ページの「ごみ問題に関連した市民対話・環境学習等の充実」というところ

で、施策 1から 6まで、個別に評価されていて、個別の評価はＡもありＢもありＣもある。その結

果、全体の評価はＢとなっていて、おかしいと思ったのは、個別の評価から、総合評価に移るとき

の説明がないのです。 

Ａが３つもあるので、もしかしたら Aという評価も可能性としては、あったのではないかと思い

ますし、1ページ目のところでは、BとＡが二つに分かれています。結論が Bとなった説明の記載

がないのが私の感じた違和感だと気が付きました。これを今回どうするかは別として、次回でも構

わないんですけど、説明を書いておいた方がいいのではないかというのが、1点目です。 

2点目で、資料 1の 18ページの生活排水処理率ですけども、実績だけ拝見すると、順調に処理

率が上がっています。最近知り合いと話していてショックを受けたんですけれど、サーファーさん

の評判を聞くと、茅ヶ崎の海は臭い、だからあんまりサーフィンをやりたくない、という話がある

そうです。何でそういうふうに感じるのかと聞いたら、この話らしいんですよね。生活排水を垂れ

流しているのが原因ではないかみたいな話をしていて、たまたま今日審議会で、こういう資料が、

出てきたのでお聞きしたいんですけども、水質はどう変化してるのか、綺麗になっているのかとい

うことが、直接今日の評価とは関係しないのですけども、気になります。今、湘南海岸では、逗子

とか藤沢が「ブルーフラッグ」を取得しています。世界的に、海を綺麗にすると、そういう「ブル

ーフラッグ」という認証がもらえるらしいですね。私は茅ヶ崎も当然取るだろうと思って、期待し

ていたんですけども、その関係の人に聞くと、どうも茅ヶ崎は難しいらしいと。それがこの生活排

水処理の話のようです。生活処理排水のレベルが基準を満たさないから、取れないらしいみたいな

話を聞いて、その辺が気になるので質問させていただきました。 

〇安齋会長 

これについて事務局、いかがでしょうか。 

〇森岡課長補佐 

一つ目のご質問に関して、個別の評価が Aとか Bとか Cとか、並んで最終的に、Bとか Aにな

ったプロセスは確かに不明瞭というふうに思っています。事務局の中でこのＡとか Bとかについて

は一定の点数化をしていて、それで結果、どうなるのかといったところを導き出す作業を内部で行

っているんですけどその辺のプロセスが、上手くご説明できなかったのが、そのようなご質問いた

だいたきっかけというふうに思ってます。なので、結果どうなったかといったところについて、わ

かりづらいところは今回の取り組み概要のところで補足させていただければと思います。 

1点目については以上です。 

〇添田環境保全課長 

生活排水の関係ですけれども、基本的に下水道の流域の区域につきましては、下水道に流れて、

処理場で処理されています。 

未整備の区域については浄化槽で浄化されて、公共用水域に流れますので、垂れ流しという状況

は基本的にはないということになっております。浄化槽でないところはくみ取り式という形で、収



集を行っております。 

水質の関係ですけれども、環境保全課で、海域の水質調査を行っておるところですけども、いろ

いろ国の法律の基準がありまして、その基準は一応すべて満たしています。毎月 1回常時監視とい

うことで行っておるので、基本的に水質の異常があることはないということを申し上げたいと思っ

ております。以上です。 

〇井上委員 

最初のコメントに関しては、私は、最近独立行政法人でこういう評価をしたんですけども、独立

行政法人の方は、個別で評価した後に、一定の記載をしています。ホームページにいろいろ出てい

ると思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。 

二つ目の方ですけども、もし水質が問題でないとすればぜひ私は「ブルーフラッグ」を、とって

いただきたいなと思います。言ったところでどうなるかわかりませんけども、市民としての希望と

して申し上げておきます。 

〇安齋会長 

関連で質問ですけれども下水道の場合に、全部下水処理場に行く場合と、雨水と汚水の配管が一

緒になっていて、雨が降ったりしたときには、オーバーフローした分が、川の方に一緒に流れてし

まうということがあるんですけれども、茅ヶ崎市ではそういうことはないんでしょうか。 

〇添田環境保全課長 

