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令和３年度第１回広島市廃棄物処理事業審議会 議事要旨 

 

１ 日時 

  令和３年１１月８日（月） 午後２時～午後３時５５分 

 

２ 場所 

  広島市役所本庁舎１４階第７会議室 

 

３ 出席委員 

  今岡 務（会長）、川本 季子（副会長）、伊藤 圭子、伊藤 敏安、加藤 和行、佐々木 緑、 

髙田 義典、滝嶌 繁樹、鉄村 忠基、天玉 朝子、林 千秋（以上１１名） 

 

４ 次第 

 (1) 開会 

 (2) 議事 

   報告１ 広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の令和２年度における目標達成状況等について 

報告２ 広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の行動計画に基づく施策の令和２年度実施

状況等について 

報告３ 「ごみ処理に関する総合的な取組」啓発用パンフレットの作成・配布について 

 (3) 閉会 

 

５ 公開・非公開の別 

  公開 

 

６ 傍聴人の人数 

  ０名 

 

７ 会議資料 

〈会議関係〉 

○ 令和３年度第１回広島市廃棄物処理事業審議会 配席表 

○ 広島市廃棄物処理事業審議会 委員名簿 

〈議事関係〉 

○ 資料１「広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の令和２年度における目標達成状況等について」 

○ 資料２「広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の行動計画に基づく施策の令和２年度

実施状況等について」 

○ 資料３「「ごみ処理に関する総合的な取組」啓発用パンフレットの作成・配布について」 
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８ 議事要旨 

 

発言者 発言要旨 

今岡会長 ・ 本日の議事は報告が３件である。事務局から説明をお願いする。 

環境政策課長 【広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の令和２年度における目標達成状

況等について（報告１）及び広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の行動

計画に基づく施策の令和２年度実施状況等について（報告２）を説明】 

今岡会長 ・ 報告１及び報告２の説明について、御意見、御質問等があれば承りたい。 

今岡会長 ・ 資料２の事業番号１９について、今年度は中央卸売市場に食品残渣分解

装置を設置する予定はないのか。 

環境政策課長 ・ 本年３月の１か月間、中央卸売市場内に食品残渣分解装置を設置し、堆

肥原料の生成を目的としたモデル事業を実施した。その結果、堆肥原料と

して活用可能な状態となったことやごみの減量効果を確認した一方で、事

業者側の負担が増えるといった課題も認識した。今年度は、中央卸売市場

での成果をもとに、食品関連事業者へ食品リサイクルに関するアンケート

を実施するなど食品リサイクル・ループの形成に向けた取組に力を入れて

いきたいと考えており、食品残渣分解装置を設置する予定はない。 

川本副会長 ・ 市内のスーパーマーケットでは食品リサイクル・ループで作られた野菜

を販売しているところもあるが、ほとんどの店舗はあまり食品リサイクル・

ループの取組が進んでいない。食品リサイクルに関するアンケートの回答

を見ると、食品リサイクル・ループに積極的でない店舗も多い。食品をリ

サイクルするにも食品廃棄物の量が多くないと輸送コストがかかるので難

しいと聞いている。 

・ 食品ロス削減の取組は１０月の食品ロス削減月間だけでなく一年通して

定着してほしいと思っており、ごみ減量・リサイクル実行委員会もイベン

トなどを通じて協力していきたい。 

伊藤敏安委員 ・ 令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、特に事業ごみ

は大幅に減っている。令和３年度以降はいかに家庭ごみを減らし、事業ご

みの排出を令和２年度のまま抑制するかが大切だと思った。 

・ ３点質問をしたい。まず、家庭ごみのうち大型ごみが大幅に増えている

が、その理由は何か。次に、令和２年度から受入れを中止した廃プラスチ

ック類は、資料１の３ページ右下にある「事業ごみ排出量の推移」グラフ

においてどの数字に表れているか。最後に、資料２の事業番号４４につい

て、一人暮らしなど支援が必要な市民が利用できるごみ出し支援制度は現

在実施されているのか。 

環境政策課長 ・ １つ目の質問について、家庭ごみの大型ごみが増えた要因としては、新

型コロナウイルス感染症の影響に加えて、安価な商品が流通したことによ

り、消費者が高価なものを長く大切に使う傾向から短いスパンで新しい商

品へ買い換える傾向へと変化していることが考えられる。このような消費

者の意識やライフスタイルを変えることは簡単なことではないので、本市

としては、ごみを可能な範囲で再使用・再資源化する方針で取り組んでい

く必要があると考えている。 

業務部長 ・ ２つ目の質問について、「事業ごみ排出量の推移」のＲ１の棒グラフにて

緑色で示している不燃ごみの１６，５２４トンは、ごみの内容としては産

廃プラ、一廃プラ、不燃ごみを合計した量となっている。令和２年度から
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発言者 発言要旨 

