
1 

 

令和元年度 第２回調布市廃棄物減量及び再利用促進審議会 会議録 

 

１ 開催日時：令和元年 10月４日（金）午後６時 30分から８時 30分まで 

２ 開催場所：文化会館たづくり９階研修室 

３ 委員出欠：出席 12人，欠席３人 

・出席委員：江尻委員（会長），佐藤委員（副会長），新野委員，鈴木委員，森川委

員，山本委員，阿部委員，杉崎委員，吉野委員，津金委員，増田委員，岩本委員 

・欠席委員：峯岸委員，髙橋委員，桑原委員 

４ 事務局：丸山，青柳，佐藤，青木，武田，宮田，岡崎，渡邉 

５ 傍聴者：なし 

 

【議事次第】 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 協議事項 

(１) 第６回エコフェスタちょうふについて 

(２) プラスチック対策について 

 

４ 次回日程について 

 

５ 閉会 

 

配布資料 

資料１ 第６回エコフェスタちょうふについて（案） 

資料２ 第６回エコフェスタちょうふチラシ・ポスター 

参考資料１ プラスチックごみをめぐる動向について 

参考資料２ 市役所におけるプラスチック対策方針（案） 
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【会議録】 

 

事務局 それでは，定刻となりましたので，ただ今から令和元年度第２回調布市廃棄物減量

及び再利用促進審議会を始めます。本日もどうぞよろしくお願いします。本日，Ｅ委員，Ｊ

委員，Ｌ委員から欠席のご連絡を頂いています。 

 それでは，開会するに当たり，江尻会長に一言ご挨拶を頂きたいと思います。 

 

江尻会長  皆さん，お久しぶりです。こんばんは。 

 夏の暑いときに２回ほどお時間のある方にお集まりいただいて，今日議論をするエコフェ

スタのことについていろいろとご意見を頂いたり，おいでにならなくても，事務局のほうに

いろいろと案を寄せていただいたりしまして，ありがとうございました。おかげさまで，何

とか案を今日提示することができるようになりましたので，今日はそんなことを思い出しな

がら進めていければいいかなと思っています。特に夏にご参加いただいた方は，そのときの

議論の様子などを少し思い起こしながら，一緒に考えていければいいかなと思っています。 

 冒頭から何ですけれども，皆さんに今日はお断りをしておかなくてはいけないことがあり

ます。次第を見ていただきますと，協議事項のところにエコフェスタとプラスチック対策の

２つが入っています。挨拶も早々にといいますか，定足数に達しています，ということを先

に言うべきなのかもしれないですけれども，まず，これだけ最初に皆さんに申し上げてご了

解いただいてから進めたほうがいいかなと思っています。 

 今日，恐らく皆さんは，「エコフェスタちょうふ」について議論するのだろうな，という

構えでおいでになったと思いますが，実は，調布市のほうから緊急的に，市で少しプラスチ

ックのことについて考えたい，というお話がありまして，それについての意見を頂くのは，

この審議会の皆さんということになるし，審議会の皆さんからぜひご意見を頂きたいという

ようなことで，事務局のほうから少し時間を取れないか，というようなご相談がありました。 

 緊急的に当初の予定と少し変わってはきますけれども，それでも，これはやらないよりも

やっていったほうが絶対にいいことですし，恐らく事務局のほうから，Ｍ委員からもいろい

ろと話はあると思いますので，そんなことを聞きながら，今日の議題は２つあるということ

を最初に申し上げて会のほうに入りたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 それでは，出席者が過半数に達していまして，「調布市廃棄物の処理及び再利用の促進に

関する条例」第 78 条に基づき，令和元年度第２回の審議会を開催します。傍聴の方はいら

っしゃいますか。 

 

事務局 ございません。 

 

江尻会長  それでは，再度次第をご覧になっていただきたいと思います。まず，事務局の

ほうから資料の確認をしていただきまして，議論に入っていきたいと思います。 

 

事務局 それでは，配付資料の確認をします。本日の資料については，資料１から参考資料
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２まであります。まず資料１は，Ａ３の「第６回エコフェスタちょうふについて（案）」に

なります。続いて資料２が，「エコフェスタちょうふ」のチラシとポスターで，Ａ４のもの

とＡ３のものになります。参考資料１が，Ａ４の「プラスチックごみをめぐる動向について」

というものになります。参考資料２が，「市役所におけるプラスチック対策方針（案）」にな

ります。あと１枚，こちらは廃プラスチックの輸出量というＡ４カラーのものを１枚お配り

しています。こちらは後ほど参考資料１で説明するときに差し替えの資料として使わせてい

ただきます。 

 資料に不足等はございませんか。 

 

江尻会長  ありがとうございました。途中でもし足りないものがあったら，声を掛けてい

ただければと思いますのでよろしくお願いします。 

 それでは早速，「エコフェスタちょうふ」のほうから入っていきたいと思います。資料を

使って事務局のほうからご説明をお願いします。 

 

１ 協議事項 

 

(１) 第６回エコフェスタちょうふについて 

 

事務局 それでは資料１「第６回エコフェスタちょうふについて（案）」をご覧ください。

こちらについては，第１回の審議会の後２回のミーティングを行い，その中で委員の皆さま

から頂いた，展示についての内容や体験コーナーについての内容，スケジュール，その他頂

いた意見を取りまとめたものになります。 

 スケジュールについて簡単な全体の流れを説明させていただきたいと思います。まず，当

日 12 時に審議会委員さんにたづくり 12 階の大会議場に集合していただき，受付が 12 時半

から開始，開場となります。まず１時から１時 45 分までが表彰式という形にしています。

この表彰式は，今年はポスターの入賞者と川柳の入賞者の表彰，それから学校の感謝状の贈

呈を予定しています。最後に，表彰を終わった後に集合写真の撮影を行う予定です。 

 その後，１時 45 分から３時までは展示・体験の時間として予定しています。表彰式から

展示・体験に移るときに椅子・机を全員で移動して，配置を少し変えるような形になります。

展示・体験については，まず大きくブースの展示と体験のコーナーに分かれていて，ブース

の展示については大きく５つです。入賞者の絵・川柳の展示。市のリサイクルの取り組みの

紹介として小型家電回収ボックス，羽毛リサイクルなどの展示。それから，こちらは今日Ｄ

ＶＤでも流しますが，海洋プラスチックごみのＤＶＤの視聴コーナーです。ごみの行方とし

て，プラスチックの分別や間違いやすい古紙の分別を展示したブース。それから，ふじみ衛

生組合，クリーンプラザふじみの紹介の展示ブースを予定しています。 

 体験コーナーについては，エコバッグのイラストコーナーは，先着で整理券を配布して作

成するコーナーとして予定しています。それから，クリスマスカードやオーナメントを作る

フリー工作体験のコーナー，前回も人気であった小型家電の解体体験コーナーを予定してい
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ます。 

 その後，展示・体験を３時まで行った後，３時からイベントとしてクイズ大会と抽選会の

開催を予定しています。クイズ大会では○×の配置を行うので，このときにもまた机・椅子

の移動を全員で行うような形でお願いしたいと思います。 

 クイズ大会・抽選会の後，最後に講評として会長の閉会の挨拶を頂いて，３時半に閉会と

いう形で，アンケートの回収と参加記念品の配布を予定しています。 

 こちらの（案）の２枚目に，当日の内容に基づいた表彰式，体験・展示，クイズ大会・抽

選会の配置図を載せています。こちらも参考にご覧いただければと思います。 

 それでは，「第６回フェスタちょうふについて（案）」の説明は以上になります。 

 

江尻会長  これはいいですか。 

 

事務局 すみません。資料２でお付けしましたＡ４のチラシとポスター，Ａ３のものです。

実際，このポスターはＡ２で最終的には作成する予定でいます。 

 

江尻会長  ありがとうございました。それでは，私のほうから幾つか補足して，それから

皆さんにご意見を頂きたいと思います。 

 まず，幾つか前回とは少し変わったり，イメージとはちょっと変わったりというのがある

かもしれないので，そのあたりのところを含めて少しお話をしたほうがいいかと思っていま

す。 

 まず，例えばチラシの裏のほうを見ていただくと，イベントの下の紫色の所に「体験コー

ナー」というのがあります。丸で「先着 20 人」というのと「先着 60人」というのがありま

す。前回のエコフェスタのときに，整理券の発行はしたのだけれどもちょっと混乱したとい

うことがあったので，整理券の配布の仕方を考えようということが，夏に２回，皆さんに集

まっていただいたときに議論になりました。 

 その結果どうなったかというと，先ほど事務局に説明していただいたスケジュールを見て

いただくと，12 時半から整理券を配ろうということになりました。12 時半から整理券を配

って，そのまま始まるまで待ってもらうというのではなく，その整理券を持った人は，１時

45 分になったらまた戻ってきて体験をしてもらってもいいし，その前の表彰式におとなし

く座って見ていてもらってもいいのではないかということで，ここの部分で混乱を避けよう

ということで，12 時半からの整理券の配布というやり方を今年はやってみようということ

になりました。 

 それから表彰式についてですが，今回は川柳もあるということもあって，ここの時間がも

っと短くなればいいね，ということで実はだいぶいろいろと話は出たのですけれども，結果

的にはどうしても 45 分程度は必要であろうということになりましたので，この部分につい

ては，市のほうに滞りなく終わるようにスケジュールを組んでやっていただくことでお願い

したいというふうになりました。 

 展示・体験のところで，まずブースの展示に関しては特に大きな変わったことはないと思
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いますが，前回はクリーンプラザふじみのＤＶＤを休憩コーナーに流して，それを見ながら