本来であれば、下水道部でお答えするのが適切なんでしょうけれども、私が聞き及んでるところ

によりますと、おっしゃられたように、合流区域と分流区域というのがございまして、合流区域と

いうのは、汚水も雨水もすべてまざって、処理場の方へ流れるということで、分流区域というの

は、雨水と汚水が完全に分離され、雨水については直接海や川に、汚水については、下水処理場に

行くということです。大雨のときに、一部オーバーフローしてしまうという部分については合流区

域で発生する現象でして、雨が降りますと、雨水の量が多くなる、汚水の部分もあるということで

その部分については、若干混合したものが海域に流れるという話は、聞いておりますけれども、仕

組み上、一定の許容の中でやっていると聞いております。 

〇橋詰委員 

合流式だと、ありがちなお話でありまして、東京オリンピックの時にお台場のトライアスロンの

会場で問題があったんですよね。茅ヶ崎市でかなり大きい問題なってるかどうかは定かではないで

すが、合流式のものが影響しているのであれば少し考えた方がいいのかもしれません。 

この生活排水のところは、いろいろと数字を出していただいてるんですが、全体の人口が減るだ

けでも随分変わってくるし、単独浄化槽 1ヶ所が減っただけで全然変わってくる。率だけ見せられ

てもほとんどわからなくて、分子と分母両方見せないとわからない。分子と分母が変わった要因を

見ないとわからないことなのでその辺も含めてご担当が違うかもわかりませんが、もう少しデータ

を出していただいた方がいいと思います。 

〇安齋会長 

その他、ご発言ございますでしょうか。 

〇竹内委員。 

先ほど橋詰先生が、参考資料 1をご覧になられて、コロナのこととか、背景を考えないといけな

いというお話がありまして、昨年度のトピックスとしては、有料化前、私ども現場の人間は大混乱

があったんですけれども、この影響がコロナだけではなくて数字に非常に表れているのかなと思い

ます。一般家庭では、平たく言ってしまうと、お金払わないで済むうちに、不燃ごみをみんな捨て

ようとか、大型ごみもシールが値上がりする前に出してしまおうとか、これから有料の袋を買わな



ければいけないから、その前の準備というところで、分別意識が高まってきて、プラスチック類と

かが増えてきた。これはコロナの影響もあると思うんですけれども、年度末に向かうにつれてそう

いう影響がすごく出てきてまして、この中にはそういうことは、あまり触れられてはいないんです

けれども、非常にそういう影響が色濃く出たと思います。 

〇安齋会長 

他に意見等ございますでしょうか。それでは、随分時間も過ぎて参りましたけれども、次の議題

に移らせていただきます。 

それでは議題の３の説明をお願いいたします。 

〇森岡課長補佐 

議題 3一般廃棄物処理基本計画の延伸についてに移らせていただきます。 

議題 3については、これまでの審議会にてご審議いただいた内容ではございますけれども、本審

議会委員に新たにご就任いただいた方々もいらっしゃいますので、現行の一般廃棄物処理基本計画

における、計画期間を 2ヵ年延伸するにあたっての基本的な考え方について、改めて皆様に確認を

お願いするとともに、今後のスケジュールについて簡単にご案内するものになります。 

お手元に資料 4をご用意いただいてよろしいでしょうか。表面の項番 1考え方、ご覧いただいて

るページの下にイメージ図がございますので、このイメージ図を見ながら、耳を傾けていただけれ

ばと思うんですが、まず現行の一般廃棄物処理基本計画、こちらは平成 25年から令和 4年までの

十年間を計画期間として策定されたものでございまして、当初の予定としては、令和 3年と令和 4

年の 2ヵ年をかけて、上位計画である、総合計画実施計画と整合を図りながら、令和 5年度をはじ

めとする、次期の基本計画を策定する予定でございました。 

しかしながら、先ほど申し上げた、総合計画に定めた、将来の都市像を実現するための実行計画

でございます総合計画実施計画というものが、新型コロナウイルス感染症の蔓延の影響によって、

本市の歳入の根幹をなす、税収等の大幅な減少が予測され、その規模や見通しを立てることが難し

いことを理由として、令和 3年度を初めとする前期計画の策定が 2ヵ年延期されることになりまし

た。 

要は、整合を図るべき、総合計画実施計画の策定が 2ヵ年延期というような状況となってござい