産廃プラの受入れを中止するとともに分別区分を変更したことから、Ｒ２

の棒グラフでは、青色で示している一廃プラの４，７４９トンと緑色で示

している不燃ごみの１，０５９トンの２つに分けた記載となっている。約

１万トンあった産廃プラは、令和２年度から本市の埋立地での受入れを中

止し、民間での処理となっているため、Ｒ２の棒グラフでの記載はない。 

業務第一課長 ・ ３つ目の質問について、一人暮らしの方又は一人暮らしではないがすべ

ての同居人が要介護・要支援認定を受けている場合や６５歳以上の方等が

大型ごみを自分で所定の場所まで持ち出せない場合、住宅内からの持ち出

しを支援する大型ごみ排出支援事業（あんしんサポート事業）を行ってい

る。ただし、大型ごみ以外のごみではこのような支援を行っていないため、

福祉部局と連携したごみ出し支援について検討を開始しているところであ

る。 

鉄村委員 ・ 資料２の事業番号４３について、今年１０月１日からごみの持ち去り行

為を禁止する条例が施行され、広島市から公衛協に見回り用のジャンパー

が配布されたが、各地区で啓発活動を行うには枚数が少ないため増やして

もらいたい。 

業務部長 ・ ジャンパーを着用した見回り活動等の公衛協の皆様の御協力や、ごみス

テーションへの看板設置が進み、資源ごみの持ち去り行為の防止に効果が

出てきており、御礼申し上げる。ジャンパーの枚数については、限られた

予算の中での対応であり御理解をいただきたい。また、今後の対応につい

ても、予算等との兼ね合いからこの場でのお答えは致しかねる。 

川本副会長 ・ 今年１月に発生した安佐南工場の火災はリチウムイオン電池が原因と伺

った。電池を可燃ごみに入れて出さないよう、しっかりと啓発をしてほし

い。 

業務第一課 

指導担当課長 

・ 充電池による発火は全国的に増えている。本市では、市民と市政や、市

内の大学・専門学校・不動産会社・マンション管理会社等を通じたチラシ

の配布、ＬＩＮＥのプッシュ通知など様々な手段を用いて充電池を可燃ご

みに入れないよう啓発している。来年３月には、充電池が発火するという

ことをビジュアル的に訴えるようなチラシを全世帯に配布する予定であ

る。 

滝嶌委員 ・ 資料１について、焼却量と埋立量を足した数字は排出量より少なく、差

分は資源化量と思われる。リサイクルをしっかり行っているということが

わかるよう、資源化量についても表に示してもらいたい。 

環境政策課長 ・ 資料の見せ方について検討する。 

加藤委員 ・ 民間で受け入れている廃プラスチック類の排出量はこの資料に表れてい

ないのか。また、民間の施設ではサーマルリサイクルを行っているのか。 

業務部長 ・ 昨年のこの審議会でも申し上げたように、廃棄物処理法の規定に基づき

一般廃棄物と併せて処理できるとされている産業廃棄物の一部を、本市の

埋立地で受け入れていたことから、受入分を事業系のごみの埋立量として

カウントしていたものであるが、民間で処理される産業廃棄物は広島市一

般廃棄物（ごみ）処理基本計画での扱いとはならない。 

・ 事業系一廃のプラごみ約５千トンについては、令和２年度から安佐南工

場での焼却処分によるサーマルリサイクルを行っている。民間で処理され

ている廃プラスチック類については、本市の産業廃棄物処理指導計画にお
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発言者 発言要旨 