ちょっと休んでもらうことにしました。今日も流していただけるということですけれども，

東京都とニューヨークの小学生が一緒に海洋プラスチックごみについて考えたというＤＶ

Ｄがあります。それがとてもよくまとまっているので，今回はそれをここで流して，ちょっ

と休憩しながらしっかり見ていただくのはどうだろうかということで，休憩コーナーでＤＶ

Ｄの視聴ということになりました。 

 それから，そのブースの中で，皆さんの意見の中でとても大きく出てきたのが，プラスチ

ックの分別で，汚れたプラスチックは燃やしていいという話だけれども，汚れたプラスチッ

クというのはどの程度なのか，汚れていないプラスチック，要するにプラの分別に出せるの

はどの程度なのかということがなかなか分かりにくいということでした。その辺のところを

含めたプラや古紙の分別，雑紙の中に入れていいもの・悪いものなどがあるので，その辺の

ところをできるだけ写真や実物をきちっと展示してやっていただきたいということで，ここ

のブースの展示に載っているということになります。 

 その後の体験コーナーですが，だいぶいろいろと話が出ました。一番下にある小型家電の

解体については，前回も非常に好評だったということで，「けがをしたりおうちの家電を勝

手に動かしたりしちゃ駄目だよ」というようなことを子供たちにきちんと十分に分かっても

らいながら解体の体験をしてもらいましょう，ということで，ここは職員の方にも入ってい

ただいて，保護者の方に同伴していただく形でやっていこうということになりました。 

 その上にあるフリー工作のクリスマスカードとオーナメントですが，ここが実は，何を作

ったらいいのかという話だったのですが，今回はあまりプラスチック系ではなく，紙系のも

のを使って何かができないかという話が出てきました。季節柄，ちょうどクリスマスが近い

ということもあるので，そんなものに関連したものを，ぷらっと来てぷらっと作ってもらう

というような形のものにしていこうと。何しろ１時間 15 分しかないので，あまり大きなも

のは作れないので，そこで軽く体験ができて，おうちに帰っても何か飾れるような形のもの

にしていこうと意見がまとまりました。 

 一番上にあるエコバッグですけれども，これは消団連さんが過去に子供たちにエコバッグ

に絵を描いてもらったりしたことがあって非常に好評だったということと，それからレジ袋

の有料化などもこれから見据える中で，「自分のバッグを持ってお買い物に行こう」という

ことを子供たちからおうちの人に伝えてもらうようなことを含めて非常に有効であろうと

いうことで，エコバッグにイラストを描いて，自分のバッグを作ってもらおうという流れに

なりました。 

 そのほか，クイズ大会や抽選会はこれまでどおりの流れになるので，今年の特徴立ったと

ころはそんなところかなと思います。 

 缶バッジに関しては，やるのかやらないのかということで話が出ましたが，１時間 15 分

しかないという中で，前回も結構混乱したのです。整理券を渡して取りに来てもらったり，

自分で絵を描いてきた人はいいけれども，そうでない人はそこに用意されたものを丸く切っ

たりなど，それなりにごたごたしたことがあったので今回はやめてみようと。その代わりに

フリーで工作ができるコーナーを作って，私たち委員や職員の皆さんがそこであまり手を掛
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けなくても，全体の会場が見られるようなことでやっていったほうがいいのではないかとい

う流れの中で，缶バッジは好評なのですけれども，今回はやめてみようという流れになりま

した。 

 クリスマスカードとオーナメントですが，１時間程度で作れるものということなので，こ

ういう段ボールなのですけれども，こんな形のものです。子供たちなので，この程度の大き

さのものしか多分できないと思います。それから，雪だるまのこういうものです。クリスマ

スカードはこんな形で，ちょっと飛び出るようなもので，こういう紙パックになっているも

のに切り込みを入れて，こうすると飛び出るカードが作れるというものなので，これも準備

さえしておけば，当日ごたつくことはほとんどないと考えられます。回していただければと

思いますが，こんなことをやっていただければと思っています。 

 実はペーパービーズというご提案があり，ペーパービーズもいいね，ということだったの

です。ペーパービーズというのはこんな感じのものですが，１時間半で，大人がやるのはい

いのですけれども，子供がやるのはちょっと難しいかなというので，今回は一応見送ろうと

いう形になりました。こうやって巻いていくのですが，この巻きが，子供がこういうふうに

して巻いていくというのは結構大変なものですから，今回はやめておこうかという話になっ

た次第です。 

 そんなもので皆さんが了解していただければ，これから皆さんに「要らない包装紙を持っ

てきて」，「何か要らないもの，要らないリボンがあったらよろしく」などということでお声

掛けをしながら，できるだけ買わないで，家にある要らないものを使って，こんないいもの

ができるというところが当日見せられる仕掛けになっていけば，このフリー工作コーナーと

いうのはできていくかなと思っています。 

 エコバッグに関しては，生成り色――黄色っぽい色のエコバッグにペンで絵を描くような

ものということで，今日は実物がありませんけれども，そんなものでやっていこうというこ

とになっています。 

 以上，私からの補足の説明がちょっと長くなりましたけれども，そんな流れで行うことに

なります。 

 今日皆さんにお願いをしたいのは，今の事務局の説明と私のほうから補足をした部分に関

してのご意見・ご質問などを頂くことと，それから，この表の右側の所に「委員」や「職員」

などと書いてあって，「委員」というところに「１人」，「２人」などと書いてあるので，そ

こに入っていただく方をできるだけ今日のうちに決めたいということがあります。 

 それから，ポスターとチラシですけれども，これも今日ご意見を頂かないと先に進んでい

きません。「ここをこうしてほしい」，「ここはこの絵のほうがいいんじゃないの？」，「この

色はこのほうがいい」など，これからデザイナーさんに渡すわけなので，皆さまのご意見を

100％そのまま反映できるかどうかというところはありますけれども，できるだけ反映した

形で，市民の皆さんに見ていただいて，「なるほど」と思ってもらえるようなものにしたい

と思いますので，今日ご意見を頂ければと思っています。 

 では，どこからでも構いませんので，よろしくお願いします。いかがでしょうか。では，

スケジュールについて何かご質問などがありましたら，先にそこからいきましょうか。もう
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一度見ていただいて。これは送った分ですよね。 

 

事務局 そうです。 

 

江尻会長  メールでいったん皆さんにお送りしているので，ご覧になっていただいた方も

多いと思いますけれども，この中で確認したいことはありますか。 

 １つ言い忘れました。フードドライブは１時から実施して，表彰式をやっている間は会場

の中ではなく，入り口の所で物を受けていくことにしましょうと。実際，表彰式が終わって

オープンになった段階で少し中に入っていただいて，会場の中に場所を設けて，そこで受け

ていくことになりました。フードドライブについては１時からどんどんやっていきたいと思

っています。ここに関しては消団連さんに全面的にご協力いただいて，当日一緒に参加をし

てやっていただけるということで伺っているので，そんなことでご了解いただければと思い

ます。それでは，いかがでしょうか。 

 

Ａ委員  この案だと，委員の名前が入っているのは，12時半開場のときに委員さんにも，

というのが一番最初，受付のところということなのですけれども，そうすると，12時に打ち

合わせした後に，委員さん以外の人たちはそれぞれのブースその他に分散して最初に行くと

いう感じですか。 

 

事務局  12時に集まった後，会場の確認等，打ち合わせを 15 分程度行って，その後，12

時半開場になりましたら，受付，資料の配付等で役割を担当される方はそちらに行っていた

だいて，会場案内の担当の方は来場者の席への誘導等をお願いします。 

 

Ａ委員  では，表彰の傍聴をしている人の中に入って，時間が迫ってくるのをそのまま待

つということですか。 

 

事務局 はい。 

 

Ａ委員  フードドライブなどをお手伝いしなくていいですか。 

 

事務局 フードドライブも，人数がもし足りない場合があれば手伝っていただければと思い

ます。 

 

Ｍ委員  基本，所管する部署で対応することになりますので大丈夫かと思います。 

 

江尻会長  よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。ちょっと見ながら，「ここを

やろうかな」という感じで皆さんに考えていただければいいと思うのですけれども，委員の

数は何人ですか。 
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事務局  15人です。 

 