ます。上位計画と整合を図る必要がある個別計画の一般廃棄物処理基本計画については、他の個別

計画同様に上位計画が策定されないまま、策定することができないため、まずは現行の一般廃棄物

処理基本計画を令和 5年度までの計画期間とし、つまりは現行の基本計画を 2ヵ年延伸を行った上

で、延伸した 2ヵ年をかけて令和 7年度を始期とする次期基本計画を策定して参りたいと考えてい

るところです。 

要は現行の計画を 2ヵ年延ばす、この 2ヵ年延ばしてる間に次期計画を策定する、このようなこ

とを考えてございます。 

資料の裏面をご覧ください。項番 2の令和 5年 6年度の目標値に関してになります。現行の計画

の延伸に伴いまして令和 5年 6年度の目標値を設定する必要がございます。目標値については現行

計画を改定した際に当時でいう平成 44年、令和でいう 14年までの推計値を持ち合わせていると

ころです。 

従いまして、前回改定作業で推計したその数値を採用して、令和 5年 6年度の目標値を立ててい

きたいというところです。 

次に項番 3、令和 5・6年度に実施する施策についてになりますが、今回は現行計画の延伸であ

ることから、全体的な施策の体系の見直しは行わず、実態に即していない個別の施策の内容につい

ての時点修正のみにとどめたいと考えてございます。 



最後項番 4、今後のスケジュールについてですが、本日以降、事務局にて延伸期間における目標

値の設定や時点修正を行って参ります。 

次回の第 2回審議会では、それらを計画素案として、皆様にご審議いただきたいと考えてござい

ます。そして第 2回の審議会でご審議いただいた内容を踏まえたものを、計画案として第 3回の審

議会でご審議いただいた上で、令和 4年度内の策定を目途に、進めて参りたいという考えでござい

ます。 

なお、令和 7年度を始期とする次期の基本計画については、令和 5・6年かけて策定作業に着手

する予定ではございますが、本審議会でどのようなプロセスを経るかについては、現在のところ未

定ということになります。 

これまでの確認ということになりますが、議題 3は以上となります。よろしくお願いいたしま

す。 

〇安齋会長 

ただいまの一般廃棄物の処理方計画の延伸に関してご質問等ございますでしょうか。 

〇橋詰委員 

以前からも話があり、やむを得ないと思うんですが、念のためお聞きしますけども、実態に即し

てない施策とは、例えばどんなものをおっしゃっているのですか。 

〇森岡課長補佐 

具体的に申し上げますと、資料 1の 4ページ、リユースの中で、すでに取り組みが終了してしま

っている施策がございます。 

②のリサイクル品展示室の活用ですけれども、これについては、そもそもリサイクル品展示室が

ないといった実態があるため、この段階で令和 5年 6年については、目標を設定せず、進めていき

たいというお話になります。こういったところについて実態に即した感じで直していくという考え

でございます。 

〇安齋会長 

よろしいでしょうか。 

〇橋詰委員 

事情が事情なので、やむを得ないと思うとはいうものの、カーボンニュートラルの観点が、現行

の計画であまりはいっていないので、もうちょっと本当だったら入れてもいいのかなと思っていま

す。それが 2年間そっくり先送りというのはいかがかと、私は思うんですがそこは次回以降でよろ

しいかと思いますが、意識していただけるとよろしいかと思います。 

〇安齋会長 

非常に変化が大きいものになっておりますので、今後意識していただきたいと思います。 

ほかにございませんでしょうか。 

それでは、議題の４に進めさせていただきたいと思いますけれども、湘南東ブロックし尿広域化

検討報告について、事務局の方からお願いいたします。 

〇須田課長補佐 

それでは、湘南東ブロックし尿処理広域化検討報告につきまして、環境保全課よりご説明させて

いただきます。資料 5と資料 6になります。 

なお大変申し訳ございませんが、資料 6につきましては審議会終了後に回収をさせていただきま

す。 

説明に入ります前に、これまでの経緯についてご説明いたします。 

本市は、藤沢市、寒川町とともに、神奈川県循環型社会づくり計画において、湘南東ブロックに



位置付けられ、湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画を策定し、施設の広域化や集約、ごみの減

