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１ 報告書の発刊にあたって 

代表幹事 杉 島 重 男  
 

（１）尾張東部衛生組合循環型社会推進会議（以下「当会議」という。）は、｢一

般廃棄物処理基本計画｣を推進するために、市民・事業者・行政の三位一体に

よる協働の努力で｢ごみの減量化と資源化｣に向けた様々な取り組みをしてき

ました。 
   幸い、平成１５年度の実績と比較して平成１６年度は、２,７００トン、平
成１７年度は３,７００トン（見込み）の減量化が実現しています。これは、｢古
紙・段ボールの定期回収を行い、資源化したこと｣や｢リサイクルセンターの

開設｣などによるものです。しかしこれらの取り組みは、比較的簡易にやれる

ことであり、緒についたところでありますが、これからが肝心であると考え

ます。 
 
（２）今期（平成１６・１７年度）、当会議は次の４つのテーマを設定し、分科会

をもって調査、研究、検討を行って来ました。 
第１のテーマ ごみの減量と資源化 

＊雑紙（ミックスペーパー）の回収拡大 
＊リサイクルセンターの活用 

第２のテーマ 意識改革 
＊市民の意識改革と環境教育の進め方 

第３のテーマ 生ごみの堆肥化 
＊家庭で取り組む生ごみの堆肥化研究 

第４のテーマ 事業系ごみ対策 
＊事業所の実態把握とごみ減量対策 

   今期を締めくくるに当たり、４つのテーマごとに報告書を作成しました。

まだ研究の途上であり、今回は中間報告的なまとめではありますが、行政機

関を始め、市民および各種団体の皆さまにご判読いただき、今後の行政施策

に反映させていただければ、私たちの喜びとするところであります。 
 
（３）当会議の活動は、次期（平成１８・１９年度）には正念場を迎えます。ま

さにこれからであると考えます。 
① 昨年当地域で開催された｢愛・地球博｣によって、多くの市（町）民が｢循

環型のくらし｣について真剣に考えました。しかしそれらのことは、潜在

化しており人々の目に映っていないのではないでしょうか。個々人の様々

な暮らしの工夫を知らせあい、学びあい、拡げる取り組みを進めることが

大切であると考えます。一人の小さな波から大きな波のうねりへとしたい
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ものであります。 
② そのため当会議は、機関紙やインターネットなどで私たちの取り組みを市

（町）民や事業者へ情報発信するとともに、市（町）民や事業者の優れた

取り組みを知らせていただけるようなものにしたいと考えます。あわせて

当会議の活性化を図るため、メンバーの増強をしていきたいと考えており

ます。 
③ ４つの分科会は、活動を開始してまだ１年であります。研究すべき多くの

課題が残されております。１８年度も引き続き分科会活動を継続するとと

もに、分科会委員の拡大も検討していきたいと考えております。 
 
（４）かつて（１,９６０年頃まで）の日本社会は、こんなにもごみを廃棄し多大
な費用をかけて、焼却したり埋めたりすることは想像したでしょうか。１,９
６０年以降、大量生産、大量流通、大量消費が年を追って拡大し、１,９９５
年バブル経済の崩壊によって、くらしのあり方が見直されてきています。ご

み問題はその中の一つであると思います。 
   生活が昔に戻る事はありません。今日の科学技術を活かして、市民生活の

見直しを行い、その上にたって「新しい仕組み・システム」を構築すること

であると考えます。その際のキーワード（合言葉）は｢循環｣＝｢リガレント｣

であり、その裏にある考えは、｢日本人がかつて持っていた、物を大切にし、

捨てない。使い切る。いわゆる‘もったいない,｣ということではないでしょう
か。 

 
（５）最後に当会議の活動を行うに当たり、ご協力や学習の機会を与えていただ

いた、関係団体、関係自治体の方々に心より感謝申し上げます。 
（平成１８年３月）  
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２ なぜ意識改革が必要か 

 ２０世紀、私たちはより良い生活を求め、物質的な豊かさを追い求め、結果として

大量生産、大量消費、大量廃棄の経済システムを作り上げてきました。しかし、気が

付けば地球温暖化を初めとした人類の危機に直面することとなりました。 
２１世紀、限りある資源を効率よく利用し持続ある成長を続けるためには、排出さ

れた廃棄物を単に処理する社会から、廃棄物の発生を極力抑え、発生した廃棄物は環

境に負荷を与えないように再利用や再資源化する「循環型社会」への移行を進める必

要があります。 
循環型社会の実現のためには、市民１人１人の意識改革と、それをベースとしたラ

イフスタイルの変革が不可欠なのです。 
 環境問題を解決する手段には次の３つが挙げられます。 
① 規制 法律や条令、国家間の条約、さらには家庭の中でのごみ処理についての