江尻会長  緑の受付の人たちは，受付が終わったら黄色い部分に入るというイメージです

か。 

 

事務局  表彰式が終わったら，ブースの展示と体験コーナーのそれぞれの担当のところに

入る形です。 

 

江尻会長  職員の方は職員の方で考えられると思うので，委員のほうをちょっと見ていた

だけるといいのですけれども，12 時半から受付のところで受付・資料配付の委員が３人と

ここにまずありますよね。その次の整理券の配布が２人ですよね。それから会場案内が２人

ですよね。そうすると，ここで全部で７人ですか。 

 

Ｍ委員  会場案内は委員が５人なので 10人です。 

 

江尻会長  委員５人ですね。ごめんなさい。ここで 10 人ですね。それで表彰式の受付が

３人と。上の受付と表彰式の受付は別に考えたほうがいいですか。 

 

事務局  そのまま引き続き継続していただければ，交代などもしなくていいので，そのほ

うが……。 

 

江尻会長  では，最初の３人の 12 時半から１時までの人は，12 時半から１時 45 分まで

受付にいるという感じですか。 

 

事務局  そうです。でも，もしやりづらいようであれば，交代していただいても構わない

です。 

 

江尻会長  では，後で皆さんにお受けいただいて。それで，１時から１時 45 分のところ

を見ていただくと，会長・副会長は表彰式になったら自分の席に座れ，と書いてあるので，

私と佐藤委員は，１時の表彰式になったときにはお手伝いは何もできない状態で，席に座っ

ているという状況になりますよね。 

 

事務局  会長・副会長はそうです。受付以外の委員の方も表彰式のときは席に座っていた

だいてきます。 

 

江尻会長  整理券の配布などの人ですか。 

 



9 

 

事務局  受付以外の人です。 

 

Ａ委員  では，表彰式が始まるまでは会場案内などを中心にやるということですね。 

 

事務局  そうです。 

 

Ａ委員  表彰式が始まるときには，一応傍聴している人たちに混じって，委員はその場に

座ると。 

 

事務局  はい。 

 

江尻会長  分かりました。それでは，緑色の部分は合計 13 人ということですね。ダブり

があるかもしれませんけれども，一応は 13 人ということなので，ここの部分は，皆さんに

流れ的にはそんな役割があるのだなということを分かっておいていただければ，表のところ

は多分大丈夫ではないかと思います。 

 その次のところですけれども，ここをちょっと確認しましょう。入賞者の絵・川柳の展示，

委員１人と書いてありますけれども，ここは何をやってもらう感じで事務局案はありますか。 

 

事務局  入賞者の絵と川柳をそれぞれ展示しているので，もし来られた方がいて，ポスタ

ーについての質問や川柳についての質問などがあったらお答えしていただければと思いま

す。あとは，記念写真などを入賞者の方で撮る方もいらっしゃると思います。 

 

江尻会長  絵と一緒にですね。 

 

事務局  そうです。 

 

江尻会長  シャッターを押してあげると。 

 

事務局  はい。 

 

江尻会長  それから，２つ飛ばして４つ目のところです。ごみの行方（プラスチックの分

別・間違えやすい古紙の分別）というのがあって，ここのところが委員が２人となっていま

すが，ここは何をイメージしていますか。 

 

事務局  こちらは，プラスチックの分別で紛らわしいプラスチックの実物等，あとは古紙

についても展示したいと思っているので，それについて説明をしていただきます。説明とい

っても，ごみの行方というコーナーでやっていて，間違えやすいプラがどういった形で流れ

て，そのプラはどこにプラとして出せるのか，燃やせるものになるのか，そういったものを
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展示する予定なので，その展示の説明をしていただきたいと思います。こちらについては市

の職員も２人付く予定でいます。 

 

江尻会長  では，その次のふじみ衛生組合の紹介のところに委員１人となっていますが，

ここでは委員は何をしますか。 

 

事務局  こちらは，ふじみ衛生組合のクリーンプラザのパネルの紹介やパンフレットの紹

介を予定しています。 

 

江尻会長  では，ここのコーナーでは事務局案のとおりだと４人ですね。 

 その次のエコバッグのイラストコーナーの委員４人ですが，ここはエコバッグを作るお手

伝いをする委員になりますね。 

 

事務局  そうです。 

 

江尻会長  それからフリー工作のところは，今，回したようなものを作る仕切りをすると

いうことで２人ですね。小型家電のところは分解をするわけなので，市の職員の方と一緒に

分解をするお手伝いというか，整理券を集めたりなど，そんな感じになりますか。 

 

事務局  はい。 

 

江尻会長  これで 10 人ですね。 クイズ大会はその後になって，ブース展示の中に入っ

ていないのですけれども，15 時 15 分から 25 分の抽選会というのがあって，利再来留館か

ら来た粗大ごみの展示というのをしていますよね。 

 

事務局  はい。 

 

江尻会長  実は，前回私はここら辺をうろうろしていたのですけれども，来場者の方がよ

く分からないのです。どういうふうにして帰っていいのか分からなかったり，持って帰れな

いときはどうするのかなど，実はいろいろなことを質問するのです。ここを見ると，ブース

展示の部分には抽選会というか，利再来留館の粗大の展示の部分が全然入っていない状況な

ので，これを上のほうに入れておいていただいて，そこに１人，例えばふじみ衛生組合の説

明をする人が必要なのかどうか。利再来留館の展示のところには誰かがいないと，実は結構

不親切な状態になってしまっている感じなのです。ですから，ここは抽選会のときだけでは

なく，展示をしているときからいていただきたいと私は思いますので，ここは，すみません，

利再来留館を入れてください。 

 それでは戻りまして，３時からクイズ大会が始まります。このときに出題をしてくれる委

員の人が２人必要だということですね。それから，○×のこういうパネルがあるので，それ
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を上げる人が２人必要だと。○と×に分かれたときに「はい，ここでおしまい。こっちは○

ですよ」とロープで分ける人が２人必要だということで，ここは６人必要になってくるわけ

ですね。その時点では既に体験コーナーはもう終わっているということになります。 

 それから，クイズ大会の記念品の配布ですが，これは職員の方がやっていただけるという

ことです。その後，抽選会ですけれども，抽選会をやるときには職員の方がお２人と委員の

人が２人。この抽選は誰が引くのですか。去年は突如私が引いたのですが。 

 

事務局  封筒の中に実際カードを入れていただく形になるので，引いていただくのは会長

に引いていただくことになります。 

 

江尻会長  私が引くのですね。 

 

事務局  はい。 

 

江尻会長  分かりました。ということで，私を含めてここは３人の委員が必要だというこ

とで，最後のイベントで合計９人ですね。私を含めて９人の委員の人が必要になってくると

いう流れになります。 

 最後，講評の後の閉会のところですけれども，ここでも委員が４人ということになります。

先ほど話すのを忘れました。ごめんなさい。受付辺りでアンケートを回収して記念品を渡す

というふうにしないとアンケートの回収率がとても悪いので，「アンケートを出したらあげ

るよ」という交換にしましょうということなので，出入り口の受付になりますよね。 

 

事務局  そうです。 

 

江尻会長  その最後のところで委員が４人ということになります。 

 このような流れになりますけれども，当日おいでになれない方はどのくらいいらっしゃい

ますか。 

 

（挙手） 

 

江尻会長  全員で 15 名ということでしたけれども，当日具合が悪くなる方や風邪をひい

てしまう方もいるかもしれないので，12 人でそれぞれの担当を付けなくてはいけないとい

う話になってきます。そうすると，それぞれの場所の担当者が若干移動してくることがある

かもしれません。 

 それでご相談なのですけれども，「ここをやりたい」という方をまずお願いしたいと思い

ます。「ここを自分はやりたいので，ぜひここを担当したい」ということで今日はまず名乗

りを上げていただきたいと思います。それ以外の方の場合には，どこでもいいということで

承ることで事務局と一緒に考えさせていただいて，それで皆さんにご提案するようなことに
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できたらなと思っています。 

 初めの受付，表彰式のあたりのところは，恐らく誰でもが分担するとできるところだろう

と思いますが，問題は展示・体験，それからイベントのここの部分だろうと思います。展示・

体験のところに入った人がその後のイベントのところも入っていかないと駄目だというこ

ともあるので，ここは一人二役やるつもりでお考えになっていただいた上で，「ここならや

ってもいいよ」，「ここはやります」というようなことでお声掛けをまず頂ければと思います

が，いかがでしょうか。 

 

Ｋ委員  ちょっと質問なのですけれども，どれもやれそうもないような気がして，例えば

職員の方から教えてもらうなど，予備知識を得る時間はあるのでしょうか。 

 

江尻会長  それはブースの展示ですか。 

 

Ｋ委員  ブースの展示や体験などです。 

 

江尻会長  それはどうですか。 

 