量化や施設整備に関して、進行管理を行っております。 

また、し尿・浄化槽汚泥（し尿等）の処理につきましては、本市と寒川町は、茅ヶ崎市環境事業

センターより約 800メートル北に位置する寒川美化センターで、藤沢市におきましては、湘南台駅

より、約 1.5キロ西に位置する藤沢市北部環境事業所で行っております。いずれの施設も老朽化が

進行していることから、今後のあり方の検討が必要となっています。このため、令和 3年度に 2市

1町における現況や将来のし尿等排出状況などの基本的な事項を整理し、将来の湘南東ブロックに

おける、し尿等の広域処理について検討を行いましたので、本日その概要につきまして、ご報告申

し上げます。 

それでは、資料 5項番 1、報告書の概要からご説明させていただきます。 

1現有施設の状況です。あわせて、資料 6、2ページもご覧ください。 

先ほど少しご説明をさせていただきましたが、藤沢市北部環境事業所し尿処理施設と寒川町美化

センターの両施設の状況といたしましては、施設の老朽化が進んでいるため、施設の更新または新

施設の整備も含めた検討を行い、早急に方向性を示すことが望まれます。 

次に、２し尿等処理人口、排出量、施設必要規模の予測でございます。 

こちらもあわせて資料 6の 3ページをご覧ください。 

し尿等処理人口及び排出量ともに減少する見込みであることから、必要である施設の規模は、今

の施設よりも小さくなると予測しております。この 2のところに書かせていただいておりますが、

東ブロック全体で、１施設とした場合には、81キロリットル/日の施設規模が必要。現行の通り、

藤沢地域及び茅ヶ崎寒川地域でそれぞれの施設で処理をする場合の必要規模としては、藤沢地域で

は 54キロリットル/日、茅ヶ崎寒川地域では 30キロリットル/日というふうに予測をしておりま

す。 

次に 3、広域化の検討です。 

あわせて資料 6、4ページから 8ページをご覧ください。 

施設を整備する費用につきまして、主要のプラントメーカー4社にアンケート調査を実施しまし

た。現状の２施設で実施するよりも、1施設で処理を実施した方が、施設の規模は大きくなります

けれども、経済性から見たメリットは高いという結果となりました。 

続きまして、資料 5の裏面、項番 2、総合評価となります。 

あわせて資料 6、9ページ以降をご覧ください。 

今回湘南東ブロックし尿処理広域化の検討は、湘南東ブロックでのし尿処理施設の広域化は必要

であり、施設の体制としては、総事業費や処理に伴う CO２の排出量から 1施設で処理していくこ

とが望ましいこと、また整備地につきましては、収集運搬費用や収集運搬による CO２排出量か

ら、藤沢市北部環境事業所が望ましいという結果になりました。 

なお、事業用地を藤沢市北部環境事業所とした場合は、藤沢市のし尿処理施設の解体が予定され

ておりますので、建設地として、既存施設を撤去したエリアを活用することが可能となります。 

次に項番 3、今後の方向性になります。 

本市においては、これまでも効率的な行政運営に努めて参りましたが、今後もさらなる施設の集

約化によるエネルギー使用の効率化や災害対策の強化を図る必要があります。 

また、今回のし尿処理広域化の検討では、湘南東ブロック内の 2施設は、いずれも更新等が必要

であると判断されております。 

市では、この検討結果を尊重し、1施設でし尿処理施設の広域化を図るため、本市の考え方や進

め方を示し、湘南東ブロックのごみ処理広域化調整会議において協議検討を進め、今年度湘南東ブ



ロックし処理広域化方針を策定して参ります。 

最後になりますが項番 4、今後のスケジュールになります。 

今回、令和 3年度で実施した湘南東ブロックし尿処理広域化検討の結果をご報告させていただき