「約束」や「決め事」などがある。 
② 技術開発 様々な技術の力によって、環境問題を解決しようとする方法（環境

技術）である。 
③ 意識改革 大量生産、大量消費、大量廃棄からの脱却、何を大切にするかとい

う価値観の移動のこと。この「意識改革」を促す教育的行為を環境教育という。 
（１）意識改革は環境教育から 
意識改革の柱は、環境教育です。環境教育の内容は、①環境問題の実態を知るこ

と。②環境問題の原因を知ること。③環境問題の解決方法を知ることです。これら

を学ぶ事によって、「自分も原因者の１人と自覚して、自分の生活自体を見直して

いくという行動に結びつけること」が大切です。単なる環境の「もの知り」を育て

る事ではありません。 
「聞いたことは忘れる｡見たことは思い出す。体験したことは理解して、発見した

ことは身につく。」といわれます。ではどのような方法で、環境教育が進められてい

るのでしょうか。 
① 教室型の学習 講義中心で多くの人に効率よく伝達する場合に向いている。 
授業、講習会、研修会、セミナー、シンポジウム等がある。 

② 体験型の学習 体験だけに終わらせず、体験した事を振り返り、そこから得た

事を一般化するプロセスを重視する事が大切である。 
エコキャンプ、廃材工作教室、リサイクル教室、フリーマーケット等がある。 

③ 自治体からの情報伝達 住民全体への周知方法として、「広報」が一般的である。

その他自治会からの回覧、ポスター、パンフ、新聞等がある。最近はインター

ネットのホームページで大量の情報を不特定多数に提供している。 
（２）効果的な意識改革をすすめるには 
  意識改革なくして循環型社会は実現できません。しかし意識改革は難しいのが現