事務局  当日の打ち合わせと，それぞれ展示の内容などについては何か別の紙などを作成

して，分かるような形でお渡しできればと。 

 

Ｋ委員  でも，お客さんがいたりするとあれですから，12時から 12時半ぐらいの間でそ

ういう時間をきちんと取れますか。少なくとも自分の守備範囲については勉強する，予備知

識を得るというような時間が必要ではないかと思うのです。 

 

江尻会長  次回，11 月にもう一回この審議会があって，その後エコフェスタまでに少し

時間があると思いますから，それまでの間に，例えばプラスチックの分別の担当になられた

方は，今は市の職員２名，委員が２名というふうになっているので，この方たちで時間を合

わせていただいて，ちょっとやりとりしていただくなどということが必要になってくるだろ

うと思います。そうでないと，市の職員の方は日常的におやりになっているのでよく分かっ

ていらっしゃるかもしれませんが，私たちは完璧ではない部分があったりするので，そこら

辺のところを，役割分担をどうしようかということも含めて少し打ち合わせをすることが必

要かと私は思います。 

 体験コーナーについても同様ですけれども，委員の担当が決まったら，少し時間を合わせ

て，例えばエコバッグはこうやって作りましょうということを，もし来月 11 月の時点でそ

の時間内にできれば問題ないと思いますけれども，そうでなかったら，その委員さんたちだ

けでどこかで少し時間を合わせていただいて，南口の事務所の所にちょっと集まるなどとい

う形でやらざるを得ないかなと思っています。 
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Ｋ委員  そういう時間が取れないと，「受けます」ととても言えないのです。 

 

江尻会長  そうですよね。そんなことも含めて，条件としては，レクチャーの時間が必要

だということを含めて「ここをやります」などというようなことでも構わないと思いますの

で，やってみようかなというお声掛けをぜひ頂ければと思います。いかがでしょうか。 

 

Ｉ委員  整理券の配布は，この時間に来ないというか，余ってしまったらどうしますか。 

 

江尻会長  余ってしまったらなくなるまで配りますよね。 

 

Ｉ委員  なくなるまで配るのですね。では，その整理券の配布の人は結構時間を取ること

になりますよね。 

 

江尻会長  取ることになるかもしれません。整理券の配布は委員２人だけですね。 

 

Ｃ委員  整理券の配布はどこでやるのですか。 

 

事務局  受付が入り口の所にあるので，受付のほぼ横です。 

 

Ｃ委員  もらったら帰ってしまう人もいたりすると，出入りが結構ばたばたになってしま

うのかなと思うのです。 

 

江尻会長  早い時間の場合には外でやらざるを得ないのではないですか。これは現場合わ

せしないと無理だと思います。 

 

Ｃ委員  入り口よりもエレベーターホールなどのほうが混雑は避けられるような気がし

ます。 

 

事務局  もし混雑していたりした場合は，少し外に出て渡したりという形で。 

 

Ｃ委員  そのほうがいいかと思います。 

 

江尻会長  そうですね。 

 

Ｃ委員  それと，前回，受付の委員３人で資料をお渡ししていたのですが，１時からの受

付もそのままで残ってやりましたよね。ですから，ここは特に分けなくてもそのまま受付を

した方がスムーズだと思います。 
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江尻会長  受付は何時までやりましたか。 

 

Ｃ委員  表彰式が終わるまでです。 

 

江尻会長  では１時 45分までで，それは今回と同じでいいですね。 

 それでは，どうでしょうか。まず黄色い部分のところからいきたいと思います。いかがで

しょうか。特にご希望がなければ「決めちゃうよ」という感じですけれども，いかがですか。

人数をもう一回確認したほうがいいですね。 

 

Ａ委員  どこでもお手伝いします。 

 

江尻会長  どこでもＯＫですか。それでは，皆さんはどこでもＯＫのような感じなので，

どこでもＯＫということで事務局と少し相談して，それから，当日ご欠席の方が何人かおい

ででいらっしゃいますので，人数ももう一回見直す必要があるだろうと思います。名前を入

れたものをなるべく早い段階で皆さんにお示しできるようにしたいと思います。 

 それによっては，先ほどのＫ委員のようにレクチャーの時間が必要であったり，クイズな

ども何にするかなどというようなことも考えていく必要があると思いますので，できるだけ

早い段階でお知らせできるようにしたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは，あとは大事なこの広報のほうですが，こちらを見ていただいて，このポスター

案が今Ａ３なので，Ａ２になるのですか。 

 

事務局  そうです。 

 

江尻会長  その大きさになりますが，これと，それからこれがチラシになります。ここは

変えたほうがいいのではないかというようなところがあれば，おっしゃっていただければと

思います。あとはデザイナーさんに少し工夫をしていただくというようなことでいきたいと

思います。いかがでしょうか。 

 

Ｉ委員  私は，この間見て，すごくおとなしい色なのでインパクトがないのではないかと

思ったのです。「エコフェスタちょうふ，12月８日」，これをもっとはっきり書かないと，全

体がすごくぼけているなと。あとはいいのですけれども，そう思ったのです。 

 

江尻会長  では，日付とタイトルをお願いします。少し考えてみてください。「エコフェ

スタちょうふ」の決まっている色はないですよね。 

 

事務局  決まった色は特にないです。 

 

江尻会長  では，チラシのほうからいきましょうか。一つずつやったほうがいいと思いま
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す。チラシの裏と表の両方ありますけれども，両方を見ていただいて，ここの部分をちょっ

と変えたらいいのではないか，というのがありましたら，おっしゃっていただくといいと思

います。今，色の部分が出てきましたので，タイトルと日付の色がもう少しはっきりするよ

うなところをやっていただこうというのがあります。ほかはいかがでしょうか。 

 Ｉ委員に質問なのですけれども，フードライブでよく集まるものは何がありますか。ここ

にあるのがサラダ油と小麦粉とジャムとコーヒーなのです。 

 

Ｉ委員  お菓子がよく集まります。 

 

江尻会長  缶詰などですか。 

 

Ｉ委員  缶詰などです。それから，いわゆるそうめんというかうどんなど，そういうもの

が多いです。 

 

江尻会長  ここの絵もそういう感じのものが……。サラダ油と小麦粉はちょっと硬いかな

と思います。 

 

Ｉ委員  小麦粉などはあまり来ないです。 

 

江尻会長  来てもいいかもしれませんが，すぐ食べられるもののほうがインパクトがある

し，これは子供たちの学校に配るというのもあったりしますので，ちょっとイラストも考え

てもらうとどうかなと思いました。 

 

Ｈ委員  このチラシはほぼ現物ですか，コピーですか。字がぼやけていますが。 

 

コンサルタント  すみません。これはレーザープリンターの印刷なので，どうしても実際

の原稿よりかなりぼけた感じにはなってしまいます。 

 

江尻会長  色もトーンがちょっと落ちた感じですよね。 

 

Ａ委員  小型家電の解体体験の絵が，これは多分ＤＶＤか何かの箱なのだと思うのですけ

れども，これが２つ並んでこの絵になっているのですが，あまり解体する感じがしないので，

小型家電の解体というのがもう少しイメージできるような絵にはならないのかなと思って

見ていたのです。 

 

江尻会長  前回の写真はありませんか。 

 

事務局  小型家電は１回で 15 分程度を予定していて，電子レンジなど，そのときに集ま
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ってくるものでも変わってきたりもするのですけれども，ＤＶＤデッキや電子レンジなど，

集められるものを集めて使うという形になっています。 

 

Ａ委員  実際に解体するものと直結しなくていいと思うのですが，要は「これを売ってく

れるのかな」というような。 

 

江尻会長  この写真はそれではないですか。クイズ大会の右上の写真は解体していません

か。 

 

Ａ委員  解体しているものですね。写真を差し替えたら良いと思います。 

 

江尻会長  「解体ってこうやるんだな」というので，多分そのほうが雰囲気も柔らかくな

ると思います。 

 

Ａ委員  「こんなことをやれるんだ」という驚きがあるのではないですか。 

 

Ｃ委員  あと，エントツくんのところが，「みんな来てね！ 参加すると記念品がもらえ

るよ！」と書いてあるのですが，アンケートを出さないともらえないのですよね。 

 

江尻会長  エントツくんはやはり入れたほうがいいですか。エントツ君はいたほうがいい

ですか。ふじみ衛生組合のキャラクターなのですが。 

 

Ａ委員  エントツくんがタバコっぽいです。こう言うと悪いのですが。 

 

江尻会長  どうしますか。エントツくんに言わせたほうがいいですか。「みんな来てね！ 

アンケートに答えると記念品がもらえるよ！」などと。 

 

Ｃ委員  ただもらおうとする子がいたら，「いや，アンケート出して」などと言えないの

で。それとも，「みんな来てね！ 記念品もあるよ！」などという感じで。 

 

江尻会長  そのぐらいのほうがいいかもしれません。では，このエントツくんは残します

か。残したほうがいいですか。 

 