ましたが、現在、湘南東ブロックし尿処理広域化方針の検討も進めております。 

今後、10月に方針素案の作成、12月上旬から 1月上旬にかけて、2市 1町それぞれで方針のパ

ブリックコメントを実施。年度末 3月で方針の決定を進めて参ります。 

なお、方針につきましては、適宜、こちらの審議会でご報告等を実施して参りたいと考えており

ます。雑駁ではございますが、説明は以上となります。 

〇安齋会長 

ご説明ありがとうございました。この件についてご質問等ございますでしょうか。 

〇安齋会長 

１つ私からよろしいでしょうか。 

まず、報告書の概要欄２のところで、人口の減少と下水道普及率の向上によりという記載がある

んですけれども、下水道普及率の向上によって処理量が減るっていうのは当然だと思うんですが、

行政人口の減少の見立てはどういうふうになってるんでしょうか。 

茅ヶ崎市の最近人口が増えているというお話もありました。藤沢市も住みやすい町ということで、

そんなに人口が減らないんじゃないかなと思うところもあるんですけどこの辺はいかがでしょう。 

〇須田課長補佐 

今回の人口推計につきましては、各市町で、例えば茅ヶ崎市であれば都市マスタープランですと

か、藤沢市における人口推計の結果を用いて作成をしております。 

ただこの時点でのということになりますのでおっしゃる通り、人口推計が若干変わったりすると

ころもございますけれども、一応市町ごとで出しているという状況でございます。 

〇安齋会長 

それからもう一つ、スケジュールがありますけれども、藤沢市の施設を先に解体している間は、

寒川の方でその分を処理するということでよろしいでしょうか。 

〇須田課長補佐 

藤沢市でし尿処理施設の解体が予定されてる時期につきましては、寒川町で協定等を結んでおり

ますので、受け入れをしたり、あとは、災害時における広域の協定というのもございますので、そ

の辺りも含めて検討されるものと考えております。 

〇安齋会長 

はい、ありがとうございます。 

〇井上委員 

この話は報告事項だと思って聞いてたんですけども、それでよろしいですか。審議する話でしょ

うか。ついでに言えば今日の配られてる議題の書き方が、1から 4まで並列に並んでるんですけど

も、多分 1と 2が審議事項で、3と 4が報告事項じゃないかと思うんですけども、どういうふうに

この説明は聞いたらいいのか戸惑うところがあったので、確認させてもらいたいと思って質問しま

した。 

〇安齋会長 

いかがでございましょう。 

〇森岡課長補佐 

井上委員おっしゃられた通りここの議題でお示ししている、（1）（2）、が審議事項（3）

（4）が報告事項ということになります。本来であれば審議事項と報告事項を分けて記載すべきと



ころ、記載がなかったことをお詫び申し上げます。 

今環境保全課から説明があったことについてはその内容の確認程度のご質問にとどめるという扱

いでよろしくお願いいたします。 

〇井上委員 

わかりました。 

〇橋詰委員 

前提条件をもう少し説明してもらった方がいいと思うんですが、、処理方式としては、下水道放

流方式ですよね。 

逆に言うと下水道との調整がいるはずであって、さらに考えれば、下水道放流ではなく、し尿処

理施設としてどのくらい処理するのかという考えもなくはない。そういう意味で、今回この選択肢

をしたのかというところから説明していただいた方がわかりやすいとに思います。 

それから、し尿処理施設については、ごみ処理施設と違って、発生量も比較的少ないということ

もあるとは思うんですが、全体像をご説明いただいた方がいいのではないか。 

要は、いつごろまでこの施設を使う必要が見込まれていて、さらに、技術的な選択としては、最

初から下水処理施設へという考え方もあるのろうと思うんですが、もし本審議会で議論したいとい