実です。意識改革の方法が分からないのに、いくら「ごみ減量」と叫んでも掛け声

だけに終わってしまいます。「火の用心」と同じことです。ではどうしたらよいの

でしょうか。 
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① トップ（首長）の意識が変わる事。 

市長が変われば、職員が変わり、職員が変われば市民が変わる。 

・名古屋市の場合 

最終処分場の逼迫から、藤前干潟に新処分場を計画していたが環境保全の世論に押

されて、計画を断念した。1999 年「ごみ非常事態宣言」を出して、市長が先頭に立っ

てごみ減量を訴えた。市民には「ごみ減量 100」をスローガンに１人１日 100 グラム

の減量を訴えた。結果ごみ減量は成功し、大都市でのごみ減量先進事例となった。市

民が自然保護を支持し「非常事態」である事を納得し、減量意識が浸透したことが成

功の鍵ではないか。 

・鎌倉市の場合 

鎌倉市には２箇所の焼却工場があったが、ダイオキシン対策のため１箇所は改修し、

１箇所は休炉することとなった。そのため焼却量を半減する必要に迫られた。平成８

年に「ごみ半減都市宣言」をして、年間７万トンの焼却量を 35,000 トンにするとい

う「ごみ半減計画」を立てた。「ごみは資源」という意識を浸透させるため、市長を

先頭に行政が足を使って市民や事業者の中に入り、説明を繰り返した。結果平成１３

年度のごみ量は、平成７年度比で 30％の減量となった。 

・日野市の場合 

 日野市のごみ事情は多摩地域 30 市町村中ワーストワンという不名誉な地位にあっ

た。市は 1999 年「ごみ問題非常事態宣言」を出し、全市あげてのごみ改革に取り組

み出した。主な改善点は次の３点であった。 

ア ダストボックスによる回収を廃止し、戸別収集方式に切り替えた。 

イ 市指定ごみ袋による家庭ごみ有料化を導入した。 

ウ 市長が先頭に立って説明会を徹底的に実施した。 

 その結果１年で可燃ごみはほぼ半減し、資源ごみの回収は約３倍となりました。日

野市はワーストワンを脱却し、トップクラスに踊り出ることができました。 

② 循環型社会の目的、考え方、進め方・方法を明確にする。 

変えなければならない理由や背景が理解されないと、問題意識、危機意識が高ま

らない。 

環境をキーワードに地球の問題、健康の問題、地域の問題などを総合的に理解

できるような、人づくり教育が必要である。 

この地域（瀬戸市、尾張旭市、長久手町）は、最終処分場を保有しているため、

今ひとつ行政、住民とも危機意識に欠けるところがある。つまり名古屋市や鎌倉

市のように切迫した説得材料がない。そこでごみ処理基本計画によれば、次の２

点がごみ減量を必要とする地域の事情となっている。 

ア 焼却施設の耐用年数が平成 25 年頃に限界に達する。 

イ 最終処分場の処理能力が平成 30 年頃限界となる。 

わいわいごみごみの会では、「燃やさない、埋め立てない。」を理念として提言

書をまとめている。市民が具体的に行動を起こすためには、いかに市民に分かり

やすい言葉で印象的に訴えるかを常に考える必要がある。 

 











４ 意識改革に関する行政の施策 

 意識改革に関係する２市１町の行政施策をまとめたものが、次の表である。 
ＰＲ関係では、市民全体への周知を図る方法として最も一般的なものは「広報」

である。近年はインターネットホームページの活用で、最新の情報を大量に伝達す

ることができる。 
教育関係では、小中学生を対象とした施設見学会や講習会が行われている。尾張

旭市では、小学生用の学習冊子を発行し、１年生と４年生に配布している。 
支援関係では、資源回収団体への奨励金制度や環境家計簿の普及、ごみゼロ推進

店の認定等の制度があるが、更なる普及が課題である。 
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       意識改革に関する事業一覧               平成１７年６月 

団体名 瀬戸市 尾張旭市 長久手町 

PR 関係 

・広報紙へのごみ問題の定期的掲載 

・環境展の開催 

・ホームページへのごみ問題の掲載 

・広報紙へのごみ問題の記事掲載 

・ごみ減量分別ガイドを全戸配布 

・ホームページへのごみ問題の掲載 

・環境情報「環境かわら版」の発行（年３回） 

・衛生委員会を通じて自治会回覧による啓発 

・広報紙でごみ問題の記事掲載 

・ホームページへのごみ問題の掲載 

教育関係 

・４年生のごみ処理施設見学 

・市職員による小中学校への出前環境学習 

・こどもエコクラブの育成（環境省） 

・１年生にごみ学習絵本の配布 

・４年生のごみ処理施設見学 

・４年生にごみ処理学習冊子の配布 

・こどもエコクラブの育成（環境省） 

・夏休み親子リサイクル教室 

・市職員による出前講座 

・クリーンシティ推進運動（４年生対象にポスタ

ー、標語の募集） 

・４年生のごみ処理施設見学 

・小中学校へのごみに関する講習会 

・ごみの行方ツアー施設見学会 

・こどもエコクラブの育成（環境省） 

支援関係 

・ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施

行（H12） 

・ごみゼロ推進店の認定（県民会議）２店舗 

・資源回収団体への奨励金制度 

・環境家計簿の普及 

・市民エコライフ事業 

・公共施設の ISO１４００１認証取得（H13） 

・ごみゼロ推進店の認定（県民会議）５店舗 

・ごみ減量推進協力店の認定 

･市ごみ減量計画の策定 

･資源回収団体活動奨励金制度 

･廃棄物減量等推進審議会の設置 

･公共施設の ISO１４００１認証取得（H16） 

・家庭版環境 ISO 認定制度 

・美しいまちづくり条例施行（H17） 

 （ポイ捨て､ふん害防止等） 

･資源回収団体活動奨励金等の交付 

･環境モデル地区への支援 

･公共施設の ISO１４００１認証取得 

･環境家計簿の普及 
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５ 学校教育の活用 

 ごみ処理基本計画に位置付けられている、学校教育の利用は次のとおりである。 
○ごみに関することを小学生の総合学習の中に取り入れるよう学校と連携を

図ります。 
○学校やその周辺のごみ拾いに取り組みます。 
○ごみ処理施設や再生工場などの見学をすすめます。 
○地域の環境マップ等を作り、ごみとのかかわり合いを調べます。 

 
 施設見学会について 
 平成１６年度の晴丘センター見学者は 2,863人（別紙 集計表）であり、そのう
ち 87％に当たる 2,487 人が小学生であった。瀬戸市、尾張旭市、長久手町の小学
校は総合学習の一環として、４年生を対象にごみ処理施設の見学を行っている。児