Ｃ委員  ほかにキャラはないのですか。 

 

Ａ委員  ないです。 

 

Ｋ委員  ふじみ衛生組合では十分活躍しているのですが，確かにここではちょっと肩身が
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狭そうですね。 

 

江尻会長  皆さんが，あったほうが良くて，というのであればいいですけれども。では，

エントツくんのせりふを考え直すということで置きましょう。来ればもらえるというもので

はないということですね。 

 それから，体験コーナーのところの整理券ですけれども，整理券をもらわないとできない

というところははっきりしておいたほうがいいと思うので，体験コーナーの小型家電の解体

とエコバッグのほうは先着 20 人に整理券をいつから配ります，というようなことがもう少

しはっきりと分かるようなデザインにしてもらいたいと思います。 

 逆に，フリー工作体験コーナーのほうは，いつ来ても時間内であれば好きなものが作れる

というようなことでいいと思いますが，ここにたくさんあるようないろいろなものを作れる

と期待されて来るのもまたちょっと困るかもしれないので，ここを写真に差し替えるなどし

たほうがいいかもしれないとは思います。 

 ほかはいかがでしょうか。ポスターのほうのフードドライブがいまひとつ目立たない感じ

がしませんか。チラシのほうのフードドライブは，右側にあってぱっと目に入るのですけれ

ども，ここは何となく消えてしまっている，うずもれてしまっている感じがしませんか。し

ますよね。 

 

Ｄ委員  色でしょうか。 

 

江尻会長  色です。だから，フードドライブのところの色をもう少し付けてもらうか，地

の色を少し変えてもらうといいかなとは思いますので，フードドライブがもう少し目立つよ

うにしてもらえればいいと思います。 

 あと，ここの共催で調布市消団連と社協の名前が入っていますが，Ｉ委員，これはこんな

書き方で構わないですか。それとも，主催・共催というのがこちら側の３Ｒの丸の下にあり

ますが，こちらに持ってきたほうがいいですか。 

 

Ｉ委員  どちらへ持っていくのですか。 

 

江尻会長  ここのフードドライブに関してはＩ委員たちがやっているので，ここはここと

いうことで単独で，もう少し目立つようにすればいいですか。 

 

Ｉ委員  はい。 

 

江尻会長  ほかはいかがでしょうか。あとは全体的に色を明るく目立つようにというのは

あると思いますので，タイトルのところをもう少し色を考えていただくといいと思います。

ほかはよろしいですか。 

 それで，これはどんな流れになるのですか。 
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事務局  次回の審議会の時に印刷したチラシ・ポスターを配布できればと思います。 

 

江尻会長  では，もうお任せになりますけれども，いいですか。それでは，そういう流れ

でいきたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 それでは，「エコフェスタちょうふ」については，広報関係がポスターとチラシ，それか

ら，先にやった当日の流れについて，また 11 月にもう一回委員会がありますので，そこで

いろいろと人の名前なども入ったものを含めて最終の打ち合わせということになりますが，

それまでの間に，可能な限り早く皆さんに内容をもう少し詳細にお伝えしていきたいと思い

ますので，よろしくお願いします。 

 今，「当日来られません」ということでのお話がありましたけれども，ほかの皆さんで，

駄目になってしまったという方がおいででしたら，その時点ですぐに事務局のほうにお伝え

いただければと思います。よろしくお願いします。 

 それでは，これで「エコフェスタちょうふについて」は終わりにしたいと思います。 

 

(２) プラスチック対策について 

 

江尻会長  次の協議事項の（２）になりますけれども，「プラスチック対策について」と

いうことで，協議事項のところのタイトルに上っています。こちらについては，まず事務局

のほうから少しお話をしていただいて，皆さんからまたご意見を頂くという流れにしたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

 

Ｍ委員  では，会長，冒頭は私のほうから。 

 冒頭の会長の挨拶の中にもありましたけれども，この委員会で行う流れに少しプラスして，

今回はプラスチック対策ということでご相談を会長にさせていただきました。昨今ニュース

等で皆さんもよく耳に，目にされている話題です。ここ１～２年で世の中全体が大きなうね

りの中に入ってきたということで，調布市も基礎自治体として，その中で何ができるのかと

いうのをうちの市長も非常に関心を持っていて，何となく重要だということは分かっている

けれども，では具体的にどういうことが自治体としてできる・やるのかということの方向性

を検討できないかという宿題を頂いたところです。 

 背景としては大きく２つあって，１つは，今までよく見えていなかったのですが，産廃と

して出していたような廃プラスチック，それを中国が大量に輸入してくれていたのです。中

国は中国なりに，中国なりのレベルでそれを分別してリサイクルをかけていたのですが，そ

の輸入が，2017年末，２年前にストップの宣言をされました。すなわち，もうそこに持って

いけないということになるので，日本国内に滞留することになるということがまず１つめで

す。 

 もう一つは，プラスチックというのは非常に安価で，いろいろなものにも加工できて，産

業の発展の一番主体的なものの１つであって，非常に大きく普及したのですけれども，ここ
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へ来てそれがごみとなって出てきて，細かくくだけて，マイクロプラスチックの問題であっ

たり，川から海に流れて海洋プラ，海洋汚染の問題など，これもよく話題になってニュース

になっていますが，そういう２つの世の中の背景があります。 

 実は，日本国内においても，国（環境省）がやっと腰を上げる形になって，一般廃棄物の

焼却施設，われわれで言うとふじみなどもそうですが，そういうところでも産廃のプラスチ

ックを燃やせないか，というような通達を全国の自治体向けに出すような事態になっていま

す。 

 もう一つは，レジ袋を有料化するなど，発生すること自体を抑止するような手を何らか打

っていかないと，日本国全体の中のプラスチックごみの状況が非常事態になるということが

ここ２～３年で急激に話題になってきています。 

 そんな中で，調布市が基礎自治体として何ができるかという方向性を出せないだろうか，

というのが今回のご提案です。 

 京都府の亀岡市のように，脱プラ宣言のまちのような大きな宣言を出して動いている自治

体も幾つか出てきていますが，そこまで仰々しくなくても，まず調布市として何ができるか

という議論を始めたいと思っています。当審議会のご意見も非常に貴重に参考にさせていた

だきながら進めたいという思いで，今回協議事項の１つに急遽加えさせていただく提案をさ

せていただいたところです。 

 後ほど状況等の説明を担当のほうから細かくさせますが，まず行動計画のような，「隗か

ら始めよ」ということで，市民や市内の事業者に「これをお願い」というのではなく，まず

調布市の市庁舎，市役所として何をして，どういうふうなことで行動で示していくかという

ところにまずはターゲットを置いて議論ができればいいかなと思っているところです。 

 後ほど説明等のＤＶＤも準備していますので，今日はその辺の頭出しをさせていただいて，

ぜひ一緒に検討をやっていくべきという形でご賛同いただければ，この審議会で具体的な行

動計画の案の提案みたいなものを，具体的に頂けたらありがたいなと考えています。時間割

的には，今年度末ぐらいをめどに方向性というか，市として宣言する行動計画みたいなもの

をまとめられないかという思いです。 

 私のほうからは以上です。事務局にバトンタッチします。 

 

江尻会長  ありがとうございました。 

 

ごみ対策課長  では，私のほうからお話をさせていただきます。今，Ｍ委員のほうからお

話がありました，プラスチックごみの簡単なレクチャーと，あとは海洋ごみに関するＤＶＤ

をご覧になられた上で，そういうことも含めて，市役所においてどういう取り組みをしてい

ったほうがいいのかということを簡単にご説明させていただければと思います。「プラスチ

ックごみをめぐる動向について」というホチキス留めのものをご覧いただければと思います。 

 まずプラスチックの生産です。生いたちというか，今までどういう形で増えてきたか，ど

ういう形で循環されているのかという説明になります。１ページ目です。プラスチックは，

石油の副産物として 1950 年代から非常に急増してきました。原油の約３％から作られ，日
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本は 2000 年ごろが生産量のピークで，今は徐々に減少しているところではあるのですけれ