うのであれば、その全体を見せていただいた方がわかりやすい。 

私は藤沢市の審議会でざっくり聞いた記憶があるのですが、多分他の方々は、わかりにくい話を

聞いてると思うので、補足をしていただけるとよろしいと思うんです。 

〇安齋会長 

ありがとうございます。いかがでしょうか。 

〇添田環境保全課長 

今ご質問にあった処理方式というところですけれども、こちらは下水に流すというわけではな

く、し尿処理施設、いわゆるその微生物を使って処理をして、その後放流するというタイプの施設

の建設を考えております。 

それと現有の施設をいつまで使うのかという話ですけれども、新しい施設の整備を令和 14年と

いうふうに設定しております。この間に 2市 1町、茅ヶ崎・藤沢・寒川の法定協議ですとか、建設

にあたって交付金の手続きですとか、施設整備にあたってのいろいろな計画ですとか、様々なこと

があって、約十年間を見込んでおります。その間は、藤沢・寒川の施設をそれぞれ、適切に維持管

理して、そこまでは頑張って延命していこうという計画で進んでいるところでございます。 

ご質問とすると、以上というところかと思うんですけど、処理方式につきましては、今回施設整

備にあたっていろいろな手法を検討したんですけれども、当然下水道に直接放流ということも、案

としてはありました。 

ただし、し尿は非常に濃度が高いものですので、かなり希釈しないと、処理に困難をきたすとい

うことで、処理を希釈するとなると当然水道を使ったりしますのでそうするとランニングコストが

非常に高くなるといった費用対効果の観点から、現時点で採用しているのは微生物を使う従来型の

し尿処理施設というのを選択して、話を進めているというところでございます。 

〇安齋会長 

ありがとうございます。 

この件について他にご質問等ございますでしょうか。 

〇井上委員 

意見なんですけれど、今建て替えの話ですごく悩まれていると思うんですけれども、多分何十年

か後に、この施設が、また新しい施設に変わることがあると思うんですね。その時にまたバタバタ



しないように、例えば伊勢神宮みたいに、式年遷宮で 20年に 1回は建て替えるような長期的なビ

ジョンを念頭においた方がいいんじゃないのかという、1市民としての考え方です。寒川を藤沢に

集約した後、何十年後かにはまたそれが建て替えになると、もしかするとまた寒川に建てることに

なるのかわからないんですけれど、その時の状況で判断してるような感じがするので、まさに循環

可能な計画にすべきと思います。こういう施設は必ず必要なので、長期的に 100年とかを前提に、

考えた方がいいのではないかと思った次第です。 

〇安齋会長 

ありがとうございます。 

一番は、その代替用地の問題が大切なようでして、式年遷宮ですと、隣は必ず空いていることが

前提になっておりますけれども、この辺のところが、大事になってくると思います。 

それではここのところまでで、何かございますでしょうか。 

〇森岡課長補佐 

1点報告をさせていただければと思います。 

お手元に資料 3をご用意いただいてよろしいでしょうか。 

議題 2の冒頭でもご案内させていただきましたが、こちらの資料については本日の審議を踏まえ

て、委員の皆様にご記入いただく評価シートということになります。 

ご記入いただく箇所としましては、各施策の表の太枠の部分。委員皆様の各々の評価と、その理

由とご意見をご記入いただく構成となってございます。 

委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中まことに恐縮なお願いですが、資料 3の上に記載

の通り 9月 9日の金曜日までに、事務局までご提出くださるようご協力をお願いいたします。 