童は巨大な施設に感動したり、有害ごみの分別の必要性を実感している。 
 子供たちからは、感想や職員への励まし等が寄せられている。 
 
 環境教育について 
 ２市１町の環境教育には次のような事業がある。 
 瀬戸市 
① ごみ処理施設見学（４年生） 
② 市職員による小中学校への出前環境学習 
③ こどもエコクラブの育成 
 
尾張旭市 
① ごみ処理施設見学（４年生） 
② 学習冊子「ごみってなあに」を４年生に配布 
③ 学習絵本「たろうくんのリサイクル」を１年生に配布 
④ こどもエコクラブの育成 
⑤ 夏休み親子リサイクル教室 
 
長久手町 
① ごみ処理施設見学（４年生） 
② こどもエコクラブの育成 
③ ごみの行方ツアー 
④ 町職員による小中学校での講習会 
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６ ごみ出しマナー育成 

 ごみ処理基本計画に位置付けられている、ごみ出しマナー育成の取り組みは次の

とおりである。 
○広報でごみ問題を定期的に掲載します。 
○ごみ減量住民フォーラムを開催します。 
○ごみ処理施設の見学会やごみ収集体験会を実施します。 
○ 住民が分別やごみ出しについて相談できる体制を充実します。 

 
広報について 
 平成１６年度における瀬戸市、尾張旭市、長久手町の広報内容は次のとおりであ

る。 
瀬戸市 
広報は毎月 2回の発行である。瀬戸市の特徴は、毎号環境・ごみに関する特集ペ

ージを設けている点である。約１ページを使って、お知らせだけでなく教育的内容

も掲載されている。記事が見つけやすく、市民の立場にたった編集といえる。平成

17年 4月 15日号から、それまでの 2色刷りから全ページカラー印刷となり見やす
くなった。年間の記事本数は 83本であった。 
尾張旭市 
広報は毎月2回の発行である。尾張旭市の特徴は毎月1日号の裏表紙に不燃ごみ、

資源ごみの地区別収集日を掲載していることである。環境・ごみに関する記事が 2
ページ以上掲載される事もあるが、逆にゼロの時もある。年間の記事本数は 39本
であった。 
長久手町 
広報は月 1回の発行である。環境・ごみに関する記事が 3ページを超える事もあ

ったが、ゼロの時もあった。複数の記事がある場合でも、掲載場所が分散しており

見落としやすい。年間の記事本数は 33本であった。 
 
見学会・体験会について 
平成１６年度に住民団体等が、晴丘センターを見学した実績は、１８団体 306
人であった。まだまだ関心が高いとは言えず、自治会や環境団体の利用が期待され

る。 
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平成１６年度環境・ゴミに関する広報内容（瀬戸市）

発行月日 記　　事 ページ数

4月1日

・生ごみたい肥化容器購入補助制度は廃止になりました
・出店者募集！リサイクルマーケット
・パソコンリサイクルの申し込み手順
・ごみ収集予定日

1＋１０分の２

4月15日
・古本のリサイクルコーナーを開設しました！
・子供服の古着リサイクルコーナー！
・ご存知ですか？陶磁器リサイクル！

1

5月1日
・2004ごみ減量祭に参加しませんか！
・瀬戸川クリーンアップ大作戦！
・5月のごみ収集予定日

1＋１０分の２

5月15日
・2004ごみ減量祭
・スプレー缶の持込回収を始めました。
・「びん･缶」の収集日にペットボトルも収集しています！

1

6月1日

・資源リサイクルセンターが多くの方に利用されています！
・6月から３支所での資源物持込回収を始めます。
・環境展２００４
・多発しています！ゴミ収集車の火災
・6月のごみ収集予定日

1＋１０分の３

6月15日
・祝日の予約受付をはじめました
・減っています！瀬戸市のごみ　平成15年度収集量報告

１０分の８

7月1日

・古着･古本リサイクルコーナーのお知らせ
・7月の持込回収　実施日
・精霊流しのお供えを回収します
・7月のごみ収集予定日

１＋１０分の２

7月15日
・ペットボトルを正しく分別しよう！
・資源リサイクルセンター情報

１０分の６

8月1日

・８月の資源物持込回収　実施日
・資源リサイクルセンター情報
・精霊流しのお供えを回収します
・８月のごみ収集予定日

1

8月15日

・あいちクリーンキャンペーン（瀬戸地域）
・資源リサイクルセンター情報
・持込の方法・・・廃油・古布編
・ガラスびんあれこれ

１＋１０分の２

9月1日
・９月の資源物持込回収　実施日
・燃えないごみ・粗大ごみの予約専用アドレスが変わります！
・９月のごみ収集予定日

１０分の６

9月15日

・おもちゃ病院が開院します！
・燃えないごみ・粗大ごみの予約専用アドレスが変わります！
・資源リサイクルセンター情報
・環境に優しい、住みよいまちづくりを目指して！