ども，世界中ではやはりプラスチックの汎用性等々も含めて伸び続けているという現状です。 

 次に２ページ目です。プラスチックの消費と廃棄，リサイクルも含めてです。プラスチッ

クの用途の約４割が容器・包装類です。スーパーなどの容器・包装類ということで，大量生

産・流通・消費を今現在支えており，年間約 900万トンの廃プラスチックが国内で発生して

います。特に家庭系で容器・包装類が非常に多いです。廃プラスチックの多くは有効利用し

ているとされていますけれども，材料・化学リサイクルは 27％程度です。 

 下のグラフをご覧いただければ分かると思うのですが，家庭系と事業系ということで，家

庭系の廃プラスチックの内訳は，ほぼ８割方が包装・容器等で，コンテナ類といわれている

ものは，瓶や缶の回収の少し大きめのボックスのイメージを持っていただければと思います。

事業系については，電気・電子機器などの割合となっています。こちらの出典については，

一般社団法人プラスチック循環利用協会となります。 

 次に３ページ目です。プラスチックのマテリアルフローということで，左側から右側のほ

うへ流れています。まず一番左側の青いところですが，製造・加工・市場投入段階というこ

とで，一番初めの作り込みはどういう形でやっていくのかというところです。グリーンのと

ころに移って，排出段階。こちらの中央にある廃プラ総排出量が 903万トンで，これだけ排

出されていると。その内訳で，一般廃棄物と産業廃棄物という区分けになります。その後，

処理処分段階において，最終的に左側から２番目の廃棄物計というところで，マテリアル，

ケミカル，サーマルリサイクル，未利用というところで，この一番上の再利用というものが

紫色の点線の中でまた製造のほうに戻ってくるという循環をしています。 

 次に４ページになります。冒頭でＭ委員のほうからもお話があったとおり，今まで排出を

していたところですが，中国が廃プラの輸入制限をし，2018 年以降はタイやベトナムにも

出していたのですが，こちらもどんどん規制が進んでいるところです。2021 年からバーゼ

ル条約で，汚れた廃プラ輸出を規制予定です。 

 次に５ページ目です。別添で資料の拡大のものをお配りさせていただきました。ミスプリ

がありましたので，こちらが５ページの差し替えです。廃プラスチックの輸出量です。2017

年の１年間で 143 万トンの輸出をしていたということです。一番下の表のところですが，

2017 年１月から６月までのところと 2017 年７月から 12 月の半期ずつの合計が 143 万トン

です。一番右側のところで，2018年７月から 12月，2019年の１月から６月の直近の１年間

で 92 万トンの輸出をしています。この間，2017 年の１年間と直近の 2018 年７月から 2019

年の６月までで 143 万トンから 92 万トンに減ってはいるのですが，その差し引きを考える

と，この間の１.５年間で，推定で約 50万トンが滞留しているということになります。こち

らの１.５年間の表示がなかったので，追記をしていただければと思います。 

 次に，脱プラスチックをめぐる国際的な動きと国の動向で，新聞等でもいろいろと情報が

あったり，サミットなどでもよく耳に触れる機会があったと思うのですけれども，主な動向

としては，2015 年度９月から持続可能な開発目標というものを採択しながら，2025 年まで

の目標の１つとして，「海洋ごみの大幅な削減」を盛り込むところから徐々に動き始めて，

次の 2016 年５月には伊勢志摩サミットの首脳宣言に海洋ごみ対策を盛り込みました。こち
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らでは海洋ごみ対策にプラスチックの３Ｒの取り組みが重要であるということを確認して

います。次に 2018年６月，「海洋プラスチック憲章」に欧州・カナダが署名しました。欧州

ではいろいろと動きがあるのですが，このときに日米は未署名です。 

 次に７ページ目です。続いて，記憶に新しい 2019年６月にＧ20で大阪サミットがありま

した。2050 年までにプラスチックごみによる海洋汚染をゼロにする，などを盛り込んでい

るということです。 

 現在 2019 年７月については，使い捨てプラスチックを禁止するＥＵ指令が既に発効され

ていたり，さまざまな動きがあります。各国でプラスチック製品の規制などの法整備が現在

進行中です。 

 次に８ページ目です。こちらについては国の動向になります。これまでの主な動向につい

ては，2018 年６月に第四次循環型社会形成推進基本計画の策定の中に海洋ごみ対策や「プ

ラスチック資源循環戦略」の策定をうたっているところです。５月についてはプラスチック

資源循環戦略の策定を行ったところです。ここについてはレジ袋の有料化義務化，2030 年

までにワンウェイプラスチックを 25％削減など，いろいろと盛り込まれています。現在は

2020東京オリンピック・パラリンピック大会までの法制化を目指すということです。 

 そのプラスチック資源循環戦略の策定の概要が９ページです。基本原則というのは，われ

われが取り組んでいる３Ｒも含めて，重点戦略で，今御説明したレジ袋などのワンウェイプ

ラスチックの使用削減のほか，いろいろなところを重点戦略にしながら，マイルストーン（中

間目標地点）としては，どれぐらいのところでどういう形の取り組みをしましょうというと

ころまでが今現在動いているところです。こちらの資料の説明については以上です。 

 続いて，海洋プラスチックごみのＤＶＤをご覧いただければと思いますので，準備をよろ

しくお願いします。 

 

（ＤＶＤの上映） 

 

ごみ対策課長  今のＤＶＤは，東京都が環境教育教材として作成したものを，われわれの

ほうでショート的にアレンジさせていただいたものです。 

 世界や国の動向も踏まえて，今の情報も含めた上でわれわれの取り組みをしていきたいと

いう考えで，Ａ４一枚の資料をお渡しさせていただいています。 

 世界的な問題であるプラスチックごみについては，われわれの一般廃棄物基本計画はもち

ろんあるのですけれども，それと併せて，環境部に環境政策課という部署があり，そちらの

ほうでも市役所の環境方針を定めているところです。そちらについては，省資源・省エネル

ギー，廃棄物減量等々も含まれています。それが前段のリード部分になります。 

 次の中段の部分は，東京都の広報に今回出ているところではあるのですが，東京都のプラ

スチック対策も記載しているところです。丸でお示しさせていただいたレジ袋，ストロー等

のプラスチック削減を頭に，大きな項目を全部で６項目を掲げています。そういうものもい

ろいろと取り組みながら，市役所における行動計画案という形で考えています。１番から 12

番までのところを今回はあくまでイメージというところで出させていただくのですが，今考
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えている，可能な限りできると思われるところを列挙させていただきました。 

 こういう取り組みを「案」という形にしてありますが，「案」にも届かない部分も多々あ

ろうかと思いますので，われわれ市役所が市の行動として，一事業所として取り組むべき内

容について，この審議会のほうでご意見・アドバイス，またいろいろなところを頂ければ，

ということです。今回はあくまでも頭出しというところで，今すぐにというのはイメージ的

になかなか浮かばないところがあるかと思いますけれども，議論していただく中でお持ち帰

りになっていただいて，次回また新たにいろいろと出していただければと思います。 

 説明は以上となります。 

 

江尻会長  ありがとうございました。ということで，今日，委員会が始まる冒頭に私が少

しお話ししたところとつながってきたところで，協議事項の（２）に「プラスチック対策に

ついて」というのが入っていることを皆さんにご理解いただけたのではないかと思っていま

す。 

 市役所が調布市の中の一事業所として，まず先頭に立ってプラスチックの削減について取

り組もうということを考えたということそのものが，まずすごく評価できることだろうとい

うふうに一市民として思う部分もあります。それに当たっては，市役所だけで考えていくと

いうこと，職員の皆さんだけで考えていくということではなくて，やはりこの審議会の市民

の皆さんのいろいろなご意見やアドバイスも含めながら，事業所として何ができるのか，ま

た，私たちにとって市役所がプラスチック削減をしているところだということを，誇りを持

って，他の自治体にもちょっと威張れるみたいなところも含めて応援していきたいという気

持ちもあり，この委員会の中でぜひお話をしていきたいということについては，私としては

皆さんにぜひご理解いただいた上で議論していきたいと考えています。 

 そんなことで，フェスタ前の大変貴重な時間なのですけれども，フェスタも大事ですが，

市役所の思いを何とかうまく実現できるようなところで私どももお手伝いしていけたらと

思っていますので，進めさせていただいてよろしいでしょうか。特に反対がなければ進めさ

せていただきますので，よろしくお願いします。ありがとうございます。 

 それでは，今ＤＶＤを見ていただきましたし，課長・Ｍ委員からもお話がありましたが，

まずは委員の皆さんからご質問もおありだと思います。イメージということで，この下半分

のところに行動計画案ということで考えています，ということでもお話がありましたけれど

も，市役所における取り組みということで，１から 12まで具体的なものが上がっています。

これをご覧になっていただきながら，「これは何をしようとしているのか」，「本当にこんな

ことができるの？」，「13 番目にこれをやったほうがいいのではないか」などというご意見

でもよろしいと思いますし，前段のところで計画や考え方についてまとめて書いていらっし

ゃる部分があるので，そのあたりに関する質問でも構わないと思います。ぜひ今日は自由に

ご発言いただければと思いますので，よろしくお願いします。 

 では，どなたからでもどうぞ。 

 

Ｋ委員  13 番目になる可能性がありますが，海洋プラスチックの削減を市民としてどう
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できるのかというのは，なかなかぴんと来ないのです。高田先生などもおっしゃっていて，