こちらの評価シートの提出についてメールや郵送で受け付けますが、メールでの提出をご希望さ

れる場合については、その旨をお知らせくださるようにお願いいたします。いただいたアドレス宛

に後日事務局から電子データを送付させていただきます。 

また郵送での提出をご希望される方は、返信用封筒をお渡しさせていただきますので、事務局ま

でその旨をお知らせください。 

もう 1点だけご報告させてください。 

令和 4年度から新たなごみ減量に向けた取り組みとしてごみ有料化が、本市域内でもスタートい

たしました。 

本日は少しお時間頂戴して、第 1四半期が経過したところで、ごみ及び資源物の排出量の推移に

ついてご報告させてください。 

お手元に参考資料 5をご用意いただいてよろしいでしょうか。 

1ページ、表面が令和 3年度と、令和 4年度の各月におけるごみ排出量の推移を表と折れ線グラ

フでお示ししたものになります。 

ここで言うごみですが、これは家庭から出る燃やせるごみと燃やせないごみ、あと大型ごみ、事

業所から出る燃やせるごみ燃やせないごみとなっております。下側の折れ線グラフが令和 4年度の

ごみ排出量の推移となります。ご覧いただくと、すぐおわかりいただけるかと思うんですけれども

ごみ排出量については、減少傾向にあるということです。 

先ほど竹内委員からお話があった通り上の折れ線グラフの令和 4年 3月で異常な排出量を記録し

てるところが、特筆すべきところですが、全体のごみ量としては減少傾向にあるということをお伝

えさせていただきます。 

続いて 1ページの裏面をご覧ください。 

こちらは、令和 3年度と 4年度の各月における資源物の排出量の推移を表と折れ線グラフでお示



ししたものになります。 

資源物の範囲については、プラスチック製容器包装類、古紙類、びん、かん、ペットボトル、衣

類・布類、金属類、廃食用油、使用済小型家電、要はリサイクルしているものになるんですけれど

も、上側の折れ線グラフが令和 4年度の排出量の推移となってございます。こちらもすぐおわかり

いただけるかと思うんですが排出量は増加傾向にあるということになります。 

それ以降のページについては先ほどご案内差し上げたごみと資源物の中における各品目の排出量

の推移を同様の見せ方でお示ししたものとなっておりますので、お時間ある時にお目通しいただけ

ればと思います。 

令和 4年度のスタート時においては、ごみが減って、資源物が増えてる結果となっています。こ

の結果は、市民や事業者の皆様のご理解がなければ成しえなかったことだと感じています。 

ごみ有料化に関しては、委員の皆様含め皆様様々な思いがあろうかと思うんですが、この場を借

りて、改めて御礼を申し上げるとともに、引き続き、有料化施策についてご理解ご協力を賜りたい

と思っております。 

その他は以上になります。よろしくお願いします。 

〇安齋会長 

ありがとうございました。有料化の成果が上がって大変うれしゅうございます。 

それでは、それ以外に事務局から何かございますでしょうか。 

これで審議を終了させていただきまして、事務局の方にお返ししたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

〇森岡課長補佐 

皆様長時間にわたってどうもありがとうございました。 

今後の審議会の予定ですが、次回は 10月ごろの開催を予定してございます。日程が決まり次

第、ご案内をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

なお、先ほど環境保全課からご案内がありました通り、議題 4で使用した資料 6については、本

日回収させていただきます。 

それでは、以上をもちまして本日の審議会を終了とさせていただきます。どうもありがとうござ

いました。 