1

10月1日

・１０月の資源物持込回収　実施日
・おもちゃ病院　とんかち開院のお知らせ
・パソコンリサイクルの一部変更について
・園芸用の土でお困りの方にお知らせ
・１０月のごみ収集予定日

１＋１０分の２

10月15日
・不法投棄は犯罪です！
・古着･古本のリサイクルコーナー
・年末の予約申込のお知らせ（燃えないごみ･粗大ごみ）

１０分の６



平成１６年度環境・ゴミに関する広報内容（瀬戸市）

11月1日

・１１月の資源物持込回収　実施日
・燃えないごみ・粗大ごみの予約について
・園芸用の土でお困りの方にお知らせ
・１１月のごみ収集予定日

1

11月15日
・いま、地球のためにできること！
・燃えないごみ･粗大ごみの予約申込のお知らせ
・園芸用の土はごみ収集していません！

１０分の８

12月1日

・１２月の資源物持込回収　実施日
・おもちゃ病院　とんかち開院のお知らせ
・古着フェスタを開催します！
・年末年始のごみ収集について
・１２月のごみ収集予定日

１＋１０分の２

12月15日
・燃えないごみ･粗大ごみの予約専用アドレス
・年末年始のごみ収集について
・問合せの多いごみの分別例

1

1月1日

・１月の資源物持込回収　実施日
・いま地球のためにできること２
　　循環型社会のキーワードは３R！
・１月のごみ収集予定日

１＋１０分の２

1月15日
・品野支所の資源物持込回収場所が変更になりました！
・いま地球のためにできること３
　　リユース（くり返し使おう）について考えてみましょう。

1

2月1日

・２月の資源物持込回収　実施日
・おもちゃ病院　とんかち瀬戸診療所　開院のお知らせ
・いま地球のためにできること４
　　今回は、リサイクルについて考えてみましょう。
・２月のごみ収集予定日

１＋１０分の２

2月15日
・ごみのふれあい収集をはじめます！
・平成１７年度　ごみゼロ推進店を募集します。

１０分の６

3月1日

・３月の資源物持込回収　実施日
・３月の資源リサイクルセンター休館日
・いま地球のためにできること５
　　缶、ペットボトルのリサイクルのしくみ
・３月のごみ収集予定日

1

3月15日

・古布の収集を始めます！
・春の古着フェスタを開催します！
・展示室が変わります！
・資源リサイクルセンター

１０分の８

合　計 ８３記事 ２３＋１０分の７





平成１６年度環境・ゴミに関する広報内容（尾張旭市）

発行月日 記事 ページ数

4月1日 ・４月の不燃、資源ごみ収集日 １０分の５

4月15日
・ISO１４００１を認証取得しました
・尾張旭市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画を策定
・生ごみ処理機などの購入費の一部を補助

２＋１０分の２

5月1日
・環境に関する市民意識調査の結果をおしらせします
・春の不法投棄防止強調月間５月１日（土）～３１日（月）
・５月の不燃、資源ごみ収集日

２＋１０分の６

5月15日 ・資源ごみ回収団体の登録を １０分の２

6月1日
・新聞･雑誌･ダンボールなど古紙の分別収集を推進
・６月の不燃、資源ごみ収集日

1＋１０分の５

6月15日
・平成１５年度環境目標達成状況をお知らせします
・こどもエコクラブに登録しよう

１０分の５

7月1日 ・７月の不燃、資源ごみ収集日 １０分の５

7月15日 ・資源ごみ分別排出等の啓発指導 １０分の１

8月1日
・循環型のまちづくり　ごみ減量計画を策定
・リサイクルマーケット参加者（出店者）
・８月の不燃、資源ごみ収集日

1＋１０分の５

8月15日 ー

9月1日
・家庭版環境ISO参加者募集
・９月の不燃、資源ごみ収集日

１０分の７

9月15日 ・クリーンアップ事業 1０分の１

10月1日
・市環境基本条例を検討しています
・１０月の不燃、資源ごみ収集日

１＋１０分の５

10月15日 ・生ごみ処理機購入費の一部を補助 １０分の３

11月1日
・１１月は秋の不法投棄防止強調月間
・ごみの屋外での焼却は禁止されています
・１１月の不燃、資源ごみ収集日

1０分の８

11月15日 ー

12月1日

・ごみの減量に努めましょう
　キーワードは３つのR
・職員出前講座を受けてみませんか
　～ごみに対する理解を深めましょう～
・年末のごみ収集
・市民レポーターだより　「ごみ」か「資源」か
・１２月の不燃、資源ごみ収集日