先ほどもテレビにちょっと出てきましたけれども，街に落ちているプラスチックが結局流れ

て海に行くというわけですから，官民一体として何ができるかというと，まず手始めに，プ

ラスチックのごみを街からなくすことではないかと思うのです。やたらに黙々とプラスチッ

クを拾うのではなくて，ある日を決めて，市民と官，市役所が一緒になって，プラスチック

ごみを減らそうというキャンペーンを行う運動と同時に，実態としてごみ拾いを街中でやる

ような運動を展開したらどうかと思っています。 

 ただ，結構言うは易く，難しいことで，例えば安全面や，拾ったごみをどう扱うのか，道

具はどうするのかなど，いろいろあるけれども，その辺を市役所などに協力いただきながら，

市民活動として展開していけたらいいかなと思うのです。 

 

江尻会長  ありがとうございました。いかがでしょうか。今日も皆さん，自由にご発言い

ただいていいと思います。どうぞ。 

 

佐藤副会長 先ほどの平井小学校に僕も行って授業をやったことがあるのですが，ゼロメー

トル地帯なのです。ぱっと見て，あったのだけれども，校舎の脇に青いライン，黄色と赤の

ラインがあるのです。決壊したらここまで水が来るぞ，ということで，２階の所まで水が来

てしまうのです。そうするとスーパー堤防に逃げるとか，逃げ場所がないような所で，川に

密接した生活をしているので，彼らは毎年川でごみ拾いをしているのです。湿地帯みたいに

なっている所で一生懸命やると，ペットボトルなどがたくさん落ちていて，それを毎年やっ

ているからこうやって取り上げられて，向こうとやっているのです。 

 実際にそうやってあるのはどこから来たのかというのは，先ほどは「ごみ」だと言ってい

るけれども，ごみを減らすのではなくて，利用を減らさなくてはならないのです。ごみを減

らすというか，利用していたら，必ずごみが何％かは出てしまうのです。例えば津波になど

なったら，全部いってしまうわけです。ではなるべく使わないようにしようと。 

 容器包装リサイクルも，目的のところには「石油系のプラスチックをなるべく減らしまし

ょう」と書いてあります。「リサイクルしましょう」ではないのです。まず利用を減らす。

ごみを減らすのではなくて，利用を減らすということをして何とかこういう……というとこ

ろが海洋プラスチックの問題なのかなと思うのです。 

 特に高田先生などは世界的にずっと海洋プラスチックをやっています。その先生を調布は

持っているわけだから，石油系のプラスチックを利用しないためにはどうするかというのを

しっかりと出せるようにしたほうがいいと思います。リサイクルする，ごみを出さないよう

にするのではなくて，利用しないようにしようというところを高田先生は言っているわけで

す。なるべく利用削減をしていかないと。 

 

Ｍ委員  会長，いいですか。 

 

江尻会長  はい。 
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Ｍ委員  ありがとうございます。高田先生は，今うちの環境保全審議会の会長をやってい

ただいていて，非常にいろいろなところでこれに対しても意見を頂いているので，そちらに

も相談させていただきながらまとめていきたいと思っています。 

 今，佐藤副会長から頂いたご意見なども高田先生にお伝えしながら，もう一歩先んじた，

利用を減らすという観点を強く出せる提案が行動計画でどこまで出せるかということを検

討したいと思います。 

 実際は，利用を減らす取り組みの案も幾つかあるのですが，ごみを出すのではなくて，と

いうところをもう少し強く出せればというのは，一つ，ご意見としていただきましてありが

とうございます。 

 

Ａ委員  今，佐藤副会長が言ったのを補足させていただくと，なるべく使わないほうがい

いということで，実際に，使わないということで，プラスチックのバッグの代わりに，商品

を売るときに「うちは紙袋に替えますよ」ということで，例えばユニクロや無印良品などの

大手のところは余裕があるからだと思うのですけれども，そういう取り組みをしていますよ

ね。１つは，そういうのを褒めてあげるのもいいのではないかと思うのです。調布としては

応援しますよ，市内でそういう形で実際にお金を使ってまで取り組んでいるということを応

援します，という意味で，それを褒めてあげることをやるわけです。 

 褒めることによって何を狙うかというと，市民に，調布市としてまずプラスチックを使わ

ないという都市として今後いくのだということで，そういう取り組みを献身的にやっている

ところを応援しますよ，皆さんもそれに意識を向けましょう，と。できれば小売りのほうで

もマイバッグという形で，小さい店は体力がないわけですから，急にお客さん向けに紙袋に

替えろと言われても難しいものがあるでしょうから，そこは市民としては，「プラスチック

のバッグはいいですよ。自分たちでマイバッグを持ってきたから，これに入れてください」

というふうに，そういう取り組みで，両方からいこうではないかというふうにやるのもまた

一つだと思うのです。 

 「まず隗より始めよ」ということであれば，大手の企業は割と責められるほうが多いので

すけれども，たまには褒めてあげてもいいのではないかと思うのです。報道などを見ている

と，褒めている自治体はないのではないかと私などは思うのです。「当たり前でしょう」と

いうような感じなので，まず先進的にやっていること自体を褒めてあげたいと思います。 

 

ごみ対策課長  ありがとうございます。Ａ委員からお話を伺ったところではあるのですが，

ちょっと似たような形で考えているのが，このページの８番目の項目出しのところにおいて，

今まさに問題に取り組んでいる市民，事業者さんのところを，例えばホームページ上でこう

いう取り組みをしている企業等がありますよ，というのを広報していくというところも一つ

考えているところです。 

 ただ，市役所として何ができるかという，「隗より始めよ」の部分と，これから市民，事

業者の方に働き掛けだったり呼び掛けをしていくステップを組んでいきたいというところ
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があるので，そこの部分が少し重なる部分もあったりするのですが，非常にいいご意見だと

思っていますので，また改めていろいろと参考にさせていただきたいと思います。ありがと

うございます。 

 

江尻会長  ほかにいかがでしょうか。いかがですか。 

 

Ｍ委員  この案についてはまだ実現可能性という点では全然です。われわれ一部署だけで

できないこともあったり，予算が絡むこともあるので，方向として出せるかということは今

抜きにして，アトランダムに，主としてこういうところは取り組んだほうがいいのではない

か，ということでもしご意見があれば頂ければと思います。 

 

Ａ委員  では，表彰状などはほぼただなので，どうですか。予算もあまり要らないと思い

ます。 

 

Ｃ委員  市役所の中で使い捨てプラスチックごみの削減ということで７番にあるのです

が，市役所の中では具体的にはどんなものが使い捨てプラスチックなのでしょうか。 

 

Ｍ委員  弁当ガラなどです。一般と一緒です。ただ，分かっているけれども，外で買って

きて中で捨てるという職員がいて，「なるべくやめましょう」と言うけれども，市としての

行動計画にないので，「だってみんなそうしてるじゃないか」というような意識があったり

するのでなかなか進まないのです 

 

Ｃ委員  足元ではなかなか難しいですね。 

 

Ｍ委員  「ペットボトルをなるべく買って飲まないほうがいいね」と言いながら，結構朝

からペットボトルを買っている人がたくさんいて，飲んでいるのが実態です。これが元にな

っているというのが……。意識もそうですし，実際に行動に移れていないというのが実態と

してあるので，そういうところなのです。何となく駄目というのはみんな分かっているので

すが。 

 

Ｃ委員  せめてコンビニなどで買い物をするときには「袋は要りません。このまま持って

いきます」というふうにもっていければいいですけれども，コンビニの人というのは，何も

言わないと，本当に条件反射のように必ず袋に入れますよね。だから，そういうところの一

歩からが大事かなとは思います。 

 

ごみ対策課長  これからレジ袋については１円でも２円でも有料化になったときに，「じ

ゃあ要りません」というような意識が出てくるのかもしれないですね。 
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Ｃ委員  そうですね。３月に旅行でハワイに行ったときに，ハワイは１月からどこのお店

に行っても完全に有料化になっていたのです。だから，ブランド物のお店のすごくおしゃれ

な袋も 15 セント，普通のスーパーの袋も 15 セント，一律 15 セントで統一して有料化にな

っていたので，だから日本も有料化にしたら少しは変わるのかなと思います。せめて「日本

で初めて調布市は全部やりました」というようにちょっとやったらいいかなと思うのです。 

 ただ，主婦はエコバッグを持っている方はとても多いですが，おじさんたちはなかなかエ

コバッグを持ってお仕事に行かないですよね。そうすると，結構スーパーなどでも夕方仕事

帰りのおじさんなどは袋をもらってお買い物をしていたりするので，そういうところの意識

の改革も必要かと思います。 

 

Ｍ委員  「たかだか３円とか２円でしょう？」と言って，やらないですね。 

 

ごみ対策課長  エコバッグを結局プラスチックで作っていたら果たしてエコなのか，など

という考え方もあったり，地球温暖化の二酸化炭素のことを考えたときに，例えばレジ袋を

プラスチックで製品として作るときに地球に悪いのではないか，などという話もあったり，

いろいろな切り口はあるのですが，そこは抜きにして，「これはどう？」というアイデアを

頂ければと思います。 

 