いてもリサイクルの促進を図ることとしており、例えば、質がある程度均

一なものは固形燃料として生成され、サーマルリサイクルが行われるなど

している。 

伊藤圭子委員 ・ 資料２の事業番号４６について、ごみステーション設置の単位はどのく

らいか。ごみボックスとごみステーションは異なるのか。 

・ 今年８月の大雨災害では、テレビのテロップでごみの集積場所の情報が

表示されていたが、とてもわかりやすく、緊急時のテレビ広報は効果的で

あると感じた。特に若い人は新聞を取ってない人も多いことから、啓発の

際は市民と市政だけでなくいくつかの周知手段を併用してほしい。 

・ 大学４年生は卒業して不用となる家具を、ジモティーというサイトを通

じて地域の必要としている人に売っているようだ。広島市でも、大型ごみ

の自己搬入スペースなどでそのような取組ができるといいと思った。 

業務第一課 

指導担当課長 

・ 町内会の班や組等の１０世帯程度でごみを排出する場所を決めて環境事

業所に連絡してもらえば、そこをごみステーションとして認識し、収集を

行う。戸別収集は、道路が狭く、ごみを複数世帯でまとめることが難しい

場合等で行っており、特に旧市内で多くなっている。ごみボックスとは、

ごみを入れる、鉄などでできた強固な箱をいう。 

・ 周知については、先ほど話したとおり、特に若者に目に留めてもらう必

要があることから、不動産会社やマンション管理会社を活用した啓発を行

っている。 

・ ごみのリユースについては、新たな方策がないか検討しているところで

ある。 

川本副会長 ・ 過去に西部リサイクルプラザで自転車や古着をリサイクルしているのを

見たが、今も行っているのか。 

業務第一課長 ・ シルバー人材センターが回収された放置自転車を修理し、西部リサイク

ルプラザで販売している。古着の展示・販売も行っている。 

佐々木委員 ・ 資料２の事業番号１５について、どのような事業所に訪問しているのか。 

・ 資料２の事業番号４６について、ごみ置き場のステーション化への初期

投資がかかったとしても、トータルで見るとコストの削減につながってい

るのか。 

業務第一課 

指導担当課長 

・ 延床面積２，５００㎡以上の建物、５００㎡以上の店舗、従業員２００

人以上の事業所を多量排出事業者と定めて訪問を行っている。事業者から

提出された減量化計画書を基に、テナントの場合は紙ごみ、スーパーマー

ケットの場合は生ごみやプラスチックを減らすよう指導している。この他、

紙ごみが多く出る調剤薬局など多量排出事業者ではない事業所も、ローラ

ー作戦で数多く訪問している。 

・ ごみの排出場所の集約化は収集効率の向上や収集時間の短縮につながる

ため、トータルではコストの削減につながっている。 

業務部長 ・ ごみ置き場のステーション化に係る管理用具の貸与等の事業は、「“ごみ”

ニティ活動支援事業」として、単なるコスト削減や効率化だけでなく、地

域でごみについて考えたり、まちの美化を推進したりすることで、地域コ

ミュニティ活性化につながることも期待して行っているものである。 

今岡会長 ・ 報告１及び報告２について、この他に御意見・御質問等はないか。 

・ それでは報告３について、事務局から説明をお願いする。 
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発言者 発言要旨 

環境政策課長 【「ごみ処理に関する総合的な取組」啓発用パンフレットについて（報告３）

を説明】 

今岡会長 ・ 報告３の説明について、御意見、御質問等があれば承りたい。 

伊藤敏安委員 ・ パンフレットについて、とっつきにくいと感じた。その理由だが、まず、

青色をベースとしていて冷たい印象である。オレンジのような暖かい色を

使ってはどうか。また、文字が小さくて読みづらい。漢字にはふりがなも

必要ではないか。 

・ 保存版とあるので市民や事業者に行ってもらいたい取組をメインとし、

広島市の施策の紹介は最低限でいいのではないか。６ページ上の部分はい

らないと思う。 

・ 市民が気づいて行動変容を起こすにはナッジの仕組みが重要である。例

えば、１人１日当たりごみ排出量の政令市比較をしたグラフを用いて、現

在広島市は政令市の中で少ないほうから４位だが、おにぎり１個分のごみ

を減らすと１位になることができるということを示す。例えば、３～４ペ

ージの花ちゃん家族のとある１日では、花ちゃんの魔法の言葉でパパ・マ

マがごみの減量に向けた取組に気づくといった仕掛けを入れる、などの方

法が考えられる。 

川本副会長 ・ ごちゃごちゃしている印象を受けた。文字量も多い。文字を大きくし、

内容はポイントに絞ってはどうか。 

環境政策課長 ・ パンフレットの印刷や納品の都合上、今週の金曜日までに委員の皆様か

ら何か御意見をいただければと思っていたところである。基本的なコンセ

プトについてこれから大きく変えることは難しいが、文字の大きさなど可

能な範囲で対応したいと思う。 

伊藤圭子委員 ・ 裏表紙にごみの減量効果についての記載があるが、最初のページにごみ

の減量をしなかったらどのような困ることがあるか視覚で分かるよう入れ

てはどうか。 

・ ２ページの排出量の減量目標は、いつから１０％減らすのかわかりにく

い。その下におにぎり１個分削減とあるが、おにぎり１個減らすと何が削

減されるのかわからない。 

・ ３～４ページの花ちゃん家族のとある１日は、花ちゃんが場面ごとに、

どちらを選択するか意思決定し、その意思決定の連続で結果的にごみ量に

どのような違いが出るのかわかるよう記載すればいいのではないか。 

今岡会長 ・ パンフレットに関する意見等は１１月１２日金曜日まで受け付けるとの

ことなので、何かあればメールにて事務局へ連絡してほしい。 

・ この他、御意見・御質問等ないようなので、本日予定していた議事につ

いてはこれで終了する。 

 