２＋１０分の５

12月15日 ・年末年始の業務案内　ごみの収集 1０分の５

1月1日 ・１月の不燃、資源ごみ収集日 １０分の５

1月15日
・尾張旭市環境基本条例を制定
・「家庭版環境ISO」参加募集
　エコファミリーをめざして！始めよう「環境にやさしい生活」

２＋１０分の２

2月1日 ・２月の不燃、資源ごみ収集日 １０分の５

2月15日

・ごみの減量にご協力を
　～もう一度ご確認ください！古紙の分別～
・環境に優しい生活してみませんか
　エコファミリー認定証交付式

１＋１０分の２

3月1日 ・３月の不燃、資源ごみ収集日 1０分の５

3月15日 ー

合　計 ３９記事 ２０＋１０分の９





平成１６年度環境・ゴミに関する広報内容（長久手町）

発行月日 記　　事 ページ数

4月1日
・リサイクルマーケット出展者募集
・平成１６年４月からスプレー缶分別収集を始めます

１０分の３

5月1日

・催事　リサイクルマーケット
・５３０運動に参加しましょう
・資源回収団体奨励金交付
・春の不法投棄防止月間

１０分の４

6月1日
・トピックス　許しません！不法投棄
・リサイクルマーケット出展者募集
・ごみ出しカレンダー掲載内容の訂正とお詫び

１０分の７

7月1日
・催事　リサイクルマーケット
・環境に配慮した生活へ

１０分の３

8月1日
・リサイクルマーケット出展者募集
・精霊流しの供え物の回収
・空地の計画的な除草をお願いします

１０分の６

9月1日

・役場でのISO１４００１の運用結果
・二酸化窒素簡易測定結果
・環境に配慮した生活へ
・催事　リサイクルマーケット
・長久手のごみを考える会メンバー募集

１＋１０分の８

10月1日

・「ながくて」クリーンキャンペーン
　（愛称）愛・Nクリーンに参加しませんか
・美しいまちづくり条例をつくります。
・美しいまちづくり条例（骨子案）
・トピックス　みんなでまちをきれいにしよう
・２００４ながくて町民まつり
　リサイクルマーケット出店者募集

２＋１０分の７

11月1日 ー

12月1日
・年末年始ごみ収集のお知らせ
・環境に配慮した生活へ
・トピックス　愛・Nクリーン（ながくてをきれいに）開催

２＋１０分の２

1月1日 ー

2月1日
・美しいまちづくり条例が平成１７年３月１日に施行されます。
・生ごみ処理容器の購入補助を行っています
・催事　あいちクリーンキャンペーン

３＋１０分の２

3月1日

・長久手この１年を振り返る
　　ながくてクリーンキャンペーン
・万博開催期間中のごみ収集について
・二酸化窒素簡易測定結果

1０分の７

合　計 ３３記事 １２＋１０分の９

















意識改革分科会活動経緯

年月日 会議等 内容

6.2.H17 第１回分科会
・　委員の紹介
・　今年度の研究課題の絞込みについて
・　記録係の選出

6.28.H17 第２回分科会
・　２市１町の啓発・ＰＲの現状について
・　効果的な情報発信をするには

7.26.H17 第３回分科会
・　効果的な情報発信をするには
・　今年度の重点課題について
・　先進地視察について

8.23.H17 第４回分科会
・　今年度の重点課題について
・　第６回推進会議での活動報告について

9.27.H17 第５回分科会
・　重点課題の具体化について
・　年内にどこまで進めるか
・　先進地視察での調査事項について

11.4.H17 第６回分科会
・　先進地視察のまとめ
・　紙に関する情報の収集と整理

11.8.H17 施設見学 ・　可燃ごみのごみ質組成調査を見学した。（晴丘センター）

11.28.H17 第７回分科会 ・　意識改革分科会の進め方について

12.20.H17 第８回分科会
・　分科会活動報告のまとめ方について
・　来年度の活動計画について

1.23.H18 第９回分科会
・　分科会の活動報告書のまとめ方について
・　来年度の活動計画について

2.27.H18 第１０回分科会 ・　分科会活動報告書の編集について