佐藤副会長  日野市は「お返し大作戦」というのをやっているのです。容器・包装は必ず

買ったところに返しましょう，と。そうすると，そういう販売店も受け入れなくてはいけな

くなるわけです。そういうところもうまくやったりして，また，利便性が悪くなるから返す

のも大変ですよね。あとは，返ってくると，かさが多くなるとあれだから，では少なくしよ

うという考え方にもなってくるし，なるべく容器・包装を少なくしようというふうな社会的

な流れになるので，拡大生産者責任として，「必ず買ったところに戻しましょう」というの

がいいのかなと僕は思います。 

 

江尻会長  ほかはいかがでしょうか。 

 

Ｍ委員  基本的な姿勢として，「こういうふうにやってちょうだいね」，「やるべきだから

やりますよ」と言って従ってもらうより，まずは自ら行動して，先ほどの表彰もありますけ

れども，それを超えるような取り組みが事業者や市民の中から自主的に出るという流れにし

ないと。「皆さん，これ，やってね」と言うだけでは，今の世の中の流れからして反発も大

きいのではないかという感じが個人的にはしています。まずは自分たちの行動計画として何

ができるか，というのを基本に考えた上で，関係者にご協力なり協定を組むなりする，とい

うことについては次の段階なのかなという気がしています。 

 

佐藤副会長  弁当も使い捨てではなくて，それをちょっと洗うなり何かする必要があるの

かもしれないけれども，買ったところに戻すということにすればワンウェイではないですよ
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ね。向こうでまたいろいろな処分の仕方はあるかもしれないけれども，何かそういうふうな

形できちんと戻すということができれば，ワンウェイではないのではないかと思います。 

 

Ｍ委員  環境部としては，弁当ガラを引き取ってくれるところに弁当を頼んでいるのです。

それがまだ全庁的に広がっていないのです。 

 

Ａ委員  せっかく調布市にはたくさん企業があるではないですか。その中でもプラスチッ

クごみを減らそうといったときに，先ほどは紙の包装の話をしたのですが，代替品の需要が

増えるという面がありますよね。そういう代替品を作っている会社というのはあるのではな

いかと思います。例えば紙管の会社もそうだと思うのですけれども，商売のいい機会になる

わけですから，そういうところに逆に聞き取りをして，事業の発展のお手伝いするわけでは

ないですけれども，こういうのを宣伝したくないですか，別のものに替えるということで，

調布市でお金を出すわけにはいかないけれども，宣伝にはご協力しますよ，というような形

にはできるのではないかとは思うのです。 

 そういう形で，プラスチックごみでない別のものに切り替えるときのお手伝いをするとい

う面は応援としてあり得るのではないかと思いますし，既にこういったもので媒体があるわ

けですから，これではないけれども，専用の広報紙があるし，そういったものに定期的に載

せるという形で，「応援の一環として宣伝してあげるよ」，「代替品としてこういうものがあ

りますよ」，「しかも調布市にこういう会社があるのですよ」というのを言ってあげるという

のもまた一つ市としての取り組みでいいのではないかと思うのです。思い付きのアイデアで

すみません。 

 

ごみ対策課長  この 12案だけではなくて，いろいろな形の考えで，「そういう考え方があ

るよね」というような発想がないところもあるので，重複する部分などに関係なく，そうい

うご意見を頂ければと思っています。 

 

Ｄ委員  私が前に住んでいたところではプラごみの袋が有料だったので，前のところでは

スーパーにトレーなどをせっせと持っていったのですけれども，調布市は無料なので，家で

ためこんで一気にごみで出すということをしていて，市民としては無料はすごく助かるので

すけれども，有料になったらやはり考え方が変わるかなとは思いました。 

 

江尻会長  ほかにいかがでしょうか。Ｆ委員，事業者さんとして，うちはこんなことをや

っているよ，という何かアドバイスはありませんか。 

 

Ｆ委員  うちはやっている感じはないのですが，今プラスチックの問題がかなり取り上げ

られていて，すごく難しいというか，今までプラスチックというのは便利だからどんどん使

われるようになってきているので，使わないようにするには何を代わりに使うのかなど，多

分役所でそういう取り組みをして，これからモデルケースになるのかもしれないですけれど
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も，これだけ苦労してこういうことになりました，というのを市がどんどん発信していく形

がいいのかなとは思います。 

 多分，企業としても，これだけスーパーやコンビニがある中で，大体みんな弁当を買って

きて食べているわけで，「みんな自分で弁当を作って持ってこいよ」と言ってもなかなか難

しい話ですから，では，それをどういうふうにしたら減らせるのかという方法を提案してい

くことが大事なのかなと思います。 

 

江尻会長  ありがとうございます。Ｇ委員，事業者さんとしてどうですか。 

 

Ｇ委員  先ほどのお話でユニクロさんの取り組みなどがあって，僕もちょうど昨日ぷらっ

と歩いてみたときに，すごく大胆な取り組みをされて，ビニール袋を使わないと私たちは宣

言します，という企業としての宣言をされて，すごいなと思ったのです。先ほどもあったよ

うに，それを顕彰してあげるというか，褒めてあげるというのはものすごくいいことだと思

います。やはり企業さんもその後押しがあることによってさらなる一歩が踏み出せると思う

し，そういう動機付けをしてあげるということは，公共の市や都や国がそれを褒めてあげる

というのはものすごく大事なことだと思います。 

 それから，先ほどのビデオでもあったように，海洋プラスチックのごみは，僕もよく海へ

行くのですが，ごみがものすごいのです。だから，あめとむちではないですが，褒めていく

ということと，ひどいことがあるのだということの両方をアピールし続けていくということ

が大事なのかなと思っていました。 

 

江尻会長  Ｈ委員，どうでしょうか。 

 

Ｈ委員  Ｍ委員のほうから，職員の方が仕出し弁当ですか，リユースの容器でやっている

ということで，今，市の食堂はないのですよね。 

 

Ｍ委員  そうです。 

 

Ｈ委員  ですから，そういう意味でもそういう業者さんなりそういうものをどんどん積極

的に使っていかないと，コンビニから買ってきてゴミが出るというのは永遠のテーマになっ

てしまうのではないかと思いますし，今だとお弁当ブームみたいなものもありますので，な

るべくそういうことが可能な方はマイ弁当を持ってくるとか，そういうのがいいのではない

かとは思います。 

 自分の家のほうですけれども，浄水器を用意して，今まではペットボトルの水を飲んでい

たのですけれども，よく知らないのですが，結構ペーハーの調整ができるようなちょっと高

いものだと思うのです。それにしてから家のペットボトルの量がかなり減ったというのもあ

りますので，そういうのも一つの考えかなと思っています。 
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江尻会長  分かりました。ありがとうございます。 

 そろそろお時間なのですが，多分このまま話していくと，いろいろなアイデアが出てくる

だろうと思います。私もいろいろ思う部分はありますが，時間がないので，また打ち合わせ

の段階で話したいと思います。 

 今，応援をするという話がだいぶ出てきました。市を応援するということも，一事業所と

して市役所が頑張るのであれば，市民としては応援して褒めてあげるというのも市役所がす

ごく頑張れることになると思うのです。ですから，事業所を褒めたり表彰したりというよう

なことも，既にここに出していらっしゃるとおり，８番目に企業の紹介というのがあります

けれども，こういったことを一つの市の役割とすると同時に，市そのものがやっていること

に関して私たちが褒めてあげられるようなことを取り組んでいってもらいたいと思います。

そのためには何をすると褒めてあげることができるのかというところの視点で少し皆さん

に考えていただけるといいかなと思っています。 

 次回もまたもう少し資料が出てくるのですよね。 

 

Ｍ委員  そのつもりです。 

 

江尻会長  また資料がもう少し出てくるということで，今日の皆さんのご意見なども踏ま

えて，また資料を出していただくことになりますので，遠慮なく，「こうしたほうがいいん

じゃないの？」，「これができるんじゃないの？」というようなことをおっしゃっていただく

と，いろいろと考えて，次のステップに行けるのではないかと思いますのでよろしくお願い

します。 

 それでは次第に戻ります。協議事項の（２）の「プラスチック対策について」というのは

これまでとさせていただきます。 

 

２ 次回日程について 

 

事務局  次回の第３回審議会の日程は，申し訳ございませんが，１日で，候補日を 11 月

６日水曜日としています。 

 

江尻会長  11月６日水曜日ということで，６時半ですね。 

 

事務局  ６時半からです。 

 

江尻会長  ということですので，皆さん，この日で決定ということで，申し訳ありません

が，よろしくお願いします。 

 今日は協議事項の１と２がありましたけれども，次回も同じような内容での議論になると

思います。ぜひいろいろとご意見を頂ければと思いますのでよろしくお願いします。 

 全体として確認しておきたいことなどはありますか。よろしいですか。 
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 ありがとうございました。それでは，これをもって第２回の調布市廃棄物減量及び再利用

促進審議会を閉会にします。今日もありがとうございました。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


